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概要：輻輳はネットワークにおける最大の問題のうちの一つである。特に、近年のロスベース TCP にお
いては、より高いスループットを確保するためにアグレッシブな輻輳制御手法を用いているが, 無線接続環
境においては膨大なパケットが無線 LAN アクセスポイントに蓄積され, その結果輻輳が発生するといった
問題が生じている. 先行研究では, ロスベース TCP の一種である CUBIC-TCP を輻輳制御アルゴリズムと
して使用している Android 端末を用いて, 無線 LAN アクセスポイントにおける ACK パケットの蓄積を回
避する制御手法がスマートフォン端末向けに提案, 実装された. 本研究では, スマートフォン向けの既存手
法をタブレット端末にナイーブに適用し, その性能向上の程度を示す. また, 既存手法に改善を加えさらな
る性能向上を実現する手法を提案する. そして性能評価により, 通信速度と公平性が先行手法よりも多数台
同時通信においてスマートフォンとタブレット共に向上したことを示す.
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1. はじめに

MASATO OGUCHI

などの深刻なエラーが発生し，エンドホスト側の端末が十
分な通信性能を発揮することができないという問題があ

スマートフォンやタブレットといったスマートデバイス

る．特に，同一アクセスポイント (AP) に接続する端末台

のテクノロジーの発展と、ネットワークの帯域の拡大が進

数が多い場合は AP の通信機会が減ってしまうため，この

むにつれ、速度と安定性が求められ、TCP プロトコルは改

問題が深刻になる．

善がなされてきた．TCP の輻輳制御アルゴリズムには，ロ

そこで先行研究では，輻輳制御アルゴリズムとしてロ

スベース，遅延ベース，ハイブリッドアルゴリズムの３種

スベース方式の一種である CUBIC-TCP を採用している

類があり，パケットロスを検知した時に輻輳ウィンドウを

AndroidOS を用いて，無線 LAN アクセスポイントにお

減少させる方式をとるロスベースアルゴリズムは，Linux

ける ACK パケットの蓄積を回避する制御手法がスマート

の標準 TCP アルゴリズムとしても採用されている．代表

フォン端末向けに提案，実装された [1][2][3]．手法として

的なロスベースアルゴリズムとして、BIC[6] や CUBIC[7]

は，同一 AP に接続された端末数とクライアントサーバ間

が挙げられる．しかし，このような近年のロスベース TCP

の往復遅延時間 (RTT) の二つのパラメータをエンドホス

はより高いスループットを確保するためによりアグレッシ

ト側でリアルタイムに観測することで，その通信環境にお

ブにパケット送信を行う輻輳制御手法を用いており，有線

ける理想的な輻輳ウィンドウ値 (CWND) をシステムが自

接続と比べて脆弱な無線接続環境においてはその手法に

動で算出し，補正を行う．この AP 周りでの ACK パケッ

よって膨大なパケットが蓄積され，AP に膨大な ACK パ

トの蓄積を回避する手法により，全体の通信速度と公平性

ケットが蓄積されてしまう. その結果パケットロスや輻輳

の向上を実現している.
本研究では，スマートフォンのみならずタブレット端末
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における本手法による通信性能の向上及びその改善につい
て考察する. 具体的には，スマートフォン向けの既存手法

をタブレット端末にもナイーブに適用し，その性能向上の

ることはできない．そこで既存研究 [1] によりカーネル内

程度を示す．また，既存手法の問題点を見出し，改良を加

部の情報を見るためにカーネルモニタと呼ばれるシステム

え，スマートフォンとタブレット端末の両方においてさら

ツールが開発された．カーネルモニタは，Android 端末の

なる性能向上を実現する手法を提案する.

TCP 通信時における輻輳ウィンドウサイズ (CWND) や往

本論文の構成は以下の通りである．2 章で研究背景と先

復遅延時間 (RTT) などのカーネル内部の様々なパラメータ

行研究について紹介をする．続いて 3 章で基礎実験につい

をリアルタイムにモニタする．図 2 に示したように，TCP

て示す．4 章で先行研究のシステム評価実験とその結果を

のソースコードにモニタ関数を挿入し，カーネルを再構築

示し，5 章で先行研究のシステムへの改変内容とその評価

することで，メモリからログを得ることが可能となる．既

実験と結果を示す．最後に，6 章で本稿をまとめる．

存研究 [1] は，すでに Android が搭載されたスマートフォ
ン端末へのカーネルモニタの組み込みに成功しており，本

2. 研究背景

研究においては同様の方法でスマートフォン端末だけでな
くタブレット端末への導入も行った．

2.1 Android OS
本研究では，Android プラットホーム上で動作するシステ
ムを扱う．Android OS[5] は Google 社が開発した OS で，
オープンソースである．また Linux カーネルがベースと
なっており，ロスベース TCP の一種である CUBIC-TCP を
輻輳制御アルゴリズムとして採用している．CUBIC-TCP
は BIC-TCP の改良版であり，BIC のスケーラビリティを
維持しながらウィンドウサイズ制御が簡素化した高速 TCP
である．

図 2

カーネルモニタの概要

図 1 は CUBIC-TCP の振舞で，縦軸が CWND，横軸が
時間を示す．最後のパケット損失時からの経過時間を元に

3 次関数 (1) によりウィンドウサイズを算出し，パケット
ロスが検出されるとウィンドウサイズを急減させる．3 次
関数の C はスケールファクタ，t は最後のパケット損失時
からの経過時間，Wmax は最後のパケット損失時のウィン
ドウサイズを表す．
このように CUBIC-TCP は遅延ベースアルゴリズムと

2.3 輻輳制御ミドルウェア
先行研究 [2][3] で開発された輻輳制御ミドルウェア図 3
は， カーネルモニタをベースとしたシステムであり，無線

LAN-AP における ACK パケットの蓄積を回避し，複数の
端末が同一の AP に接続して通信するときの全体の通信速
度と公平性の向上を可能にしている．

比べ経路の状況を把握せずに通信をするため，パケット損
失が生じるまで各端末がアグレッシブに通信をし過ぎる傾
向がある. よって無線接続環境においては AP 周りで ACK
パケットの蓄積が生じ輻輳の原因になるという問題がある．

図 3

輻輳制御ミドルウェアの概要

フローチャート (図 4) に示した具体的な制御方法を以下
図 1

√
Wcubic = C(t −

3

に記す．

CDUBIC-TCP の振舞

(1) AP を共有する端末間で UDP パケットをブロードキャ
Wmax 3
) + Wmax
C

(1)

2.2 カーネルモニタ
カーネル内部の処理は通常バックグラウンドで進められ
ているため，通常ユーザ空間からその処理の様子を監視す

ストし合うことで，同じ AP への同時接続端末数を
把握.

(2) (1) で検知した接続台数と式 2 から, 適切な CWND サ
イズの上限値候補 1 を算出.

(3) カーネルモニタから現在の RTT 値と最小 RTT 値を

取得.

ただし本システムの制御手法は，AP 周りの通信状況に
基づき，問題が発生した場合にのみ迅速に CWND の最大

(4) (3) から 式 5 を用いて RTT 増減量を計算.
(5) RTT 増減量と表 1 から, 適切な CWND サイズの上限
値候補 2 と下限値をそれぞれ算出.

(6) 上限値候補 1 と上限値候補 2 を比較し，より小さい方
を最適な CWND の上限値として決定．

値と最小値を定めるだけであり，その範囲の中でデフォル
トの TCP アルゴリズムによる制御が行われる．このよう
に，基本的な TCP の輻輳制御アルゴリズムは変更せずエ
ンドホスト側にのみ変更を加えるだけであるため，本シス
テムの導入が容易であるという特徴を持つ．

(7) 決定した上限値と下限値をプロセスインタフェースに
0.5 秒ごとに書き込み，補正．

本研究では，近年スマートフォン端末と共に普及してい
るタブレット端末にもこのシステムを組み込み，従来のス

また，先行研究 [4] において帯域幅は接続台数に伴い変
化することが確認されているため，帯域幅に関しては，式

3 から計算した値を用いている. ただし，BWmax はその通
信環境における最高通信速度，f(端末数) は端末数の増加に
よる合計通信速度の低下を表す単調減少の関数であり，式

4 を用いている．接続台数が増えるほど，CWND の補正値
は小さくなる．

マートフォンに加え，より性能の高い端末が同一 AP に接
続して通信を行うときの全体の通信性能の検証実験を行う．

3. 基礎実験
3.1 実験概要
まず基礎実験として，本研究で用いる Android 端末で
ある，スマートフォン端末 (Nexus 5) とタブレット端末

(Nexus 7) の評価を行った．

Ideal cwnd =

Bandwidth[M bps] × RT T [sec]
(2) 図 5 と表 2 に実験環境を示す．サーバ機と AP の間に人
Segmentsize(1.5Kbyte) × N umberOf T erminals

工遅延装置 dummynet[8] を挟み，有線部の往復遅延時間を

Bandwidth = BW max×f (N umberOf T erminals)(3)

特に輻輳が生じやすい高遅延環境を模擬するために 512ms
に設定している．この環境において一つの AP に接続した

Android 端末とサーバ間において iperf[9] を用いて通信を
f (N umberOf T erminals) = N umberOf T erminals−0.15 (4) 行い，ネットワーク全体の通信スループットを測定した．
さらに，通信中はカーネルモニタを 0.5 秒単位で常時監視
し，その時点の RTT(current rtt) とその最小値 (min rtt)
を取得する．min rtt は，通信中で最も小さい RTT を常に
上書きしていくことで値を更新する. 取得した値をもとに
式 5 を用いて RTT の増減量 (diﬀ rtt) を求める．そして表

この環境において，Android 端末の台数を 1 台から 6 台ま
で 1 台ずつ増加させた．尚，外界からの電波による妨害を
防ぐため，クライアントと AP 間の空間はシールド布で覆
い，できるだけ電波を遮断する環境において実験を行っ
てた．

1 のように diﬀ rtt の大きさに従って，CWND の上限値候
補と下限値候補を定める．特に diﬀ rtt が 331.0 以上にな
るとトラフィックが混んできたとみなし，CWND を１に
して一時的に通信最小モードに移行し，その後に起こり得
るさらなる遅延を回避する．RTT 増減量が大きくなるほ
ど，CWND の補正値は小さくなる．

dif f rtt = current rtt − min rtt

図 5

(5)

表 1 RTT 値による制御パラメータ
diﬀ rtt
051106- 161- 331-

max cwnd2

555

555

555

555

555

min cwnd2

200

50

10

2

1

これらの制御によって，通信中において同じ AP を共有

表 2
Android

server

イムに CWND を理想的な値に補正することでトラフィッ
ク発生量を制限し，途中から通信を始めた端末にも均等に
帯域を分け合えるよう制御することができる．

Nexus 5

Nexus 7

Firmware version

5.1.1

6.0.0

Kernel version

3.4.0-geaa8415-dirty

3.4.0-g272b14b-dirty

Build number

LMY49H

MRA58K

OS
Main Memory

AP

実験環境

Model number

CPU

する他端末が通信を始めたことやそれに伴って急に RTT
の値が増加したことを本システムが検知すると，リアルタ

実験トポロジ

Model
Communication system

Ubuntu 14.04 (64bit) / Linux 3.13.0
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400
8.1GiB
MZK-MF300N(Planex)
IEEE 802.11g

図 4

輻輳制御ミドルウェアのフローチャート

3.2 実験結果

ネルモニタによって観測されたパラメータ値から，それぞ

スマートフォン端末，タブレット端末それぞれの端末数

れの端末の振舞を検証，評価した．

増加時における合計通信速度の評価結果を図 6 に示す．ス
マートフォン端末は 3 台同時通信，タブレット端末は 2 台
同時通信をピークに，台数が増加するほど合計通信速度が
減少することが確認できた．
この結果より，同時接続端末数の増加と共に減少するス
ループットの向上が求められると考察することができる．

4.2 実験結果
合計の通信速度の評価結果を図 7 に示す．青のグラフは
スマートフォン端末 (Nexus 5) の結果，赤のグラフはタブ
レット端末 (Nexus 7) の結果であり，スマートフォン端末，
タブレット端末それぞれにおける，補正を行わないデフォ
ルトのミドルウェアオフの状態，輻輳制御手法による補正
を行ったミドルウェアオンの状態の結果を示す. グラフよ
り，6 台同時通信においては，スマートフォン端末，タブ
レット端末共に合計通信速度の向上が見られた．一方，ス
マートフォン端末の 3 台同時通信の場合，ミドルウェアの
導入によって合計通信速度が低下してしまうといった結果
が得られた．

図 6

端末数変化時における合計通信速度

4. 既存技術の性能評価実験
4.1 実験概要
続いて，先行研究によって開発された輻輳制御ミドル
ウェアの性能を評価すべく，スマートフォン端末及びタブ
レット端末にミドルウェアをナイーブに適用した．

3 章と同様の実験環境下において，スループットやカー

図 7

合計通信速度 (改変前)

続いて，Fairness Index[10] を用いて通信時における公平
性の評価を行った．Fairness Index とは，公平性を示す指
標であり，式 6 で算出された値が 1 に近いほど高い公平性
を示す．
図 8 に結果を示す．青のグラフはスマートフォン端末

(Nexus 5) の結果，赤のグラフはタブレット端末 (Nexus 7)
の結果であり，スマートフォン端末，タブレット端末それ
ぞれにおける，補正を行わないデフォルトのミドルウェア

(a) 3 台同時通信
(b) 6 台同時通信
図 9 CWND の推移 (スマートフォン端末 Nexus5)

オフの状態，輻輳制御手法による補正を行ったミドルウェ
アオンの状態の結果を示す. グラフより，6 台同時通信にお
いては，スマートフォン端末，タブレット端末共に公平性
の向上が見られた．一方，3 台同時通信の場合，スマート
フォン端末とタブレット端末共に，ミドルウェアの導入に
よって公平性が大きく低下してしまうといった結果が得ら
れた．
∑k
( i=1 xi )2
F airnessIndex : fi = ∑
(1 ≤ i ≤ k)
k
k i=1 x2i

(a) 3 台同時通信
(b) 6 台同時通信
図 10 CWND の推移 (タブレット端末 Nexus7)

(6)
5.2 改変点詳細
既存技術における問題点を解決すべく，先行研究によっ
て提案された輻輳制御手法を改変した．本システムが発動
している端末とそうでない端末が混在するような状況が発
生しないよう，本システムの発動条件に変更を加えた．改
変後のシステムのフローチャートを図 11 に示す．
システムの変更点はステップ 1 (S1) である．改変前は，
「自端末の RTT 値の急激な上昇を検知」するとシステムを
発動し，「自端末」の CWND のコントロールを始めてい
た．そこで改変後は，「同一 AP ヘの同時接続端末数のう
ち、少なくとも一つの端末の RTT 値の急激な上昇を検知」

図 8

公平性 (改変前)

すると，
「同一 AP を共有する全端末」の CWND のコント
ロールを一斉に開始する条件に変更した．このように，シ

5. 既存技術の改変
5.1 既存技術における問題点
図 9 と図 10 は先行研究のミドルウェアによって制御さ
れた CWND の推移をスマートフォ端末とタブレット端末
それぞれにおいて示す．どちらも 3 台同時通信，6 台同時
通信における推移を示す．2.3 節に記述したように，本シ
ステムは通信中において同じ AP を共有する他端末が通信
を始めたことに伴って，自端末の RTT 値が急増加したこ
とを感知すると，自端末において輻輳制御法を発動する．
このような発動条件の元で制御を行うと，図 9 と図 10 の
ように，一部の端末の CWND が厳しく制御されているの
に対し，その他の端末は本手法が発動していないことに
よって帯域を大きく占領している．つまり，既存技術は，
自身の端末の状況のみでの判断によりシステムを発動する
ため，本システムが発動している端末とそうでない端末が
混在する場合が生じ，それぞれの端末に与えられる帯域に
大きな差が出てしまうといった問題が発生することが発覚
した．その結果，この問題が全体の公平性の低下にも繋が
ることが確認できた．

ステムの発動開始タイミングにも協調性を加えることで，
帯域を共有する全端末における公平性の向上を試みた．
この改良後の輻輳制御法を用い，4 節と同様の環境にお
いて再実験を行った．

5.3 提案手法の性能評価実験
5.3.1 提案手法の振舞
図 12 と図 13 に改変後のミドルウェアによって制御され
た CWND の推移をスマートフォ端末とタブレット端末そ
れぞれにおいて示す．どちらも 3 台同時通信，6 台同時通
信における推移を示す．
同一 AP を共有する全ての端末のうち，少なくとも一つ
の端末の RTT 値が急増した場合，全端末において本シス
テムを一斉に発動するよう改変を加えたことで，図 12 と
図 13 のように，発動タイミングが揃い，改変前よりも帯
域をより公平に分け合うことができていることが確認出来
る．ただし，端末同士の RTT 値の通知はブロードキャス
トによって行うため，他端末の RTT 値の変化の検知タイ

図 11

改変後の輻輳制御ミドルウェアのフローチャート

ミングには微妙な誤差があり，よって発動タイミングにも

においては，3 台同時通信の場合，改変前よりも最大 20%，

微妙なずれが発生することになる．

6 台同時通信において最大 8%向上した．タブレット端末
においては，3 台同時通信の場合，改変前よりも最大 23%，

6 台同時通信の場合最大 10%向上した．
スマートフォン端末の 3 台同時通信に関しては，デフォ
ルトの状態の方が公平性が高くなっているため，さらなる
改善が必要であり，今後の課題とする．

(a) 3 台同時通信
(b) 6 台同時通信
図 12 CWND の推移 (スマートフォン端末 Nexus5)

(a) 3 台同時通信
(b) 6 台同時通信
図 13 CWND の推移 (タブレット端末 Nexus7)

図 14

公平性（改変後）

5.3.3 合計通信速度
5.3.2 公平性

続いて，合計の通信速度の評価を行った．結果を図 15

改変後のミドルウェアによって制御された CWND の振

に示す．青のグラフはスマートフォン端末 (Nexus 5) の結

舞を確認したため，まずは発動タイミングの変更によって

果，赤のグラフはタブレット端末 (Nexus 7) の結果を示す.

どの程度帯域をより効率的に分け合うことに成功したか

また，それぞれ補正を行わないデフォルトの状態での結果，

を確認するために，改めて通信時における公平性の評価を

改良前の輻輳制御手法による補正を行った結果，改良後の

行った．

輻輳制御手法による補正を行った結果である.

図 14 に公平性の評価結果を示す．スマートフォン端末

まず，スマートフォン端末に関しては，3 台同時通信に

おいては既存システムによって返って通信速度が下がっ

さらに合計通信速度を評価したところ，スマートフォン

てしまうという問題があった．しかし，改変を加え，帯域

端末においては，3 台同時通信の場合最大 19%,6 台同時通

をより効率良く分け合うようになったことで，合計速度の

信の場合最大 69%向上した．一方，タブレット端末におい

向上につながり，結果的にデフォルトの状態よりも合計通

ては 3 台同時通信の場合同程度の効果，6 台同時通信の場

信速度が 19%向上した．6 台同時通信に関しても，改変に

合最大 76%，スループットの向上が確認できた．

よってさらなる効果を発揮し，デフォルトよりも 69%向上

さらなる今後の課題としては，スマートフォン端末とタ

した．前サブセクションで述べたが，スマートフォン端末

ブレット端末が複数混在している場合の制御手法の性能

の 3 台同時通信においては，デフォルトよりも公平性の低

評価を予定している. さらに，WLAN 環境下だけでなく，

下がみられた．しかし，合計通信速度は大きく向上してい

LTE 環境下における輻輳制御ミドルウェアの作動も確認済

るため，今後は公平性と合計通信速度の関係性をさらに詳

みであるため，LTE 環境下における制御手法の効果も確認

しく分析し，双方の改善を検討していきたい．一方，タブ

していく予定である．

レット端末に関しては，3 台同時通信においては改変前と

謝辞

ほぼ同程度の効果を発揮し，6 台同時通信においては改変
によってミドルウェアの性能がさらに上がり，デフォルト

本研究を進めるにあたり，NTT ドコモの早川愛さんに大

よりも 76%通信速度が向上した．3 台と 6 台，何れにして

変有用なアドバイスをいただきました．深く感謝いたしま

も，デフォルトの状態よりも通信速度が向上した．

す．また，本研究は一部，JST CREST JPMJCR1503 の
支援を受けたものである．
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