
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の品質を確保して通信を行なう伝送装置であって、
　伝送するデータのパケットをパケットヘッダごとに分類するための分類手段と、
　前記分類手段による分類結果に応じて、同じパケットヘッダを有するパケットの集合を
パケット群として管理し、

　 パケット群のビットレート に応じて、帯域を確保して伝送すべきか否かを判
断するための判断手段と、
　前記判断手段によって帯域を確保して伝送すべきであると判断されたパケット群の帯域
予約を帯域制御装置に要求するための要求手段とを含む、伝送装置。
【請求項２】
　前記判断手段は 記測定手段による測定結果から直前の所定のデータ数を対象として
ビットレートのばらつきを表すパラメータを計算するための計算手段と、
　前記計算手段によって計算されたパラメータが予め設定された値以下ならば、当該パケ
ット群を帯域を確保して伝送すべきパケット群であると判断するためのパケット判断手段
とを含む、請求項１記載の伝送装置。
【請求項３】
　前記計算手段は、計算したパラメータが予め設定された値より大きい場合、計算の対象
とするデータ数を増やして、当該パラメータを再計算し、
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前記パケット群の所定の単位時間あたりのビットレートを測定
するための測定手段と、

前記 の履歴

、前



　前記パケット判断手段は、前記再計算されたパラメータの値が予め設定された値以下な
らば、当該パケット群を帯域を確保して伝送すべきパケット群であると判断する、請求項
２記載の伝送装置。
【請求項４】
　前記計算手段は、対象とするデータ数を順次増やしながら、当該パラメータが予め設定
された値以下になるか、前記対象とするデータ数が予め決められた最大となるまで、当該
パラメータの計算を繰返す、請求項２記載の伝送装置。
【請求項５】
　前記判断手段は、 特定の帯域でパケット群を送信し
たときに必要となるバッファ容量を計算し、該計算を帯域を変えて行ない、必要とする帯
域と必要となるバッファ容量との関係を導出し、該関係から 帯域を確保
して伝送すべきパケット群である 伝送装置。
【請求項６】
　前記判断手段は、要求する帯域ごとに必要となるバッファ容量の最大値を抽出し、要求
する帯域と必要となるバッファ容量の最大値との関係を表わすグラフが所定領域内にある
か否かによって帯域を確保して伝送すべきパケット群であるか否かを判定する、請求項５
記載の伝送装置。
【請求項７】
　前記判断手段は、前記所定領域内にある帯域を前記要求手段に要求させ、前記所定領域
内にあるバッファ容量の最大値を確保するよう前記バッファ手段に要求する、請求項６記
載の伝送装置。
【請求項８】
　前記判断手段は、帯域を確保するために必要なコストとバッファ容量のコストとに基づ
いて、トータルのコストが最小となるように要求すべき帯域と確保すべきバッファ容量と
を決定する、請求項７記載の伝送装置。
【請求項９】
　前記判断手段が、一度帯域を確保して伝送すべきと判断したパケット群が所定の時間観
測されず、もはや帯域を確保する必要がないと判断した場合、前記要求手段は、当該パケ
ット群のために確保している帯域を解放することを前記帯域制御装置に要求する、請求項
１～８のいずれかに記載の伝送装置。
【請求項１０】
　前記判断手段が、一度帯域を確保して伝送すべきと判断したパケット群のビットレート
の特性に所定の基準以上の変化があった場合、前記要求手段は、当該パケット群のために
確保している帯域のビットレートを最新の値に変更することを前記帯域制御装置に要求す
る、請求項１～８のいずれかに記載の伝送装置。
【請求項１１】
　前記判断手段が、一度帯域を確保して伝送すべきと判断したパケット群のビットレート
の特性に所定の基準以上の変化があった場合、前記要求手段は、当該パケット群のために
確保している帯域を解放することを前記帯域制御装置に要求する、請求項１～８のいずれ
かに記載の伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＱｏＳ（ Quality of Service）を保証してデータをネットワーク上に伝送す
る技術に関し、特に、ＱｏＳを保証するネットワークの伝送路上を流れるパケットを監視
し、帯域を確保して伝送すべきフローを見出して帯域制御装置に帯域要求を行なう伝送装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮ（ Local Area Network）等のネットワークにおいて、リアルタイム性
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前記測定手段による測定結果から、

当該パケット群を
と判断する、請求項１記載の



が要求されるストリーミングデータを他のデータと同時に伝送しようという試みがなされ
、実現されるようになってきている。
【０００３】
　データはさまざまな性質を持っているため、それらが伝送される際に満たさなければな
らない伝送条件はデータによって異なる。例えば、ＷＷＷ（ World Wide Web）やファイル
転送などでは多少の伝送遅延があってもかまわないが、絶対に誤りのないことが必要とさ
れる。
【０００４】
　一方、映像や音声などのストリーミングデータは、制限された遅延時間の範囲内におい
て、一定量のデータを伝送し続けなければならないというリアルタイム性が要求される。
データの再生（受取り）までの遅延ができるだけ少ない方がよい。また、伝送エラーは少
ないことが望ましいが、完全にエラーフリーであることが要求されるわけではない。
【０００５】
　このように伝送特性が異なるデータを統合してＬＡＮ上に伝送させる場合には、適切な
ＱｏＳ制御がなされていることが必要である。すなわち、リアルタイム性が要求されるス
トリーミングデータについては、専用の帯域を確保して通信品質が確保された通信路（Ｑ
ｏＳ通信路）で伝送する。これをイソクロナス伝送という。それ以外のＷＷＷやファイル
転送などのデータは、残りの帯域を使って送信すればよい。これをアシンクロナス伝送と
いう。
【０００６】
　このようなＱｏＳ制御を、データリンク層、媒体アクセスコントローラまたはＭＡＣ（
Media Access Control）層においてサポートするネットワークが出てきている。たとえば
、ＩＥＥＥ（ the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.）８０２
．１１ｅは、無線ＬＡＮ８０２．１１のＭＡＣ層を拡張したものであり、従来のＭＡＣ制
御に加えてＱｏＳ制御をサポートしたものである。このＩＥＥＥ８０２．１１ｅは、ＰＣ
（ Personal Computer）とＡＶ（ Audio Visual）機器間で共通に利用できるよう標準化が
進められている。
【０００７】
　ところで、一般にＱｏＳといっても、優先度ベースのＱｏＳ（ Prioritized ＱｏＳ）と
パラメータベースのＱｏＳ（ Parameterized ＱｏＳ）とがある。優先度ベースのＱｏＳは
、送信するフレームを４～８段階の優先度のカテゴリーに分け、カテゴリーごとに提供す
るサービスの品質に差をつけることによって、優先制御を提供するものである。ＩＰ上の
多くのアプリケーションは、優先度ベースのＱｏＳである。
【０００８】
　一方、パラメータベースのＱｏＳは、指定された帯域幅や遅延時間などのパラメータを
保証して伝送するＱｏＳである。ＡＶのデータやＩＥＥＥ１３９４のデータなどは、パラ
メータベースのＱｏＳである。
【０００９】
　優先度ベースのＱｏＳとパラメータベースのＱｏＳとは、どちらも同時にサポートする
ことが可能である。時間によって、自立分散制御（衝突を前提にしたアクセス制御方式）
と集中制御（衝突を発生させないアクセス制御方式）とを切り替えることによって実現可
能である。
【００１０】
　非特許文献１に記載されているように、ＱｏＳ制御をサポートするネットワークにおい
ては、以下に説明するような構成が一般的である。
【００１１】
　まず、ネットワーク上に１台の帯域制御装置が存在する。帯域制御装置とは、ネットワ
ーク上の各端末から帯域予約要求を受取り、各端末に帯域を割当てて送信機会を与える局
のことである。無線ＬＡＮでは、この帯域制御装置を基地局（アクセスポイント）が担当
することが多い。また、帯域制御装置のことをコーディネータとも呼ぶ。
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【００１２】
　帯域制御装置は、一定間隔で正確にビーコンを出し続け、ビーコン間隔時間を、非競合
アクセス期間ＣＦＰ（ Contention Free Period）と、競合アクセス期間ＣＰ（ Contention
 Period）とに分ける。
【００１３】
　非競合アクセス期間においては、各端末が帯域制御装置から与えられた送信機会のとき
にのみデータを送信するため、パケットの衝突は発生しない。帯域制御装置は、各端末に
対し送信機会を与える情報を通知しなければならない。送信機会を与える方法は、基地局
が端末に対し順にポーリングを発信して送信機会を通知する方法と、ビーコンにスケジュ
ーリング情報を持たせてネットワーク上の全端末にブロードキャストする方法とがある。
パラメータベースのＱｏＳデータは、帯域の使用権が確定されている非競合アクセス期間
で伝送されなければならない。
【００１４】
　一方、競合アクセス期間においては、送信したい端末が媒体の空き状況を見て（キャリ
アセンス）、一定時間空いていれば、そこからさらにランダムバックオフと呼ばれる時間
だけ待って送信を行なう。２以上の端末が同じランダムバックオフを引いた場合、パケッ
トの衝突が生じる可能性がある。パケットが衝突したと判断されれば、パケットを再送す
る。競合アクセス期間では、基地局や端末がそれぞれ自立分散的にパケットを送信する。
このアクセス制御方式は、ＣＳＭＡ／ＣＡ（ Carrier Sense Multiple Access with Colli
sion Avoidance）と呼ばれる。優先度ベースのＱｏＳデータは、競合アクセス期間で伝送
することができる。優先度の高いデータほど、キャリアセンス後の待ち時間（フレーム送
信間隔）を短くするなどの方法で、優先制御を実現している。
【００１５】
　一般に、競合アクセス期間よりも非競合アクセス期間の方が媒体の使用効率はよい。上
述したアクセス方法の違いによるものである。以下、パラメータベースのＱｏＳを中心に
説明する。
【００１６】
　ネットワーク上の各端末は、帯域制御装置に対して帯域予約要求を出すが、その際Ｑｏ
Ｓパラメータを設定することができる。ＱｏＳパラメータとは、端末が送信したいデータ
ごとに要求される伝送条件に関する情報のことであり、たとえばデータレートの平均値、
データレートの最大値／最小値、許容される最大遅延時間、許容される遅延時間のジッタ
（ゆらぎ）、フレームサイズの平均値などがある。
【００１７】
　たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅにおいては、ＱｏＳパラメータがＴＳＰＥＣ（ Traf
fic SPECification）というパラメータ群で定量的に表されている。ＱｏＳパラメータは
、端末から設定することになっているが、誰がどのようにＱｏＳパラメータを決定するか
については、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅの仕様書には記載されていない。基本的には、それ
ぞれのアプリケーションが必要とする伝送条件を指定することになる。ＭＡＣマネジメン
ト・エンティティは、アプリケーションからの伝送条件の指定を受取り、それを自ネット
ワークに適用できるＱｏＳパラメータに変換してＱｏＳを確保する。
【００１８】
　アプリケーションから伝送条件の指定がないと、すべてのデータは競合アクセス期間で
送信されることになる。ＩＰ上のアプリケーションにおいては、映像や音声などのデータ
を扱うアプリケーションであっても、そのセッション開始時に伝送条件を指定せずに伝送
を始めてしまうものが少なくない。現在の多くのＩＰ上のアプリケーションは、パラメー
タベースのＱｏＳを前提としないためである。その場合、ＱｏＳを確保しないで送信する
ため、映像や音声などのデータが、望ましい伝送品質を満たさずに送信されることになる
。すなわち、ＱｏＳをサポートしたネットワークであっても、その機能が生かされないこ
とになる。
【００１９】
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　また、上述したように、競合アクセス期間よりも非競合アクセス期間の方が媒体の使用
効率が良いので、可能ならば非競合アクセス期間を使って送信することが望ましい。非競
合アクセス期間を積極的に使うことで、ネットワーク全体のスループットの向上につなが
るからである。
【００２０】
　そこで、アプリケーションから伝送条件の指定がない場合でも、何らかの機構、たとえ
ばＭＡＣマネジメント・エンティティなどにおいて、自動的に最適なＱｏＳパラメータを
生成して、ＱｏＳを確保することができないかが検討されている。これに関連する技術と
して、特許文献１および２に開示された発明がある。
【００２１】
　特許文献１に開示された帯域制御装置は、ＲＴＰ（ Realtime Transport Protocol）の
開始フレームを検出し、ＲＴＰのセッションが開始されたことを認識し、ＲＴＰヘッダの
情報から必要なＱｏＳパラメータを抽出して、帯域要求を行なうものである。
【００２２】
　また、特許文献１は、トランスポート層プロトコル及びトランスポート層ポート番号毎
のトラフィック量を測定し、その統計情報をメモリに記憶し、トラフィック量に比例した
帯域を各プロトコルに割り当てるように要求する方法も開示している。
【００２３】
　特許文献２に開示されたデータ伝送方法は、ストリームデータであるかどうかを検査し
、ストリームデータと判断されればチャンネルを割り当ててデータを伝送し、ストリーム
データではないと判断されれば、チャンネルを割り当てずに非同期伝送方式で伝送すると
いうものである。
【特許文献１】特開２００２－２４７０６７号公報
【特許文献２】特開２０００－１３４２７８号公報
【非特許文献１】８０２．１１高速無線ＬＡＮ教科書（ＩＤＧジャパン出版、２００３年
、３月２９日、ｐｐ．６６－１２２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかし、データリンク層においてパラメータベースのＱｏＳ制御をサポートするネット
ワークがあっても、ＩＰ上のアプリケーションが、伝送条件の指定をせずに伝送を始めて
しまうものが少なくないため、映像や音声などのデータを扱うアプリケーションにおいて
、本来望ましい伝送品質を満たさないで伝送してしまうという問題点があった。また、伝
送条件の指定をせずに伝送を始めてしまうので、すべてのデータは競合アクセス期間で送
信されることになり、媒体の使用効率の低下につながるという問題点があった。
【００２５】
　また、特許文献１に記載されている方法は、ＲＴＰにしか適用できないという問題点が
ある。確かに、ＲＴＰは、リアルタイム性を持つアプリケーションに標準的に使用される
プロトコルであるが、ＩＰ上のアプリケーションの中にはＲＴＰを使わないものもある。
たとえば、 Microsoft(R)社の Windows（Ｒ）  Media Player(R)が使用するプロトコルはＴ
ＣＰである。また、媒体の使用効率を向上させることを主眼におけば、リアルタイム性を
持つアプリケーションだけでなく、ほぼ固定の帯域を持つ一般的なアプリケーションに対
しても、帯域を予約してデータを伝送することが望ましい。また、一般的なアプリケーシ
ョンに対応できる汎用的な構成であることも求められる。
【００２６】
　特許文献１には、さらにトランスポート層プロトコルおよびトランスポート層ポート番
号毎のトラフィック量を測定するという技術も開示されている。しかし、ストリーミング
データであることを判断する具体的な手法がないため、これだけでは有用といえない。
【００２７】
　また、特許文献２に開示されているデータ伝送方法においては、ストリーミングデータ
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であることを判断する手法が開示されているが、可変ビットレートのアプリケーションに
うまく対応できないという問題点がある。映像や音声を固定ビットレートで圧縮する方式
であるＣＢＲ（ Constant Bit Rate）においては、帯域幅が長時間にわたって一定である
ので、必要とされるデータレートを計算しやすい。トラフィック量を測定し、それに比例
するデータレートを要求することは容易である。しかし、映像を可変ビットレートで圧縮
する方式であるＶＢＲ（ Variable Bit Rate）もあり、そのようなアプリケーションでは
データレートが時間的に変動するので、ストリーミングデータであることを認識できない
、または、データレートの平均を要求しても帯域制御装置はうまく対応できないという問
題点がある。
【００２８】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、第１の目的は、アプリケ
ーションから伝送条件の指定がない場合でも、自動的に帯域を予約してデータを伝送する
ことが可能な伝送装置を提供することである。
【００２９】
　第２の目的は、なるべく非競合アクセス期間で送信して、媒体の使用効率を向上させる
ことが可能な伝送装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　本発明のある局面に従えば、所定の品質を確保して通信を行なう伝送装置であって、伝
送するデータのパケットをパケットヘッダごとに分類するための分類手段と、分類手段に
よる分類結果に応じて、同じパケットヘッダを有するパケットの集合をパケット群として
管理し、

パケット群のビットレート に応じて、帯域を確保して伝送すべきか否かを判断す
るための判断手段と、判断手段によって帯域を確保して伝送すべきであると判断されたパ
ケット群の帯域予約を帯域制御装置に要求するための要求手段とを含む。
【００３１】
　好ましくは、判断手段は 定手段による測定結果から直前の所定のデータ数を対象と
してビットレートのばらつきを表すパラメータを計算するための計算手段と、計算手段に
よって計算されたパラメータが予め設定された値以下ならば、当該パケット群を帯域を確
保して伝送すべきパケット群であると判断するためのパケット判断手段とを含む。
【００３２】
　さらに好ましくは、計算手段は、計算したパラメータが予め設定された値より大きい場
合、計算の対象とするデータ数を増やして、当該パラメータを再計算し、パケット判断手
段は、再計算されたパラメータの値が予め設定された値以下ならば、当該パケット群を帯
域を確保して伝送すべきパケット群であると判断する。
【００３３】
　さらに好ましくは、計算手段は、対象とするデータ数を順次増やしながら、当該パラメ
ータが予め設定された値以下になるか、対象とするデータ数が予め決められた最大となる
まで、当該パラメータの計算を繰返す。
【００３４】
　 判断手段は、 特定の帯域でパケット群を送
信したときに必要となるバッファ容量を計算し、計算を帯域を変えて行ない、必要とする
帯域と必要となるバッファ容量との関係を導出し、この関係から 帯域を
確保して伝送すべきパケット群である
【００３５】
　好ましくは、判断手段は、要求する帯域ごとに必要となるバッファ容量の最大値を抽出
し、要求する帯域と必要となるバッファ容量の最大値との関係を表わすグラフが所定領域
内にあるか否かによって帯域を確保して伝送すべきパケット群であるか否かを判定する。
【００３６】
　さらに好ましくは、判断手段は、所定領域内にある帯域を要求手段に要求させ、所定領
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域内にあるバッファ容量の最大値を確保するようバッファ手段に要求する。
【００３７】
　さらに好ましくは、判断手段は、帯域を確保するために必要なコストとバッファ容量の
コストとに基づいて、トータルのコストが最小となるように要求すべき帯域と確保すべき
バッファ容量とを決定する。
【００３８】
　好ましくは、判断手段が、一度帯域を確保して伝送すべきと判断したパケット群が所定
の時間観測されず、もはや帯域を確保する必要がないと判断した場合、要求手段は、当該
パケット群のために確保している帯域を解放することを帯域制御装置に要求する。
【００３９】
　好ましくは、判断手段が、一度帯域を確保して伝送すべきと判断したパケット群のビッ
トレートの特性に所定の基準以上の変化があった場合、要求手段は、当該パケット群のた
めに確保している帯域のビットレートを最新の値に変更することを帯域制御装置に要求す
る。
【００４０】
　好ましくは、判断手段が、一度帯域を確保して伝送すべきと判断したパケット群のビッ
トレートの特性に所定の基準以上の変化があった場合、要求手段は、当該パケット群のた
めに確保している帯域を解放することを帯域制御装置に要求する。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明のある局面によれば、判断手段が、分類手段による分類結果に応じて、同じパケ
ットヘッダを有するパケットの集合をパケット群として管理し、パケット群のビットレー
トに応じて、帯域を確保して伝送すべきか否かを判断するので、アプリケーションから伝
送条件の指定がない場合でも、自動的に帯域を予約してデータを伝送することが可能とな
った。
【００４２】
　また、パケット判断手段は、計算手段によって計算されたパラメータが予め設定された
値以下ならば、当該パケット群を帯域を確保して伝送すべきパケット群であると判断する
ので、帯域を確保して伝送すべきか否かを容易に判定することが可能となった。
【００４３】
　また、計算手段は、計算したパラメータが予め設定された値より大きい場合、計算の対
象とするデータ数を増やして、当該パラメータを再計算するので、帯域を確保して伝送す
べきか否かの判定をより厳密に行なうことが可能となった。
【００４４】
　また、計算手段は、対象とするデータ数を順次増やしながら、当該パラメータが予め設
定された値以下になるか、対象とするデータ数が予め決められた最大となるまで、当該パ
ラメータの計算を繰返すので、帯域を確保して伝送すべきか否かの判定をより厳密に行な
うことが可能となった。
【００４５】
　本発明の別の局面によれば、判断手段が、異なる帯域要求を要求手段に行なわせながら
、そのときに必要となるバッファ容量を測定し、要求する帯域と必要となるバッファ容量
との関係から帯域を確保して伝送すべきパケット群であるか否かを判定するので、アプリ
ケーションから伝送条件の指定がない場合でも、自動的に帯域を予約してデータを伝送す
ることが可能となった。
【００４６】
　また、判断手段は、要求する帯域ごとに必要となるバッファ容量の最大値を抽出し、要
求する帯域と必要となるバッファ容量の最大値との関係を表わすグラフが所定領域内にあ
るか否かによって帯域を確保して伝送すべきパケット群であるか否かを判定するので、帯
域を確保して伝送すべきか否かを容易に判定することが可能となった。
【００４７】
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　また、判断手段は、所定領域内にある帯域を要求手段に要求させ、所定領域内にあるバ
ッファ容量の最大値を確保するようバッファ手段に要求するので、媒体の特性やシステム
の実装に応じて帯域要求およびバッファ容量の確保を行なうことが可能となった。
【００４８】
　また、判断手段は、帯域を確保するために必要なコストとバッファ容量のコストとに基
いて、トータルのコストが最小となるように要求すべき帯域と確保すべきバッファ容量と
を決定するので、媒体の特性やシステムの実装に応じて最適な帯域要求およびバッファ容
量の確保を行なうことが可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態における伝送装置の概略構成を示すブロック図であ
る。この伝送装置１は、アプリケーションからのパケットまたは異なるネットワークから
のパケットを受け、伝送装置１全体の制御を行なうサブレイヤ１０１と、無線などの媒体
を介してデータの送受信を行なう媒体アクセスコントローラ１２１と、ＭＡＣマネジメン
ト・エンティティ１３１とを含む。
【００５０】
　媒体アクセスコントローラ１２１は、ビーコンの送受信、媒体の空き状況を見ながらの
データの送受信、ポーリング応答、ＡＣＫの生成、再送制御など、データ処理に関する制
御を行なう。
【００５１】
　ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１は、帯域制御装置に対する帯域要求コマンド
の発行、帯域制御装置からの応答処理、媒体固有ＩＤの管理など、ＭＡＣマネジメントに
関する制御を行なう。
【００５２】
　媒体アクセスコントローラ１２１とＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１とを合わ
せて、ＭＡＣ層の機能を実現している。これらによって、ＳＡＰ（ Service Access Point
）と呼ばれるインタフェースが上位層に提供される。
【００５３】
　媒体アクセスコントローラ１２１は、同期データ伝送用のＭＤ＿ＩＳＯ（ MAC Data Iso
chronous）と非同期データ伝送用のＭＤ＿ＡＳＹＮＣ（ MAC Data Asynchronous）を提供
する。ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１は、ＭＡＣ層管理用のＭＭ（ MAC Manage
ment）を提供する。媒体アクセスコントローラ１２１やＭＡＣマネジメント・エンティテ
ィ１３１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅなどの規格に基づくものとする。
【００５４】
　サブレイヤ１０１は、媒体アクセスコントローラ１２１およびＭＡＣマネジメント・エ
ンティティ１３１の上位に設けられ、フロー番号計算部１０２と、フロー番号別パケット
情報記憶部１０３と、パケット情報記憶部の履歴１０４と、タイマー１０５と、ストリー
ムデータ判断部１０６と、帯域要求コマンド生成部１０７と、パケット分類器ルール記憶
部１０８と、パケット分類器１０９と、ＶＢＲ用バッファ１１０とを含む。なお、ＶＢＲ
用バッファ１１０は、本実施の形態においては使用されない。
【００５５】
　フロー番号計算部１０２は、アプリケーションからのパケットまたは異なるネットワー
クからのパケットを受け、パケットヘッダを抽出する。
【００５６】
　図２は、パケットヘッダの一例であるＩＰパケットのヘッダを示す図である。ＩＰパケ
ットのヘッダは、宛先ＭＡＣアドレスと、送信元ＭＡＣアドレスと、Ｔｙｐｅフィールド
と、Ｖｅｒｓｉｏｎフィールドと、ＴＯＳ（ＩＰレベルの優先情報）フィールドと、Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌフィールドと、送信元ＩＰアドレスと、宛先ＩＰアドレスと、送信元ポート
番号と、宛先ポート番号とを含む。
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【００５７】
　本実施の形態においては、ＩＰパケット以外のパケットは無視するものとする。また、
プロトコルはＵＤＰまたはＴＣＰを対象とするので、それ以外のパケットも無視する。ア
プリケーションごとのフローを監視したいので、ＵＤＰ／ＴＣＰのポート番号も含めるも
のとする。
【００５８】
　パケットヘッダは、アプリケーションを特定できるまでのフィールドを含めることが望
ましいが、必ずしも図２の通りでなくてもよい。簡易的にＥｔｈｅｒｎｅｔ（Ｒ）のアド
レスのみを対象としてもよいし、パケットをさらに分析して、たとえばＩＥＥＥ８０２．
１Ｄで規定されているプライオリティ値、ＩＥＥＥ８０２．１Ｑで規定されているＶＬＡ
Ｎ（ Virtual LAN）フィールドなどを含めてもよい。アプリケーションからのパケットま
たは異なるネットワークからのパケットの種類に応じて、対象とするパケットヘッダを適
切に設定する。
【００５９】
　フロー番号計算部１０２は、パケットヘッダをバイト列としてハッシュコードを計算す
る。ハッシュコードとは、データから一意に計算される固定長の値である。ハッシュコー
ドを比較することによって、パケットの識別を高速化できる。
【００６０】
　図３は、ハッシュコードの計算方法の一例を示す図である。図３（ａ）は、ヘッダの各
バイトを順次加算してハッシュコードを算出する処理を示している。また、図３（ｂ）は
、図３（ａ）に示す処理によって計算されたハッシュコードの下位８ビットを抽出してフ
ロー番号を算出する処理を示している。
【００６１】
　図３（ａ）に示す処理によって得られたハッシュコードは３２ビットであるので、その
下位８ビットを取り出し、それをフロー識別番号とする。パケットは、フロー識別番号別
に０～２５５に分類される。このフロー識別番号はパケットヘッダの縮約形と考えてよい
。フロー識別番号が異なるパケットは異なるパケットヘッダを持つと言えるが、その逆は
正しくない。すなわち、パケットヘッダが異なるパケットでも同一のフロー識別番号を持
つことがある。
【００６２】
　図４は、フロー番号別のポインタ配列を示す図である。フロー番号計算部１０２は、フ
ロー識別番号別に２５６個のポインタを有している。ポインタの初期値はすべてｎｕｌｌ
である。ポインタの参照先がｎｕｌｌであれば、そのフロー識別番号に対応するパケット
が到着していないことを示す。ポインタの参照先がｎｕｌｌでなければ、そのフロー識別
番号に対応するパケットが到着していることを示す。
【００６３】
　ポインタの参照先には、後述するようにパケットヘッダなどの情報が記録される。これ
らの情報は、セルの単位で管理される。たとえば、図４においてはフロー識別番号０に対
応するパケットは到着していない。また、フロー識別番号１に対応するパケットは１種類
だけ到着しており、その情報がセル（Ａ）に記録されている。また、フロー識別番号１９
６に対応するパケットは２種類到着しており、それぞれの情報がセル（Ｃ）およびセル（
Ｄ）に記録されている。
【００６４】
　図５は、ポインタの参照先に情報が記録されるセル構造の一例を示す図である。このセ
ル構造は、パケットヘッダと、先頭パケット到着時刻と、最終パケット到着時刻と、合計
パケット長と、パケット数と、次ポインタとを含む。次ポインタを含めるのは、異なるパ
ケットヘッダを有するパケットが、同一のフロー識別番号を有する場合でも、次ポインタ
をたどっていくことで、異なるパケットヘッダのパケットを区別して処理できるようにす
るためである。次ポインタの初期値は、ｎｕｌｌである。次ポインタがｎｕｌｌであれば
、同じフロー識別番号で異なるパケットヘッダを持つパケットが存在しないことを示す。
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次ポインタがｎｕｌｌでなければ、同じフロー識別番号で異なるパケットヘッダを持つパ
ケットが他にも存在することを示す。なお、合計パケット長、パケット数の初期値は０で
ある。
【００６５】
　図６は、フロー番号計算部１０２の処理手順を説明するためのフローチャートである。
パケットが到着すると、フロー番号計算部１０２は、まず図３に示す処理を用いて、パケ
ットヘッダからフロー識別番号を計算する（Ｓ１０１）。そして、ｐにフロー識別番号別
のポインタを代入する（Ｓ１０２）。
【００６６】
　次に、フロー番号計算部１０２は、ｐがｎｕｌｌであるか否か判断する（Ｓ１０３）。
ｐがｎｕｌｌであれば（Ｓ１０３，Ｙｅｓ）、新しいセルを１つ用意して、フロー識別番
号別のポインタまたはセルの次ポインタ（Ｓ１０９から来た処理の場合）にそのセルのア
ドレスを記録する（Ｓ１０４）。そして、セルに、到着したパケットのパケットヘッダ、
先頭パケット到着時刻、合計パケット長を記録し、パケット数に１を代入して（Ｓ１０５
）、処理を終了する。
【００６７】
　また、フロー番号計算部１０２は、ｐがｎｕｌｌでなければ（Ｓ１０３，Ｎｏ）、ｐが
参照しているセルの情報を取得し（Ｓ１０６）、到着したパケットのパケットヘッダと、
セルのパケットヘッダとが一致するか否か判断する（Ｓ１０７）。パケットヘッダが一致
していれば（Ｓ１０７，Ｙｅｓ）、そのセルに最終パケット到着時刻および合計パケット
長を記録し、パケット数をインクリメントして（Ｓ１０８）、処理を終了する。
【００６８】
　また、パケットヘッダが一致していなければ（Ｓ１０７，Ｎｏ）、ｐにセルの次ポイン
タを代入し（Ｓ１０９）、ステップＳ１０３に戻る。
【００６９】
　図７は、パケット情報記憶部１０３に記憶されるセルの情報を、一定周期でパケット情
報記憶部の履歴１０４にコピーする処理の手順を説明するためのフローチャートである。
この処理は、タイマー１０５が所定時間を計時する毎にパケット情報記憶部１０３によっ
て実行されるものとする。
【００７０】
　まず、パケット情報記憶部１０３は、変数ｉに０を代入し（Ｓ２０１）、ｐにフロー番
号ｉのポインタを代入する（Ｓ２０２）。そして、ｐがｎｕｌｌであるか否かを判断する
（Ｓ２０３）。
【００７１】
　ｐがｎｕｌｌであれば（Ｓ２０３，Ｙｅｓ）、変数ｉをインクリメントし、インクリメ
ントした値が２５６未満ならば（Ｓ２０４，Ｙｅｓ）、ステップＳ２０２へ戻って以降の
処理を繰返す。また、インクリメントした値が２５６以上であれば（Ｓ２０４，Ｎｏ）、
処理を終了する。
【００７２】
　ｐがｎｕｌｌでなければ（Ｓ２０３，Ｎｏ）、ｐが参照しているセルの情報を抽出し（
Ｓ２０５）、参照しているセルのパケットが一定時間来ていないか否かを判断する（Ｓ２
０６）。パケットが一定時間来ていないか否かは、最終パケット到着時刻と現在時刻から
判断する。パケットが一定時間来ていなければ（Ｓ２０６，Ｙｅｓ）、当該セルを削除す
る（Ｓ２０７）。
【００７３】
　図８は、セルの削除を説明するための図である。フロー番号４１に対応するセルはセル
（Ｂ）のみであるので、セル（Ｂ）を削除する場合はフロー番号４１のポインタをｎｕｌ
ｌとする。また、フロー番号１９６に対応するセルはセル（Ｃ）およびセル（Ｄ）である
ので、セル（Ｃ）を削除する場合はフロー番号１９６のポインタ参照先をセル（Ｄ）に設
定する。このように、削除されたセルを参照している（フロー番号別のポインタなど）ポ

10

20

30

40

50

(10) JP 3720345 B2 2005.11.24



インタ参照先を削除されたセルの次ポインタに設定する。最終パケット到着時刻が一定時
間以上更新されていなければ、該当するフローはなくなったものとして、そのセルを削除
する。削除されたセルは、後に再利用される。
【００７４】
　パケットが一定時間以内に来ていれば（Ｓ２０６，Ｎｏ）、参照しているセルの内容を
パケット情報記憶部の履歴１０４へコピーする（Ｓ２０８）。パケット情報記憶部の履歴
１０４にはすべてのフローについて、ビットレートを長く保存するのに十分な量のメモリ
があるものとする。
【００７５】
　次に、パケット情報記憶部１０３は、セル内の合計パケット長とパケット数をクリアし
（Ｓ２０９）、ｐにセルの次ポインタを代入し（Ｓ２１０）、Ｓ２０３に戻って以降の処
理を繰返す。
【００７６】
　図９は、パケット情報記憶部の履歴１０４の内容の一例を示す図である。本実施の形態
においては、直前のデータ４０００ｍｓ分を計算の対象とする。図９に記載されているの
はその一部である。Ｆ３，Ｆ４は、パケットヘッダ別に分類されたフローを示しており、
単位時間（２０ｍｓ）当りの合計パケット長（バイト数）が順次記憶される。なお、タイ
マー１０５で起動される間隔は、ＭＡＣのビーコン周期に合わせている。
【００７７】
　ストリームデータ判断部１０６は、パケット情報記憶部の履歴１０４から直近の所定の
データ数（単位時間当りの合計パケット長）を読み出し、統計量を計算する。統計量には
、式（１）～（３）に示すように平均値ｍ（ｘ）、標準偏差σ（ｘ）、標準偏差を平均で
割った変動係数ｖが含まれる。変動係数ｖは、母集団の平均値の大小にかかわらず、相対
的な標準偏差になることが知られている。流量のばらつきを見るには、流量の大小に依存
しない変動係数を用いるのがよい。変動係数ｖが小さいほどばらつきは少なく、変動係数
ｖが大きいほどばらつきが大きいことを示している。
【００７８】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７９】
　ストリームデータ判断部１０６は、変動係数が設定された値以下ならば、そのフローが
ストリームデータであると判断する。たとえば、変動係数が０．３以下ならばストリーム
データであると判断する。変動係数と比較するしきい値は、パラメータとして設定できる
ようにしておく。
【００８０】
　また、変動係数が予め設定された値より大きい場合、ストリームデータ判断部１０６は
、パケット情報記憶部の履歴１０４から取り出すデータ数（単位時間当りの合計パケット
長）を増やして、変動係数を再計算するようにしてもよい。
【００８１】
　また、変動係数が予め設定された値より大きい場合、ストリームデータ判断部１０６は
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、パケット情報記憶部の履歴１０４から取り出すデータ数（単位時間当りの合計パケット
長）を順次増やしながら、変動係数の計算を繰返してもよい。この場合、取り出すデータ
数が予め定められた最大となるまで計算を繰返し、変動係数が予め設定された値以下とな
らなければ、そのフローがストリームデータではないと判断する。
【００８２】
　図１０は、フロー別の統計量の計算結果の一例を示す図である。Ｆ３のフローは変動係
数が１を超えておりばらつきが大きい。したがって、Ｆ３はストリームデータではないと
判断される。また、Ｆ４のフローは変動係数が約０．２であり、ばらつきが少ないことが
わかる。したがって、Ｆ４はストリームデータであると判断される。
【００８３】
　ストリームデータ判断部１０６は、最大値／平均値も計算するようにしてもよい。この
値は、ピークレートが平均値からどれだけ乖離しているかを示す。ピークレートが一時的
に非常に大きくなると、帯域を確保してもうまく伝送できない。そのため、最大値／平均
値を計算して、その値があまり大きくないことを確認する。
【００８４】
　ストリームデータ判断部１０６は、フローがストリームデータであると判断すれば、Ｑ
ｏＳパラメータを決定して、帯域要求コマンド生成部１０７にそれを通知する。
【００８５】
　帯域要求コマンド生成部１０７は、ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１を介して
、帯域制御装置に帯域要求コマンドを発行する。その際、要求するＱｏＳパラメータを指
定することができる。ＱｏＳパラメータには、要求する帯域の最小値／平均値／最大値、
フレームサイズの平均値、最大遅延時間、ジッタなどを指定する。ここでは、以下のよう
に指定する。
【００８６】
　要求する帯域の最小値は、測定したビットレートの平均値とするか、よりロバストな代
表値である中央値（メディアン）や最頻値（モード）とする。また、要求する帯域の平均
値は、測定したビットレートの平均値をベースに、標準偏差σに比例した分を加える。す
なわち、（ａｖｅｒａｇｅ＋ｋ１＊σ）とする。
【００８７】
　また、要求する帯域の最大値は、測定したビットレートの最大値とするか、測定したビ
ットレートの平均値をベースに、標準偏差σに比例した分を加える。すなわち、（ａｖｅ
ｒａｇｅ＋ｋ２＊σ）とする。なお、ｋ１＜ｋ２とする。要求する帯域の計算方法は一例
であって、他の統計量を組み合わせて計算してもよい。フレームサイズの平均値は、測定
したパケット合計長をパケット数で割ることにより計算する。
【００８８】
　許容される最大遅延時間および許容される遅延時間のジッタ（ゆらぎ）については、パ
ケットの種類が特定できない限り設定することはできない。本実施の形態においては、オ
プションで以下のような処理を行なう。
【００８９】
　パケットの種類がＡＶストリームならば最大遅延時間３００ｍｓ、ＶｏＩＰならば最大
遅延時間１０ｍｓ、オーディオストリームならば最大遅延時間１００ｍｓといったように
予め最大遅延時間を決めておく。もし、ＲＴＰパケットであることがわかれば、ＲＴＰの
ペイロードタイプを見てパケットの種類を知ることができる。
【００９０】
　ＲＴＰパケットであるかどうかは、ＲＴＰのヘッダの規則性を見て判定することができ
る。ＲＴＰのペイロードタイプとアプリケーションのマッピングはＲＦＣ１８９０で規定
されている。たとえば、ペイロードタイプ＝０ならば、タイプの定義はＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．
７１１であり、パケットの種類はＶｏＩＰであることがわかる。パケットの種類がわかれ
ば、決めうちの最大遅延時間を設定することは可能である。
【００９１】
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　また、ＲＴＰパケットでなくても、パケットの到着間隔やパケット長などからパケット
の種類を推定することもできる。たとえば、パケットの到着間隔が２０ｍｓ、パケット長
が２００バイト程度で固定されているときは、ＶｏＩＰであると推定できる。このように
、パケットのプロトコルが識別できる場合や、パケットの到着間隔からパケットの種類を
推定して、決めうちの最大遅延時間を設定することができる。しかし、常にパケットの種
類を特定できるわけではなく、パケットの種類が特定できなければ、最大遅延時間やジッ
タのパラメータは設定しない。
【００９２】
　図１１は、端末１と帯域制御装置２との間で、帯域要求コマンドの発行と受付が行われ
る様子を示す図である。帯域要求コマンド生成部１０７は、ＱｏＳパラメータを指定し、
ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１を介して、帯域制御装置２に帯域要求コマンド
を発行する。
【００９３】
　帯域制御装置２は、ＭＡＣマネジメント・エンティティ２０１を介して帯域要求コマン
ドを受けると、現在の帯域の割当状態を見て、新しい帯域要求コマンドが受け入れ可能で
あるか否かを判断する。受け入れ可能か否かは、ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３
１へ通知される。この時、帯域制御装置２からストリームＩＤが通知される。受け入れ可
能であれば、ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１は、帯域要求コマンド生成部１０
７へその旨通知する。
【００９４】
　帯域要求コマンド生成部１０７は、ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１から受入
可能である旨、およびストリームＩＤを受けると、パケット分類器ルール記憶部１０８に
、パケットヘッダとストリームＩＤとの組を保存する。
【００９５】
　図１２は、パケット分類器ルール記憶部１０８に保存されるルールの一例を示す図であ
る。パケットヘッダとストリームＩＤとの組は、パケット分類器記憶部１０８に最低限保
存される。より汎用的に、優先度やバッファ容量を保存するようにしてもよい。これらは
オプションである。優先度は、ルールが適用される順番に影響を与える。また、バッファ
容量は、そのフローが必要としているＶＢＲ用バッファ１１０の容量を示す。
【００９６】
　パケット分類器ルール記憶部１０８に保存されるルールは、帯域要求コマンド生成部１
０７が保存するもの以外に、サブレイヤ１０１の中で暗黙的に作成されるようにしてもよ
いし、より上位の層から明示的に指定できるようにしてもよい。
【００９７】
　パケット分類器１０９は、パケット分類器ルール記憶部１０８に保存されているルール
に基づきパケットを分類する。パケット分類器１０９は、パケットが到着するごとに、パ
ケット分類器ルール記憶部１０８に保存されているルールを順に適用して、パケットヘッ
ダがルールの条件に合致すれば、そのパケットがストリームデータであると判断する。
【００９８】
　パケットがストリームデータであれば、パケット分類器１０９は、ＭＤ＿ＩＳＯを介し
てデータを伝送する（イソクロナス伝送）。また、ストリームデータでなければ、パケッ
ト分類器１０９は、ＭＤ＿ＡＳＹＮＣを介してデータを伝送する（アシンクロナス伝送）
。
【００９９】
　また、パケット分類器１０９は、パケット分類器ルール記憶部１０８にストリームＩＤ
が格納されているので、パケットヘッダの先頭などにストリームＩＤを追加する処理を行
なうようにしてもよい。パケットヘッダにストリームＩＤが追加されれば、媒体アクセス
コントローラ１２１は、そのストリームＩＤを見ることにより簡単にパケットを分類する
ことができるため、媒体アクセスコントローラ１２１の回路構成を簡単にすることができ
る。さもなければ、媒体アクセスコントローラ１２１は、再度パケットヘッダを見てパケ
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ットの分類を行なわなければならない。
【０１００】
　ストリームデータ判断部１０６は、フローがなくなったことを検出すると、帯域要求コ
マンド生成部１０７に帯域解放要求コマンドを発行するように通知する。フローがなくな
ったか否かは、フロー番号別パケット情報記憶部１０３から情報が来なくなったことで判
断する。
【０１０１】
　帯域要求コマンド生成部１０７は、ＭＡＣマネジメント・エンティティ１３１を介して
帯域制御装置２に帯域解放要求コマンドを発行する。帯域制御装置２は帯域解放要求コマ
ンドを受け付け、解放された帯域のストリームＩＤをＭＡＣマネジメント・エンティティ
１３１へ通知する。帯域要求コマンド生成部１０７は解放された帯域のストリームＩＤを
受けると、パケット分類器ルール記憶部１０８に保存されているパケットヘッダとストリ
ームＩＤとの組を削除する。
【０１０２】
　図１３は、本発明の第１の実施の形態における伝送装置を含んだネットワークシステム
の構成例を示す図である。図１３（ａ）は、無線ＬＡＮのインフラストラクチャモードで
一般的な構成である。本実施の形態における伝送装置は端末Ａ～Ｃに含まれ、ＬＡＮ３に
接続される、無線ＬＡＮのアクセスポイントが帯域制御装置２を担当することが多い。
【０１０３】
　また、図１３（ｂ）は、本実施の形態における伝送装置が、無線ＬＡＮのアドホックモ
ードまたは他のネットワーク４および５のブリッジとして使われるような構成である。ネ
ットワーク６に接続された端末Ａおよび端末Ｂのいずれか１台が帯域制御装置２になる。
ネットワーク上に帯域制御装置２は１台だけ存在する。帯域制御装置２は、予め決まって
いることもあるし、動的に決まることもある。
【０１０４】
　本実施の形態においては、ＱｏＳをサポートしたネットワークを対象としており、ネッ
トワークの媒体が無線であれば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ、ＵＷＢ（ Ultra Wide Band）
、Ｈｉ－ＳＷＡＮ、ワイヤレス１３９４などである。また、有線であれば、ツイストペア
ケーブル、電力線、同軸、光ファイバーなどの媒体で、かつＱｏＳをサポートしたネット
ワークである。
【０１０５】
　図１４は、一般的な帯域制御装置２の帯域割当方法を示す図である。帯域制御装置２は
、ビーコンを一定間隔で正確に発信する。ビーコン間隔時間は、媒体や実装によって異な
るが、一般的に５ｍｓから１００ｍｓ程度である。帯域制御装置２は、ビーコン間隔を非
競合アクセス期間と競合アクセス期間とに分ける。帯域を確保して伝送するデータは、非
競合アクセス期間で伝送される。
【０１０６】
　図１４においては、非競合アクセス期間でフローＡ、フローＢおよびフローＣが伝送さ
れる。非競合アクセス期間では、各端末が送信するタイミングが決められており、衝突は
発生しない。競合アクセス期間では、上述したように送信したい端末がキャリアセンスを
してランダムバックオフの時間だけ待って送信する方式であるため、２以上の端末でラン
ダムバックオフの時間が一致すれば衝突が発生する可能性がある。
【０１０７】
　以上説明したように、本実施の形態における伝送装置によれば、ストリームデータ判断
部１０６が、フローがストリームデータであると判断した場合、実測したビットレートな
どからＱｏＳパラメータを生成し、帯域要求コマンド生成部１０７に帯域要求コマンドを
発行させるようにしたので、アプリケーションから伝送条件の指定がない場合でも、自動
的に最適なＱｏＳパラメータを生成して帯域を予約することが可能となった。
【０１０８】
　また、ストリームデータ判断部１０６によってフローがストリームデータであると判断
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された場合、非競合アクセス期間にデータが伝送されるようになり、媒体の使用効率を向
上させることが可能となった。
【０１０９】
　また、ストリームデータのようなリアルタイム性が要求されるアプリケーションだけで
なく、固定の帯域を持つ一般的なアプリケーションに対しても、帯域を予約して伝送でき
るようになり、さらに媒体の使用効率を向上させることが可能となった。
【０１１０】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態において説明した伝送装置は、固定ビットレートのアプリケ
ーションに対して有効であるが、可変ビットレートのアプリケーションに対して有効でな
い場合もある。本発明の第２の実施の形態における伝送装置は、可変ビットレートのアプ
リケーションに対して適用できるようにしたものである。
【０１１１】
　本発明の第２の実施の形態における伝送装置は、第１の実施の形態における伝送装置と
比較して、ＶＢＲ用バッファ１１０を追加した点およびストリームデータ判断部１０６の
機能が異なる点のみが異なる。したがって、重複する構成および機能の詳細な説明は繰返
さない。なお、本実施の形態におけるストリームデータ判断部の参照符号を１０６’とし
て説明する。
【０１１２】
　図１５は、ビットレートの変動をＶＢＲ用バッファ１１０で吸収する場合の概念を説明
するための図である。図１５に示すように、サブレイヤ１０１に入力されるアプリケーシ
ョンからのパケットまたは伝送路上のパケットのビットレートが時間的に変動しても、パ
ケット分類器１１０が伝送路に流れるビットレートに適当な上限を指定してパケットの伝
送を制御することにより、ＶＢＲ用バッファ１１０でビットレートの変動を吸収する。ビ
ットレートが一時的に上昇しても、伝送しきれないパケットがＶＢＲ用バッファ１１０に
蓄積されるので、伝送路に流れるビットレートを調整することができる。
【０１１３】
　図１６は、ビットレートが変動する場合のフローの一例を示す図である。第１の実施の
形態において説明した方法で変動係数を計算すると、変動係数が１を超えてしまい、スト
リームデータと判断されない。
【０１１４】
　ストリームデータ判断部１０６’は、第１の実施の形態で説明したようなばらつき具合
を計算するのではなく、ＶＢＲ用バッファ１１０でビットレートの変動を吸収することを
前提に、要求する帯域と必要なバッファ容量との関係を求める。すなわち、要求する帯域
をいくらにすれば、必要なバッファ容量がいくらになるかをシミュレートする。
【０１１５】
　まず、ストリームデータ判断部１０６’は、直近の指定された時間分（たとえば、１０
００ｍｓ間）のパケット合計長の平均（ａｖｅｒａｇｅ）を求める。次に、単位時間あた
りに出て行くバイト数（ｃｏｕｔ）を仮決定して、必要なバッファ容量がいくらになるか
を計算する。単位時間あたりに出て行くバイト数は、パケット合計長の平均より少し大き
な値とする（ｃｏｕｔ＝ａｖｅｒａｇｅ×α、α＞１．０）。
【０１１６】
　図１７は、単位時間あたりに出て行くデータのバイト数を指定して、バッファにどれだ
けのデータ（バイト数）が残るかを計算する方法を説明するための図である。図１７に記
載されているのは一部である。図１７において、ｔｉｍｅは、ある時点からの経過時間を
示し、２０ｍｓ間隔となっている。ｉｎは、単位時間あたりにバッファに入るデータのバ
イト数（Ａｎ ）を示す。ｏｕｔは、単位時間あたりにバッファから出て行くデータのバイ
ト数（Ｂｎ ）を示す。ｂｕｆｆｅｒは、バッファに残るデータのバイト数（Ｃｎ ）を示す
。
【０１１７】
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　単位時間あたりに入力されるデータのバイト数（実際の測定結果）をＡｎ 、単位時間あ
たりに出て行くデータのバイト数をＢｎ 、バッファに残るデータのバイト数をＣｎ とする
と、Ｂｎ およびＣｎ は次式によって求められる。なお、添え字ｎは、単位時間の経過カウ
ントを示す。
【０１１８】
　　　Ｂｎ ＝ＭＩＮ（Ｃｎ － １ ＋Ａｎ ，ｃｏｕｔ）　…（４）
　　　Ｃｎ ＝Ｃｎ － １ ＋Ａｎ －Ｂｎ （Ｃ０ ＝０）　…（５）
　ａｖｅｒａｇｅはＡｎ の平均である。ｃｏｕｔをａｖｅｒａｇｅより少し大きな値に仮
決定してＢｎ ，Ｃｎ を計算する。
【０１１９】
　図１８は、バッファに残るデータのバイト数（Ｃｎ ）の変化を示す図である。図１８を
見ると、バッファに残るデータのバイト数は、ある範囲内に収まっていることがわかる。
必要なバッファ容量は、バッファに残るデータのバイト数の最大値（ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅ
ｒ）で判断する。
【０１２０】
　図１７においては、ａｖｅｒａｇｅ＝２５８８である。ｃｏｕｔ＝２６３０と仮決定し
て計算すると、ｃｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅ＝１．０１６２５８、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ＝
１５２１５、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅ＝５．８７９２２８となる。
【０１２１】
　ストリームデータ判断部１０６’は、単位時間あたりに出て行くバイト数（ｃｏｕｔ）
を変化させて、上述した計算を繰返す。すなわち、単位時間あたりに出て行くバイト数（
帯域制御装置に要求する帯域）を順次変化させることにより、バッファに残るデータのバ
イト数の最大値（必要なバッファの容量）がどのように変化するかを調べる。
【０１２２】
　図１９は、要求する帯域と必要なバッファの容量との関係を示す図である。図１９から
、要求する帯域と必要なバッファの容量とが、トレードオフの関係にあることがわかる。
図１９は、α（＝ｃｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅ）を１．０１から１．４０まで０．０１刻み
で変化させたときのβ（ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅ）の値を示している。ｃ
ｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅとｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅとの関係は、ほぼ反比
例の関係にあることがわかる。シミュレーションの結果、このようなトレードオフの関係
はさまざまなフローについて成り立つことがわかった。
【０１２３】
　ｃｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅとｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅとは、ほぼ反比例
の関係にあるので、上述した計算を何度も行なう必要はない。たとえば、αのある２点だ
けを計算して、その他は補間するという方法をとってもよい。たとえば、α＝１．１とα
＝１．３の時だけ上述した計算を行なう。そして、ｃｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅとｍａｘ＿
ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅとの積を計算し、その平均値を算出する。αを変化させた
時の、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅの値は、積の平均値／αで推定する。実際
に計算すると、上述した計算を何度も行なうことになり時間がかかるので、この補間の方
法は有益である。
【０１２４】
　図１９に示すトレードオフ曲線から、帯域を確保して伝送すべきデータかどうかを判断
する。判断する基準として２つの要素を考慮しなければならない。
【０１２５】
　１つ目は、要求する帯域の上限である。帯域を確保して伝送することで、媒体の使用効
率を高めることを考えると、ビットレートの平均値と比べてあまりに過剰な帯域を要求す
ることに意味はない。帯域を確保して伝送することで、媒体の使用効率がかえって悪くな
ってはいけない。したがって、ｃｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅの上限は自然と決まることにな
る。これは、媒体の伝送方式や媒体アクセスコントローラの実装に依存すると考えられる
。本実施の形態においては、ｃｏｕｔ／ａｖｅｒａｇｅの上限を１．２とする（図１９の
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１点鎖線）。
【０１２６】
　２つ目は、バッファの容量と遅延との問題である。バッファにデータを蓄積して伝送す
るということは、その分だけ遅延が発生する。ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅ×
単位時間は、バッファで待たされる最大遅延時間を表している。したがって、最大遅延時
間は妥当なものでなければならない。本実施の形態においては、最大遅延時間を１００ｍ
ｓとする。単位時間を２０ｍｓとしているので、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅ
の上限を５．０と設定する（図１９の点線）。また、実際にバッファの容量が確保できる
かどうか確認することも必要である。バッファの容量は、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒで与えら
れる。
【０１２７】
　これらの２つの上限をトレードオフ曲線に重ねる。図１９においては、ｃｏｕｔ／ａｖ
ｅｒａｇｅの上限を１点鎖線で、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅの上限を点線で
示す。トレードオフ曲線が１点鎖線と点線とで囲まれた領域内に存在すれば、すなわち、
２つの上限の制約条件を同時に満足する点があれば、帯域を確保して伝送すべきデータで
あると判断する。実際には、まずｃｏｕｔを上限にまで設定して、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒ
を計算する。ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒが上限を超えていれば、ストリームデータではないと
判断する。ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒが上限におさまっていれば、ストリームデータであると
判断し、最適な点を調べるためトレードオフ曲線を計算する。
【０１２８】
　一般的なストリームデータであれば、図１９に示すトレードオフ曲線のように、縦軸、
横軸とも妥当な範囲に収まる。逆に、バースト性を持つトラフィックについてのトレード
オフ曲線を描くと、縦軸または横軸が妥当な範囲に収まらない（たとえば、ｍａｘ＿ｂｕ
ｆｆｅｒ／ａｖｅｒａｇｅが１００を超える等）。以上の事実は、シミュレーションする
と明らかであるが、机上の推論でも容易に理解できる。
【０１２９】
　帯域を確保して伝送すべきデータであると判断されれば、２つの上限の制約条件を同時
に満足するいずれか１点を取り出し、必要なバッファ容量を計算する。必要なバッファ容
量は、ｍａｘ＿ｂｕｆｆｅｒに比例定数ｋ（ｋ＞１）を乗じたものとする。
【０１３０】
　ストリームデータ判断部１０６’は、パケット分類器１０９に必要なバッファ容量を確
保するように要求する。パケット分類器１０９が必要なバッファ容量の確保に成功すれば
、ストリームデータ判断部１０６’は、帯域を要求するよう帯域要求コマンド生成部１０
７に通知する。
【０１３１】
　帯域要求コマンド生成部１０７は、帯域制御装置２に対して帯域要求コマンドを発行す
る。帯域要求コマンド生成部１０７は、帯域制御装置２から受け入れ可能のメッセージを
受けると、パケット分類器ルール記憶部１０８に、パケットヘッダとストリームＩＤとを
通知し、合わせてフローが必要なバッファ容量も通知する。バッファ容量は、ＶＢＲ用バ
ッファ１１０のためのものである。
【０１３２】
　パケット分類器１０９は、パケットが到着するごとに、パケット分類器ルール記憶部１
０８に保存されているルールを順に適用する。パケットヘッダが条件に一致していれば、
ストリームデータであると判断してＭＤ＿ＩＳＯを介してデータ伝送するが（イソクロナ
ス伝送）、バッファ容量が指定されていれば、ＶＢＲ用バッファ１１０を介して伝送路に
流れるデータのビットレートを調整する。
【０１３３】
　次に、トレードオフ曲線上で、２つの上限の制約条件を同時に満足する点のうち、どの
点を選ぶべきかについて説明する。
【０１３４】
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　図２０は、トレードオフ曲線上の最適な点の抽出方法の一例を示す図である。抽出方法
として３つ考えられる。できるだけ要求する帯域を少なくさせることを重要視すると、図
２０のＡが最適な点となる。
【０１３５】
　また、できるだけバッファ容量を少なく（遅延を少なく）させることを重要視すると、
図２０のＢが最適な点となる。
【０１３６】
　また、トータルのコストを最小とする考え方もある。伝送路の帯域のコストをＣα 、バ
ッファ容量（遅延）のコストをＣβ とする。Ｃα ・α＋Ｃβ ・βが最小となる点を選ぶ。
伝送路の帯域のコストがバッファ容量（遅延）のコストと比べて非常に高い場合（Ｃα ＞
＞Ｃβ のとき）、図２０のＡが最適な点となる。
【０１３７】
　バッファ容量（遅延）のコストが伝送路の帯域のコストと比べて非常に高い場合（Ｃβ

＞＞Ｃα のとき）、図２０のＢが最適な点となる。それ以外の時、図２０のＣが最適な点
となる。傾き－Ｃα ／Ｃβ の直線がトレードオフ曲線と接する点を求めることにより、最
適な点を求めることができる。
【０１３８】
　どちらを優先するかは、媒体の特性やシステムの実装によって異なるので、最適な点を
調整できるようにしておくとよい。２つの上限、すなわち要求する帯域の上限と、バッフ
ァの容量（遅延の上限）とをパラメータとして与えられるようにする。また、コスト係数
もパラメータとして与えられるようにする。
【０１３９】
　ここでいうコストとは概念的なものとして導入されたもので、一般的に使われるコスト
の意味に限定されるものではない。要求する帯域とバッファの容量（遅延）とのトレード
オフの関係において、最適な点を選ぶために利用されるべきものである。
【０１４０】
　以上説明したように、本実施の形態における伝送装置によれば、ＶＢＲ用バッファ１１
０によってデータのビットレートの変動を吸収し、ストリームデータ判断部１０６’が、
要求する帯域と必要なバッファの容量との関係から帯域を確保して伝送すべきデータであ
るか否かを判断するようにしたので、アプリケーションから伝送条件の指定がない場合で
も、必要に応じて帯域を予約することが可能となった。
【０１４１】
　また、伝送路の帯域のコストとバッファ容量のコストとから、要求する帯域と必要なバ
ッファの容量とを決定するようにしたので、トータルのコストが最小となるように帯域要
求および必要なバッファ容量の確保を行なうことが可能となった。
【０１４２】
　以上が本発明における実施の形態の説明であるが、帯域を確保して伝送を始めた後も当
該パケット群のビットレートの測定を続け、第１の実施の形態のストリームデータ判断部
１０６および第２の実施の形態のストリームデータ判断部１０６’でストリームデータの
判断に必要な計算を続けるものとする。当該パケット群のビットレートの特性が変化して
いないか否かを確認して、変化していればそれに応じた処理を行なう。以下の３つの場合
が考えられる。
【０１４３】
　１つ目は、当該パケット群が所定の時間観測されなくなった場合である。ストリームデ
ータ判断部１０６（１０６’）は、帯域要求コマンド生成部１０７に、当該パケット群の
ために確保している帯域を解放するよう通知する。帯域要求コマンド生成部１０７は、帯
域解放の通知を受けると、まずパケット分類器ルール記憶部１０８に対して、当該パケッ
ト群のパケットヘッダとストリームＩＤとの組を削除する。次に、ＭＡＣマネジメント・
エンティティ１３１を介して、帯域制御装置に帯域解放コマンドを発行して、その返答を
受信する。帯域解放コマンドの返答は常に成功であると期待できる。
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【０１４４】
　２つ目は、当該パケット群のビットレートの特性が変動し、ストリームデータ判断部１
０６（１０６’）が当該パケット群を依然としてストリームデータであると判断した場合
である。ストリームデータ判断部１０６（１０６’）は、帯域変更が必要かどうかを判断
し、帯域変更が必要と判断されればＱｏＳパラメータを生成し、帯域要求コマンド生成部
１０７に、当該パケット群のために確保している帯域を最新の値に変更するよう通知する
。帯域変更が必要の場合とは、例えば直近のビットレート測定単位時間で測定したビット
レートの平均値が、現在使用している帯域のビットレートと比べて１０％以上大きい場合
などとする。帯域要求コマンド生成部１０７は、帯域変更の通知を受けると、ＭＡＣマネ
ジメント・エンティティ１３１を介して、帯域制御装置に帯域変更コマンドを発行して、
その返答を受信する。帯域変更コマンドの返答が成功ならば、イソクロナス伝送を継続す
る。帯域変更コマンドの返答が失敗ならば、ストリームデータ判断部１０６（１０６’）
は、イソクロナス伝送を継続するのは不可であると判断し、帯域要求コマンド生成部１０
７に、当該パケット群のために確保している帯域を解放するよう通知する。以降の処理は
先に記載した通りである。ストリームデータ判断部１０６（１０６’）は、帯域変更が必
要ないと判断されれば、イソクロナス伝送を継続する。
【０１４５】
　３つ目は、当該パケット群のビットレートの特性が変動し、ストリームデータ判断部１
０６（１０６’）が当該パケット群をもはやストリームデータではないと判断した場合で
ある。ストリームデータではないという判断は、第１の実施の形態及び第２の実施の形態
に記載の方法でもよいし、また、一度帯域を確保して伝送し始めたパケット群について、
それ以降のストリームデータの判断方法を調整してもよい。例えば、第１の実施の形態に
おいて、変動係数のしきい値を調整してもよい。ストリームデータ判断部１０６（１０６
’）は、当該パケット群がもはやストリームデータではないと判断した場合、帯域要求コ
マンド生成部１０７に、当該パケット群のために確保している帯域を解放するよう通知す
る。以降の処理は先に記載した通りである。
【０１４６】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の第１の実施の形態における伝送装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図２】パケットヘッダの一例であるＩＰパケットのヘッダを示す図である。
【図３】ハッシュコードの計算方法の一例を示す図である。
【図４】フロー番号別のポインタ配列を示す図である。
【図５】ポインタの参照先に情報が記録されるセル構造の一例を示す図である。
【図６】フロー番号計算部１０２の処理手順を説明するためのフローチャートである。
【図７】パケット情報記憶部１０３に記憶されるセルの情報を、一定周期でパケット情報
記憶部の履歴１０４にコピーする処理の手順を説明するためのフローチャートである。
【図８】セルの削除を説明するための図である。
【図９】パケット情報記憶部の履歴１０４の内容の一例を示す図である。
【図１０】フロー別の統計量の計算結果の一例を示す図である。
【図１１】端末１と帯域制御装置２との間で、帯域要求コマンドの発行と受付が行われる
様子を示す図である。
【図１２】パケット分類器ルール記憶部１０８に保存されるルールの一例を示す図である
。
【図１３】本発明の第１の実施の形態における伝送装置を含んだネットワークシステムの
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構成例を示す図である。
【図１４】一般的な帯域制御装置２の帯域割当方法を示す図である。
【図１５】ビットレートの変動をＶＢＲ用バッファ１１０で吸収する場合の概念を説明す
るための図である。
【図１６】ビットレートが変動する場合のフローの一例を示す図である。
【図１７】単位時間あたりに出て行くデータのバイト数を指定して、バッファにどれだけ
のデータが残るかを計算する方法を説明するための図である。
【図１８】バッファに残るデータのバイト数の変化を示す図である。
【図１９】要求する帯域と必要なバッファの容量との関係を示す図である。
【図２０】トレードオフ曲線上の最適な点の抽出方法の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１　伝送装置、２　帯域制御装置、３　ＬＡＮ、４，５　他のネットワーク、６　ネッ
トワーク、１０１　サブレイヤ、１０２　フロー番号計算部、１０３　フロー番号別パケ
ット情報記憶部、１０４　パケット情報記憶部、１０５　タイマー、１０６　ストリーム
データ判断部、１０７　帯域要求コマンド生成部、１０８　パケット分類器ルール記憶部
、１０９　パケット分類器、１１０　ＶＢＲ用バッファ、１２１　媒体アクセスコントロ
ーラ、１３１，２０１　ＭＡＣマネジメント・エンティティ。
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

(22) JP 3720345 B2 2005.11.24



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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