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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介しデータの送信を行う通信端末において、
　輻輳を検出する輻輳検出手段と、理想的な輻輳制御パラメータと輻輳制御パラメータの
現在値とをもとに前記輻輳の兆候を検出する兆候検出手段とを有し、前記輻輳検出手段が
前記輻輳を検出するか、もしくは前記兆候検出手段が前記兆候を検出した際に、輻輳制御
パラメータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは送信レート
を、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更する機能を有
する通信端末であって、
　輻輳制御パラメータの上限値を設定する手段を更に有し、輻輳制御パラメータの上限値
は、理想的な輻輳制御パラメータと閾値との和、もしくは理想的な輻輳制御パラメータと
閾値との積であり、
　前記兆候検出手段は、前記上限値よりも前記輻輳制御パラメータの現在値が大きければ
、前記兆候を検出することを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信端末であって、
　前記閾値を、あるいは前記上限値を、現在のネットワークの状態を元に、動的に設定す
ることを特徴とする通信端末。
【請求項３】
　請求項１に記載の通信端末であって、
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　前記輻輳検出手段は、パケット廃棄を検出することで輻輳を検出するものであり、
　前記通信端末は、現在送信を行っている帯域、受信確認パケットから計算される現在受
信端末がデータを受信できている帯域、及びボトルネック回線の推定帯域の内の少なくと
も一つをもとに計算される送信可能帯域を元に、前記理想的な輻輳制御パラメータを決定
することを特徴とする通信端末。
【請求項４】
　請求項３に記載の通信端末であって、
　前記通信端末は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗ずることにより、前記理想的な輻輳制御パラメータを決
定することを特徴とする通信端末。
【請求項５】
　請求項３に記載の通信端末であって、
　前記通信端末は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗じ、乗算結果を得、この乗算結果に対してネットワーク
の輻輳度あるいは推定した優先トラヒックの割合に応じた減算を行うことで、前記理想的
な輻輳制御パラメータを決定することを特徴とする通信端末。
【請求項６】
　請求項５に記載の通信端末であって、
　前記通信端末は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗じ、乗算結果を得、ある時間間隔で測定したラウンド・
トリップ・タイムの最小の値から前記往復伝播遅延時間を減算したものに前記送信可能帯
域を乗じたものを、前記乗算結果から減算することで、前記理想的な輻輳制御パラメータ
を決定することを特徴とする通信端末。
【請求項７】
　請求項６に記載の通信端末であって、
　前記時間間隔を、輻輳制御パラメータの現在値を減少させてから次に輻輳制御パラメー
タの現在値を減少されるまでの時間とすることを特徴とする通信端末。
【請求項８】
　請求項４に記載の通信端末であって、
　前記通信端末は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗じ、乗算結果を得、さらにこの乗算結果に、推定した優
先トラヒックの割合を乗じることで、前記理想的な輻輳制御パラメータを決定することを
特徴とする通信端末。
【請求項９】
　請求項１に記載の通信端末であって、
　前記兆候検出手段は、輻輳の兆候を検出する閾値として、第１の閾値及び該第１の閾値
よりも小さい第２の閾値を有し、前記第１の閾値をもって輻輳の兆候を検出した場合には
、輻輳制御パラメータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは
送信レートを、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更す
る動作を行い、前記第２の閾値をもって輻輳の兆候を検出した場合には、前記動作を行わ
ず、また輻輳制御パラメータの増加処理も行わないことを特徴とする通信端末。
【請求項１０】
　ネットワークを介し受信端末へのデータの送信を行う中継装置において、
　輻輳を検出する輻輳検出手段と、理想的な輻輳制御パラメータと輻輳制御パラメータの
現在値とをもとに前記輻輳の兆候を検出する兆候検出手段とを有し、前記輻輳検出手段が
前記輻輳を検出するか、もしくは前記兆候検出手段が前記兆候を検出した際に、輻輳制御
パラメータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは送信レート
を、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更する機能を有
する中継装置であって、
　輻輳制御パラメータの上限値を設定する手段を更に有し、輻輳制御パラメータの上限値
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は、理想的な輻輳制御パラメータと閾値との和、もしくは理想的な輻輳制御パラメータと
閾値との積であり、
　前記兆候検出手段は、前記上限値よりも前記輻輳制御パラメータの現在値が大きければ
、前記兆候を検出することを特徴とする中継装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の中継装置であって、
　前記閾値を、あるいは前記上限値を、現在のネットワークの状態を元に、動的に設定す
ることを特徴とする中継装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の中継装置であって、
　前記輻輳検出手段は、パケット廃棄を検出することで輻輳を検出するものであり、
　前記中継装置は、現在送信を行っている帯域、受信確認パケットから計算される現在受
信端末がデータを受信できている帯域、及びボトルネック回線の推定帯域の内の少なくと
も一つをもとに計算される送信可能帯域を元に、前記理想的な輻輳制御パラメータを決定
することを特徴とする中継装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の中継装置であって、
　前記中継装置は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗ずることにより、前記理想的な輻輳制御パラメータを決
定することを特徴とする中継装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の中継装置であって、
　前記中継装置は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗じ、乗算結果を得、この乗算結果に対してネットワーク
の輻輳度あるいは推定した優先トラヒックの割合に応じた減算を行うことで、前記理想的
な輻輳制御パラメータを決定することを特徴とする中継装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の中継装置であって、
　前記中継装置は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗じ、乗算結果を得、ある時間間隔で測定したラウンド・
トリップ・タイムの最小の値から前記往復伝播遅延時間を減算したものに前記送信可能帯
域を乗じたものを、前記乗算結果から減算することで、前記理想的な輻輳制御パラメータ
を決定することを特徴とする中継装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の中継装置であって、
　前記時間間隔を、輻輳制御パラメータの現在値を減少させてから次に輻輳制御パラメー
タの現在値を減少されるまでの時間とすることを特徴とする中継装置。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の中継装置であって、
　前記中継装置は、前記送信可能帯域に、ラウンド・トリップ・タイムの最小の値として
の往復伝播遅延時間の推定値を乗じ、乗算結果を得、さらにこの乗算結果に、推定した優
先トラヒックの割合を乗じることで、前記理想的な輻輳制御パラメータを決定することを
特徴とする中継装置。
【請求項１８】
　請求項１０に記載の中継装置であって、
　前記兆候検出手段は、輻輳の兆候を検出する閾値として、第１の閾値及び該第１の閾値
よりも小さい第２の閾値を有し、前記第１の閾値をもって輻輳の兆候を検出した場合には
、輻輳制御パラメータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは
送信レートを、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更す
る動作を行い、前記第２の閾値をもって輻輳の兆候を検出した場合には、前記動作を行わ
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ず、また輻輳制御パラメータの増加処理も行わないことを特徴とする中継装置。
【請求項１９】
　請求項１０に記載の中継装置であって、
　輻輳制御に、TCP（Transmission Control Protocol）を用い、輻輳制御パラメータとし
て輻輳ウインドサイズを用いることを特徴とする中継装置。
【請求項２０】
　請求項１に記載の通信端末であって、
　輻輳制御に、TCP（Transmission Control Protocol）を用い、輻輳制御パラメータとし
て輻輳ウインドサイズを用いることを特徴とする通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、及び通信端末に関し、特に、送受信端末間の経路および通信
状況に応じて送信レートの制御を可能とする通信システム及び通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在さまざまな種類のアプリケーションがネットワーク上で用いられており、それらの
アプリケーション毎にネットワークに対して要求する品質が異なる。例えば、即時性が要
求されるアプリケーションは、他のアプリケーションに比べて低い遅延時間、高い帯域、
あるいは低いパケット廃棄確率が求められる。一方、即時性の要求されないアプリケーシ
ョンは、即時性が要求されるアプリケーションに比べて、長い遅延時間、低い帯域、あつ
いは高い廃棄が許容される。これら異なる特性のアプリケーションが混在する場合、ネッ
トワークがこれらのアプリケーションを等しく扱うよりも、即時性を要求されるアプリケ
ーションを優先して扱う方が望ましい。
【０００３】
　ネットワーク内でアプリケーション毎の優先制御を実現する第１の技術としては、ネッ
トワークによる優先制御が知られている。例えば、ディファレンシエイテッド・サービス
(Differentiated Services)（非特許文献１参照）では、パケット毎に優先度を示す情報
を付加することにより、即時性を要求するアプリケーションのパケットをネットワーク内
で優先して伝送することが可能である。
【０００４】
　ネットワーク内でアプリケーション毎の優先制御を実現する第２の技術としては、端末
のトランスポート層制御による優先制御が知られている。すなわち、動作の異なる複数の
トランスポート層制御方式をアプリケーションによって使い分けることにより、すなわち
、即時性を要求するアプリケーションは貪欲に帯域を得ようとするトランスポート層制御
を導入し、一方即時性を要求しないアプリケーションはネットワークが混雑していないと
きのみ帯域を得ようとするトランスポート層制御を導入することで、上記優先制御の実現
が可能である。
【０００５】
　現在トランスポート層の代表的なプロトコルとしてはTCP (Transmission Control Prot
ocol)が挙げられる。一般的に、TCPではウインドサイズというパラメータを調節すること
により送信レートを制御する。ウインドサイズは、送受信端末間の往復遅延時間(RTT; Ro
und Trip Time)内に送信されるパケット量を表している。従ってTCPの送信レートは、ウ
インドサイズをRTTで割った値で求められる。RTTはパケットを送信してからそのパケット
に対する確認応答として受信側から返信されるACKパケットを受信するまでの時間として
計測され、一般的には、伝送路遅延、中継ノードでのキューイング遅延、及び受信端末で
の処理遅延が含まれる。
【０００６】
　TCPには多くのバージョンがあり、その中で最も広く普及しているバージョンはTCP-Ren
o（非特許文献２参照）である。従って、TCP-Renoと異なる動作を行うトランスポート層
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制御方式を導入することにより、トランスポート層制御による優先制御の実現が可能であ
る。
【０００７】
　これらのトランスポート層制御としては、TCP-Renoを用いるTCPコネクションに対して
スループットの低優先を実現するTCP-Nice（非特許文献３参照）やTCP-LP（非特許文献４
参照）等が提案されている。これらの方式では、通常のTCPコネクションよりも輻輳の程
度が軽い状態で輻輳とみなし送信レートを制御する。具体的には、パケットロスではなく
、観測しているRTTが、ある値(閾値)を越えるまではウインドサイズを増加させ、観測し
ているRTTがある値を越えるとウインドサイズを半分、あるいは最小値まで減少させる。
【０００８】
【非特許文献１】S. Blake et al., “An Architecture for differentiated services”
, IETF RFC 2475, 1998）
【非特許文献２】W. Stevens, “TCP Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retrans
mit, and Fast Recovery Algorithms,” RFC2001, Jan 1997）
【非特許文献３】A. Venkataramani, R. Kokku, and M. Dahlin. “TCP-Nice: A mechani
sm for background transfers”, In OSDI02,2002
【非特許文献４】A. Kuzmanovic and E. Knightly, “TCP-LP: A Distributed Algorithm
 for Low Priority Data Transfer”, in Proc. of IEEE INFOCOM 2003
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の優先制御を実現する第１の技術の問題点は、導入コストが高い点である。ネット
ワーク内のノードに優先制御方式を実装しなければならないため、すでにネットワーク内
に導入されているノードを優先制御方式対応のものに置き換える必要がある。
【００１０】
　従来の優先制御を実現する第２の技術の、第１の問題点は、従来技術であるTCP-LP及び
TCP-Niceでは、軽度の輻輳でも大幅にウインドサイズを減少させるため、帯域の有効活用
ができない点である。
【００１１】
　従来の優先制御を実現する第２の技術の、第２の問題点は、従来技術であるTCP-LP及び
TCP-Niceでは、優先トラヒックが存在しない場合でも、軽度の輻輳でも大幅にウインドサ
イズを減少させるため、帯域の有効活用ができない点である。
【００１２】
　従来の優先制御を実現する第２の技術の、第３の問題点は、従来技術であるTCP-LP及び
TCP-Niceでは、輻輳以外の要因でパケット廃棄が発生する場合に帯域の有効活用ができな
い点である。
【００１３】
　従来の優先制御を実現する第２の技術の、第４の問題点は、従来技術であるTCP-LP及び
TCP-Niceでは、伝播遅延時間の長いTCPフローのスループットが低い点である。
【００１４】
　本発明の第１の目的は、ネットワーク内のノードを置き換えることなく、低コストで優
先制御方式を導入することである。
【００１５】
　本発明の第２の目的は、即時性を要求するアプリケーションが存在する場合、これらの
アプリケーションの品質を落とすことなく、残された帯域を効率よく利用できるトランス
ポート層制御方式を達成することである。
【００１６】
　本発明の第３の目的は、即時性を要求するアプリケーションが存在しない場合、全ての
リンク帯域を効率よく利用できるトランスポート層制御方式を達成することである。
【００１７】



(6) JP 4632874 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　本発明の第４の目的は、輻輳以外の要因でパケット廃棄が発生する場合でも、残された
帯域を効率よく利用できるトランスポート層制御方式を達成することである。
【００１８】
　本発明の第５の目的は、伝播遅延時間が長いTCPフローでも適切な帯域を使用できるト
ランスポート層制御方式を達成することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明による通信端末及び本発明による中継装置は、次のとおりである。
【００２０】
　（１）　ネットワークを介しデータの送信を行う通信端末において、
　輻輳（congestion）を検出する輻輳検出手段と、理想的な輻輳制御パラメータと輻輳制
御パラメータの現在値とをもとに前記輻輳の兆候を検出する兆候検出手段とを有し、前記
輻輳検出手段が前記輻輳を検出するか、もしくは前記兆候検出手段が前記兆候を検出した
際に、輻輳制御パラメータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もし
くは送信レートを、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変
更する機能を有することを特徴とする通信端末。
【００２１】
　（２）　ネットワークを介しデータの送信を行う通信端末において、
　輻輳を検出する輻輳検出手段と、前記データとしてパケットを送信してからそのパケッ
トに対する確認応答として受信端末側から返信される受信確認パケットを受信するまでの
ラウンド・トリップ・タイム(RTT)の現在の値を最大の値及び最小の値に比較することに
よって前記輻輳の兆候を検出する兆候検出手段とを有し、前記輻輳検出手段が前記輻輳を
検出するか、もしくは前記兆候検出手段が前記兆候を検出した際に、輻輳制御パラメータ
の現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは送信レートを、理想的
な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更する機能を有することを
特徴とする通信端末。
【００２２】
　（３）　ネットワークを介しデータの送信を行う通信端末において、
　ネットワーク内のトラヒックに占める優先トラヒックの割合を推定する手段を有し、
　前記割合によって送信レートもしくは輻輳制御パラメータを制御することを特徴とする
通信端末。
【００２３】
　（４）　ネットワークを介し受信端末へのデータの送信を行う中継装置において、
　輻輳を検出する輻輳検出手段と、理想的な輻輳制御パラメータと輻輳制御パラメータの
現在値とをもとに前記輻輳の兆候を検出する兆候検出手段とを有し、前記輻輳検出手段が
前記輻輳を検出するか、もしくは前記兆候検出手段が前記兆候を検出した際に、輻輳制御
パラメータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは送信レート
を、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更する機能を有
することを特徴とする中継装置。
【００２４】
　（５）　ネットワークを介し受信端末へのデータの送信を行う中継装置において、
　輻輳を検出する輻輳検出手段と、前記データとしてパケットを送信してからそのパケッ
トに対する確認応答として受信端末側から返信される受信確認パケットを受信するまでの
ラウンド・トリップ・タイム(RTT)の現在の値を最大の値及び最小の値に比較することに
よって前記輻輳の兆候を検出する兆候検出手段とを有し、前記輻輳検出手段が前記輻輳を
検出するか、もしくは前記兆候検出手段が前記兆候を検出した際に、輻輳制御パラメータ
の現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは送信レートを、理想的
な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信レートに変更する機能を有することを
特徴とする中継装置。
【００２５】
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　（６）　ネットワークを介し受信端末へのデータの送信を行う中継装置において、
　ネットワーク内のトラヒックに占める優先トラヒックの割合を推定する手段を有し、
　前記割合によって送信レートもしくは輻輳制御パラメータの現在値を制御することを特
徴とする中継装置。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、以下に述べるような効果が達成される。
【００２７】
　第１に、低優先での通信を必要としているTCP送信端末のみの変更で優先制御方式が導
入可能である。そのため、ネットワーク内のノードを置き換えることなく、低コストで優
先制御方式を導入可能である。
【００２８】
　第２に、輻輳検出時のウインドサイズ変更幅を最適化することにより、即時性を要求す
るアプリケーションが存在する場合でもこれらのアプリケーションの品質を落とすことな
く、残された帯域を効率よく利用することが可能である。
【００２９】
　第３に、即時性を要求するアプリケーションによるトラヒックの割合を推定しこれに基
づいて輻輳の検出を行うため、前記アプリケーションが存在しない場合には全てのリンク
帯域を効率よく利用することが可能である。
【００３０】
　第４に、パケット廃棄検出時のウインドサイズ変更幅を最適化することにより、残され
た帯域を効率よく利用することができる。
【００３１】
　第５に、輻輳判定をネットワーク内にキューイングされていると推定されるパケット数
で行うため、伝播遅延時間によるTCPフロー間の不公平性を改善することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００３３】
　＜第１の実施例＞
　まず、本発明の第１の実施例について説明する。
【００３４】
　（構成の説明）
　図１は第１の実施例による端末（通信端末）1のデータ送信制御部1-1の構成を示すブロ
ック図である。データ送信制御部1-1は、パケット送信部1-2、パケット受信部1-3、輻輳
ウインド決定部1-4、使用可能帯域設定部1-5、RTT計測部1-6、初期輻輳判定部1-7、初期
輻輳閾値設定部1-8、優先トラヒック割合推定部1-9、輻輳判定部1-10、で構成される。
【００３５】
　まず、本データ送信制御部における、低優先制御に関するブロック 1-A 以外のブロッ
クに関して説明する。
【００３６】
　通信端末1がデータパケットを受信端末（後に図示）に送信し、受信端末がデータパケ
ットを受信し、受信確認パケット（ACKパケット）を通信端末1に送り返したものとする。
【００３７】
　パケット受信部1-3は、受信端末から送り返されてくる受信確認パケット（ACKパケット
）を受信する。
【００３８】
　RTT計測部1-6は、パケット受信部1-3がACKパケットを受信した際、該ACKパケットに対
応するデータパケットの送信時刻と、該ACKパケットの到着時刻を比較し、往復転送遅延
時間 （RTT） を測定する。
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【００３９】
　使用可能帯域設定部1-5は、RTT計測部1-6で計測したRTT、及び輻輳ウインド決定部1-4
から通知される現在の輻輳ウインドの値を元に、一つのセッションが使用可能な帯域を推
定する。
【００４０】
　輻輳判定部1-10は、パケット受信部1-3からの通知されるACK情報を元にパケット廃棄が
あったか否かを判定し、パケット廃棄があったと判定した際には輻輳が発生したと判定す
る。このように、輻輳判定部1-10は、輻輳を検出する輻輳検出手段として作用する。
【００４１】
　輻輳ウインド決定部1-4は、該セッションに関わる輻輳ウインドの値を決定する。通常
、輻輳が検知されない間は1RTTに相当する時間あたり1パケットに相当する量だけ輻輳ウ
インドを増加する。一方、輻輳判定部1-10あるいは初期輻輳判定部1-7から輻輳が通知さ
れた際は、使用可能帯域設定部1-5より通知される使用可能帯域に従って輻輳ウインド及
びスロースタート閾値を再設定する。
【００４２】
　パケット送信部1-2は、輻輳ウインド決定部1-4において決定された輻輳ウインドの値に
従って、本端末1からのパケット出力を制御する。
【００４３】
　次に、本データ送信制御部における、初期輻輳に関わるブロック1-A の説明を行う。
【００４４】
　優先トラヒック割合推定部1-9は、RTT計測部1-6において計測されたRTTに関連する各種
統計情報を元に、本送信端末が使用する経路上における優先トラヒックの割合を推定する
。本推定は、輻輳判定部1-10もしくは初期輻輳判定部1-7において輻輳を検知する毎に更
新される。優先トラヒック割合推定部1-9では、隣接する2回の輻輳検知の間での、キュー
イング遅延(RTTから最小RTTを引いたもの)の最小値と平均値をもって、優先トラヒック割
合を推定する。
【００４５】
　初期輳閾値設定部1-8は、優先トラヒック割合推定部1-9において推定された優先トラヒ
ック割合を元に、初期輻輳閾値を設定する。
【００４６】
　初期輻輳判定部1-7は、使用可能帯域設定部1-5から通知される使用可能帯域とRTT計測
部1-6から通知されるRTTとを用いて計算される理想的な輻輳ウインドの値（理想的な輻輳
制御パラメータ）と、輻輳ウインド決定部1-4から通知される現在の輻輳ウインドの値（
輻輳制御パラメータの現在値）とを比較し、その差が初期輻輳閾値設定部1-8から通知さ
れる初期輻輳閾値以上であれば、初期輻輳（輻輳の兆候）であると判定する。このように
、初期輻輳判定部1-7は、理想的な輻輳制御パラメータと輻輳制御パラメータの現在値と
をもとに輻輳の兆候を検出する兆候検出手段として作用する。
【００４７】
　本通信端末1は、前記輻輳検出手段（1-10）が輻輳を検出するか、もしくは前記兆候検
出手段（1-7）が兆候を検出した際に、輻輳ウインド決定部1-4において、輻輳制御パラメ
ータの現在値を理想的な輻輳制御パラメータへと変更するか、もしくは、パケット送信部
1-2において、送信レートを、理想的な輻輳制御パラメータから計算された理想的な送信
レートに変更する機能を有する。
【００４８】
　（動作の説明）
　図２は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図１及び図２を
参照して、本実施例の動作について説明する。
【００４９】
　図２において、コネクションが開設されると、まず輻輳ウインドの初期値に従ってパケ
ット送信部1-2がパケットを出力する。送信パケットに対する確認応答としてＡＣＫパケ
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ットが受信側から返信されると、パケット受信部1-3で受信を行う。
【００５０】
　ＡＣＫパケットの受信を行うと、ＲＴＴ計測部1-6で、パケットを送信した時刻と、前
述の送信パケットに対するＡＣＫパケットを受信した時刻を利用してＲＴＴを計測する。
RTT計測部1-6ではまた、過去計測したRTTのうち最も小さいものを最小RTTとして記憶して
おく。このとき、優先トラヒック割合推定部1-9では、隣接する２回の輻輳検知の間での
キューイング遅延の最小値と平均値を計測するため、前回の輻輳検知から現時点までの間
での最小遅延の値と平均遅延の値を仮に計算しておく。
【００５１】
　次に初期輻輳閾値設定部1-8において、優先トラヒック割合推定部1-9で推定した優先ト
ラヒック割合を元に初期輻輳閾値を設定する。初期輻輳判定部1-7では、現在の輻輳ウイ
ンドの値と、使用可能帯域と最小RTTの積から計算される理想的な輻輳ウインドの値との
差分を計算し、この差分が初期輻輳閾値以上になれば初期輻輳と判断する。一方、輻輳判
定部1-10は同じ番号のACKが３回以上続けて到着すると網内でパケット廃棄が発生したと
判断し、これを輻輳と判断する。
【００５２】
　そして、輻輳ウインド決定部1-4では、初期輳判定部1-7あるいは輻輳判定部1-10におい
て輻輳と判定されなければ、1RTTに相当する時間あたり1パケットに相当する量だけ増加
する割合で、輻輳ウインドを増加させる。もし輻輳が検出されれば、以下で述べるように
優先トラヒック割合の推定値を更新し、その後使用帯域と最小RTTの積から計算される理
想的な輻輳ウインドの値へとスロースタート閾値を更新し、更新されたスロースタート閾
値よりも現在の輻輳ウインドが大きければ輻輳ウインドをスロースタート閾値と同じ値に
設定し、最後に輻輳の原因がパケットロスによるものであればパケットの再送処理に関連
する処理を行う。
【００５３】
　以上の、ACKパケット受信に関わる処理が全て終了すると、再びパケット送信部1-2にお
けるパケット出力処理へと戻る。もし、送信するデータが無く、コネクションの終了が指
示されれば、コネクションの切断処理を行い全ての処理を終了する。
【００５４】
　次に、優先トラヒック割合推定部1-9における優先トラヒック割合の推定に関して説明
する。優先トラヒック割合推定部1-9では、輻輳判定部1-10もしくは初期輻輳判定部1-7に
おいて輻輳を検知する毎に優先トラヒック割合の推定値を更新する。その際、まず、前回
の輻輳判定から今回の輻輳判定との間の、キューイング遅延の最小値と平均値を、これら
の値の仮の値から求める。これらの値は、これらの値の時間平均を取ることで滑らかな値
としてもよい。これらの値を更新したあとは、次回の値を求めるため、これらの値の仮の
値を初期化しておく。最後に、以上で求めたキューイング遅延の最小値をその平均値で割
ることで優先トラヒック割合を求める。なお、これらの遅延の値が非常に小さい場合は優
先トラヒック割合の値の誤差が大きくなるため、優先トラヒック割合を求める際には平均
遅延の値にある小さな固定値あるいはRTTから求められる小さな値を加えても良い。
【００５５】
　（本実施例の効果）
　以上のような送信レートの制御を行うことにより、優先トラヒックが存在する場合は、
キューイング遅延の平均値及び最小値が共に大きくなり優先トラヒック割合は1へと近づ
き、その結果として初期輻輳閾値が非常に小さくなる。そのため、本方式を用いる低優先
のトラヒックのスループットは抑えられ、優先トラヒックの品質への影響は最小限となる
。
【００５６】
　一方、優先トラヒックが存在しない場合には、キューイング遅延の最小値が小さくなる
ため、優先トラヒック割合が小さくなり、その結果として初期輻輳閾値が大きくなりある
定数で定められた初期値に近くなる。そのため、本方式を用いる低優先トラヒックが十分
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なスループットを得られるようになる。
【００５７】
　また、優先トラヒックが存在するが、それでもなお空き帯域が存在する場合には、優先
トラヒック割合が0と1の中間の値を取り、初期輻輳閾値は空き帯域量に比例した適切な値
となる。そのため、本方式を用いる低優先トラヒックは、優先トラヒックに影響を与える
ことなく、優先トラヒックが余している帯域を効率よく使用することができる。
【００５８】
　＜第２の実施例＞
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００５９】
　（構成の説明）
　第２の実施例の構成は、第１の実施例の構成と同一であり、優先トラヒック割合推定部
の動作が若干異なるだけであるため、ここでブロック図を省略する。
【００６０】
　本実施例では、優先トラヒック割合推定部は、隣接する２回の輻輳検知の間での、キュ
ーイング遅延(RTTから最小RTTを引いたもの)の最小値と最大値をもって、優先トラヒック
割合を推定する。すなわち、第１の実施例と比較した場合、キューイング遅延の平均値で
はなく最大値を用いる点のみが異なる。
【００６１】
　（動作の説明）
　図３は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図３を参照して
、第１の実施例の動作と本実施例の動作の相違点について説明する。
【００６２】
　まず、第１に、ACKパケットを受信しRTTを測定した際、第１の実施例では仮の値として
キューイング遅延の平均値を計算しているが、本実施例においては仮の値としてキューイ
ング遅延の最大値を計算している。
【００６３】
　第２に、輻輳が検出され優先トラヒック割合を更新する際、第１の実施例では最小遅延
を平均遅延で割ることで優先トラヒック割合を求めているが、本実施例においては、最小
遅延を最大遅延で割ることで優先トラヒック割合を求めている。
【００６４】
　以上が、第１の実施例と本実施例の相違点であり、上記で述べた点以外ではこれらの実
施例の間に相違点はない。
【００６５】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、第１の実施例と比較して、優先トラヒック割合の推定アルゴリズムが若干
異なるのみであり、ほぼ同様の効果が得られると期待できる。
【００６６】
　＜第３の実施例＞
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。
【００６７】
　（構成の説明）
　図４は、第３の実施例による通信端末3のデータ送信制御部3-1の構成を示すブロック図
である。データ送信制御部3-1は、パケット送信部3-2、パケット受信部3-3、輻輳ウイン
ド決定部3-4、使用可能帯域設定部3-5、RTT計測部3-6、初期輻輳判定部3-7、初期輻輳閾
値設定部3-8、RTT比較部3-9、輻輳判定部3-10、で構成される。
【００６８】
　本データ送信制御部における、低優先制御に関するブロック以外のブロックの構成は第
１の実施例と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００６９】
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　次に、本データ送信制御部における、初期輻輳検出に関わるブロックの説明を行う。
【００７０】
　RTT比較部3-9は、RTT計測部3-6において計測されたRTTと、その最大値及び最小値との
相対値を求める。本推定は、輻輳判定部1-10もしくは初期輻輳判定部1-7において輻輳を
検知する毎に更新されるのではなく、RTTを計測する毎に更新される。RTT比較部3-9では
、現在のRTTと、現在までに計測された最小及び最大のRTTとを比較し、その結果を初期輻
輳閾値設定部3-6に通知する。
【００７１】
　初期輳閾値設定部3-6は、現在のRTTと、その最大値及び最小値との相対値から、初期輻
輳閾値を設定する。すなわち、現在のRTTが最大値に近ければ初期輻輳閾値を小さく設定
し、さもなければ初期輻輳閾値を大きく設定する。
【００７２】
　初期輻輳判定部3-7は、使用可能帯域設定部1-5から通知される使用可能帯域とRTT計測
部3-6から通知されるRTTとを用いて計算される理想的な輻輳ウインドの値と、輻輳ウイン
ド決定部3-4から通知される現在の輻輳ウインドの値とを比較し、その差が初期輻輳閾値
設定部3-6から通知される初期輻輳閾値以上であれば、初期輻輳であると判定する。
【００７３】
　（動作の説明）
　図５は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図４及び図５を
参照して、本実施例の動作について説明する。
【００７４】
　図５において、コネクションが開設されると、まず輻輳ウインドの初期値に従ってパケ
ット送信部3-2がパケットを出力する。送信パケットに対する確認応答としてＡＣＫパケ
ットが受信側から返信されると、パケット受信部3-3で受信を行う。
【００７５】
　ＡＣＫパケットの受信を行うと、ＲＴＴ計測部3-6で、パケットを送信した時刻と、前
述の送信パケットに対するＡＣＫパケットを受信した時刻を利用してＲＴＴを計測する。
RTT計測部3-6ではまた、過去計測したRTTのうち最も小さいものを最小RTTとして記憶して
おく。このとき、RTT比較部では、RTTの最大値を計測しており、もし今回計測したRTTが
保存されている最大RTTよりも大きければ、最大RTTを今回計測したRTTへと更新する。
【００７６】
　次に、RTT比較部3-9では、現在のRTTと、その最大値及び最小値との相対値を求める。
そして、初期輻輳閾値設定部3-6では前記相対値に定数を乗じ、これを初期輻輳閾値とす
る。この時、現在のRTTが最大RTTと同じであれば初期輻輳閾値は0となり、逆に現在のRTT
が最小RTTと同じであれば初期輻輳閾値は初期値である定数と同じ値になる。
【００７７】
　初期輻輳判定部3-7では、現在の輻輳ウインドの値と、使用可能帯域と最小RTTの積から
計算される理想的な輻輳ウインドの値との差分を計算し、この差分が初期輻輳閾値以上に
なれば初期輻輳と判断する。一方、輻輳判定部3-10は同じ番号のACKが３回以上続けて到
着すると網内でパケット廃棄が発生したと判断し、これを輻輳と判断する。
【００７８】
　そして、輻輳ウインド決定部3-4では、初期輻輳判定部3-7あるいは輻輳判定部3-10にお
いて輻輳と判定されなければ、1RTTに相当する時間あたり1パケットに相当する量だけ増
加する割合で、輻輳ウインドを増加させる。もし輻輳が検出されれば、以下で述べるよう
に優先トラヒック割合の推定値を更新し、その後使用帯域と最小RTTの積から計算される
理想的な輻輳ウインドの値へとスロースタート閾値を更新し、更新されたスロースタート
閾値よりも現在の輻輳ウインドが大きければ輻輳ウインドをスロースタート閾値と同じ値
に設定し、最後に輻輳の原因がパケット廃棄によるものであればパケットの再送処理に関
連する処理を行う。
【００７９】
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　本実施例においては、輻輳の原因がパケット廃棄によるものであれば、輻輳を検出した
時点のRTTを最大RTTとして設定する。なお、もし現在のRTTの値が予め定めた最小値より
も小さい場合は、この最小値を最大RTTとして用いる。また、最大RTTを更新する際、過去
の値を参照して平均をとることにより、最大RTTの変化を滑らかにしても良い。
【００８０】
　以上の、ACKパケット受信に関わる処理が全て終了すると、再びパケット送信部3-2にお
けるパケット出力処理へと戻る。もし、送信するデータが無く、コネクションの終了が指
示されれば、コネクションの切断処理を行い全ての処理を終了する。
【００８１】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、第１の実施例と比較して、優先トラヒック割合ではなく、計測したRTTを
元に初期輻輳判定の閾値を設定している。計測したRTTは優先トラヒック割合に比べて、
忠実に網の輻輳を反映するが、一方低優先トラヒックしか存在しない場合でも初期輻輳を
検出してしまう。そのため、本実施例の効果は、第１の実施例と比較して、低優先トラヒ
ックが網に与える影響が小さい反面、低優先トラヒックによる帯域の利用効率に劣ると推
定できる。
【００８２】
　＜第４の実施例＞
　次に、本発明の第４の実施例について説明する。
【００８３】
　（構成の説明）
　図６は、第４の本実施例による通信端末4のデータ送信制御部4-1の構成を示すブロック
図である。データ送信制御部4-1は、パケット送信部4-2、パケット受信部4-3、輻輳ウイ
ンド決定部4-4、使用可能帯域設定部4-5、RTT計測部4-6、初期輻輳判定部4-7、初期輻輳
閾値設定部4-8、優先トラヒック割合推定部4-9、輻輳判定部4-10、RTT比較部4-11、で構
成される。すなわち、本実施例の構成は、第１の実施例の構成にRTT比較部4-11を加えた
構成であり、第１の実施例と第３の実施例の構成を足したものである。
【００８４】
　（動作の説明）
　図７は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。本実施例は、第１の実施例
と第３の実施例の構成を足したものであり、本実施例の動作も第１の実施例の動作及び第
３の実施例の動作に準じる。
【００８５】
　すなわち、本実施例では、第１の実施例と同様の動作にて優先トラヒック割合の推定を
行い、また同時に第３の実施例と同様の動作にて現在のRTTとその最大値及び最小値との
相対値を求め、これらの積によって初期輻輳閾値設定部4-8において初期輻輳閾値を定め
る。
【００８６】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、第１の実施例と第３の実施例を合成したものであり、その効果は第１の実
施例の効果と第３の実施例の効果との中間であると推定できる。
【００８７】
　＜第５の実施例＞
　次に、本発明の第５の実施例について説明する。
【００８８】
　（構成の説明）
　図８は、第５の本実施例による通信端末5のデータ送信制御部5-1の構成を示すブロック
図である。データ送信制御部5-1は、パケット送信部5-2、パケット受信部5-3、輻輳ウイ
ンド決定部5-4、使用可能帯域設定部5-5、RTT計測部5-6、初期輻輳判定部5-7、初期輻輳
閾値設定部5-8、ECN付パケット割合測定部5-9、輻輳判定部5-10、で構成される。
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【００８９】
　本データ送信制御部の構成は、第１の実施例から優先トラヒック割合推定部を取り除き
、代わりにECN付パケット割合推定部を追加した構成である。
【００９０】
　ECN付パケット割合測定部5-9は、パケット受信部5-3で受信したパケットのヘッダを検
査し、該パケットのヘッダ部にECN（明示的輻輳通知）が含まれているか否かを検査する
。そして全受信パケットに占めるECN付パケットの割合を求め、これを初期輻輳閾値設定
部5-6に通知する。
【００９１】
　（動作の説明）
　図９は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図８及び図９を
参照して、本実施例の動作について説明する。
【００９２】
　図８において、コネクションが開設されると、まず輻輳ウインドの初期値に従ってパケ
ット送信部5-2がパケットを出力する。送信パケットに対する確認応答としてＡＣＫパケ
ットが受信側から返信されると、パケット受信部5-3で受信を行う。
【００９３】
　ＡＣＫパケットの受信を行うと、ＲＴＴ計測部5-6で、パケットを送信した時刻と、前
述の送信パケットに対するＡＣＫパケットを受信した時刻を利用してＲＴＴを計測する。
RTT計測部5-6ではまた、過去計測したRTTのうち最も小さいものを最小RTTとして記憶して
おく。このとき、RTT比較部では、RTTの最大値を計測しており、もし今回計測したRTTが
保存されている最大RTTよりも大きければ、最大RTTを今回計測したRTTへと更新する。
【００９４】
　次に、ECN付パケット割合測定部5-9において、全受信パケットに占めるECN付パケット
の割合を求める。そして、初期輻輳閾値設定部5-6では前記割合に応じて初期輻輳閾値を
設定する。ここでは、全てのパケットにECN表示がなければ定数1を初期輻輳閾値として設
定し、ECN表示のあるパケットの割合が増えるに従って初期輻輳閾値は小さくなり、ECN表
示のあるパケットの割合が一定数以上になれば初期輻輳閾値は0に固定される。
【００９５】
　以降の動作は第１の実施例と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００９６】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、ECN付パケットの割合は網の輻輳度を反映したものであるため、本実施例
の効果は第３の実施例の効果に準ずるものであると推定できる。ただし、ECNは各パケッ
トにつき輻輳しているかいないかの2値判定であるため、RTTを用いて輻輳を検出する場合
に比べて、精度に劣ると考えられる。しかしながら、無線網など伝播遅延時間が頻繁に変
化し、RTTを輻輳の指標として用いることのできない網においては、本方式が有利である
。
【００９７】
　＜第６の実施例＞
　次に、本発明の第６の実施例について説明する。
【００９８】
　（構成の説明）
　図１０は本実施例による通信端末6のデータ送信制御部6-1の構成を示すブロック図であ
る。データ送信制御部6-1は、パケット送信部6-2、パケット受信部6-3、輻輳ウインド決
定部6-4、使用可能帯域設定部6-5、RTT計測部6-6、初期輻輳判定部6-7、初期輻輳閾値設
定部6-8、優先トラヒック割合推定部6-9、輻輳判定部6-10、で構成される。
【００９９】
　本データ送信制御部の構成は、第１の実施例に対して初期輻輳判定部6-7及び初期輳閾
値設定部6-8の動作が異なる構成である。
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【０１００】
　初期輻輳閾値設定部6-9では、RTT計測部6-6から受け取ったRTT情報を元に最小RTT及び
最大RTTを管理している。そして、優先トラヒック割合推定部6-9から受け取った優先トラ
ヒック割合を元に、最小RTTと最大RTTの間に閾値を設定し、これを初期輻輳判定部6-7に
通知する。
【０１０１】
　初期輻輳判定部6-7では、RTT計測部6-6から受け取った現在のRTTと、初期輻輳閾値設定
部6-8から受け取った閾値とを比較し、その結果を輻輳ウインド決定部6-4及び優先トラヒ
ック割合推定部6-9へと通知する。
【０１０２】
　（動作の説明）
　図１１は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図１０及び図
１１を参照して、本実施例の動作について説明する。
【０１０３】
　図１０において、コネクションが開設されると、まず輻輳ウインドの初期値に従ってパ
ケット送信部6-2がパケットを出力する。送信パケットに対する確認応答としてＡＣＫパ
ケットが受信側から返信されると、パケット受信部6-3で受信を行う。
【０１０４】
　ＡＣＫパケットの受信を行うと、ＲＴＴ計測部6-6で、パケットを送信した時刻と、前
述の送信パケットに対するＡＣＫパケットを受信した時刻を利用してＲＴＴを計測する。
RTT計測部6-6ではまた、過去計測したRTTのうち最も小さいものを最小RTTとして記憶して
おく。このとき、優先トラヒック割合推定部6-9では、隣接する２回の輻輳検知の間での
キューイング遅延の最小値と平均値を計測するため、前回の輻輳検知から現時点までの間
での最小遅延の値と平均遅延の値を仮に計算しておく。
【０１０５】
　次に、初期輻輳閾値設定部6-8において、優先トラヒック割合推定部6-9で推定した優先
トラヒック割合を元に初期輻輳閾値を設定する。ここでは、まず、もし現在記憶している
最大RTTよりも現在のRTTが大きければ、最大RTTを現在のRTTへと更新する。そして、(RTT
-最小RTT)/(最大RTT-最小RTT)、すなわち網内での最大のキューイング遅延に対する現在
のキューイング遅延の割合に対して、非優先トラヒックの割合(すわわち、1-優先トラヒ
ック割合)を乗じ、さらに定数を乗じて、これを初期輻輳閾値として設定する。初期輻輳
判定部6-7では、現在のキューイング遅延(すなわち、RTT-最小RTT)と、前記で求めた初期
輻輳閾値を比較し、前者の方が大きければ初期輻輳と判断する。一方、輻輳判定部6-10は
同じ番号のACKが３回以上続けて到着すると網内でパケット廃棄が発生したと判断し、こ
れを輻輳と判断する。
【０１０６】
　そして、輻輳ウインド決定部6-4では、初期輳判定部6-7あるいは輻輳判定部6-10におい
て輻輳と判定されなければ、1RTTに相当する時間あたり1パケットに相当する量だけ増加
する割合で、輻輳ウインドを増加させる。もし輻輳が検出されれば、優先トラヒック割合
の推定値を更新し、その後使用帯域と最小RTTの積から計算される理想的な輻輳ウインド
の値へとスロースタート閾値を更新し、更新されたスロースタート閾値よりも現在の輻輳
ウインドが大きければ輻輳ウインドをスロースタート閾値と同じ値に設定し、最後に輻輳
の原因がパケット廃棄によるものであればパケットの再送処理に関連する処理を行う。
【０１０７】
　本実施例においては、輻輳の原因がパケット廃棄によるものであれば、輻輳を検出した
時点のRTTを最大RTTとして設定する。なお、もし現在のRTTの値が予め定めた最小値より
も小さい場合は、この最小値を最大RTTとして用いる。また、最大RTTを更新する際、過去
の値を参照して平均をとることにより、最大RTTの変化を滑らかにしても良い。
【０１０８】
　以上の、ACKパケット受信に関わる処理が全て終了すると、再びパケット送信部6-2にお
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けるパケット出力処理へと戻る。もし、送信するデータが無く、コネクションの終了が指
示されれば、コネクションの切断処理を行い全ての処理を終了する。
【０１０９】
　優先トラヒック割合推定部6-9における優先トラヒック割合の推定動作は第１の実施例
と同様であるため、ここではその説明は省略する。
【０１１０】
　（本実施例の効果）
　第１から第５の実施例においては、理想的な輻輳ウインドと現在の輻輳ウインドの比較
を行うことによって初期輻輳を判定しているが、本実施例においては測定したRTTを用い
て輻輳の判定を行っている。前者では網の負荷が高い場合でも自らのトラヒックが少ない
場合(輻輳ウインドが小さい場合)には初期輻輳を判定しないが、後者では自らのトラヒッ
クに関係なく網の状態のみで初期輻輳を判定している。そのため、本実施例では、前記実
施例に比べて、低優先セッション間の公平性は劣るが、高負荷時に網に与える影響が小さ
い特性を持つと推定できる。
【０１１１】
　＜第７の実施例＞
　次に、本発明の第７の実施例について説明する。
【０１１２】
　（構成の説明）
　第７の実施例の構成は、第１の実施例の構成と同一であり、使用可能帯域測定部の動作
が若干異なるだけであるため、ここでブロック図を省略する。
【０１１３】
　本実施例では、使用可能帯域設定部は、優先トラヒック割合推定部で求められる最小遅
延を反映して使用可能帯域を設定する点が異なる。
【０１１４】
　（動作の説明）
　図１２は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図１２を参照
して、本実施例の動作について説明する。
【０１１５】
　本実施例の動作は、第１の実施例の動作と比べて、RTT計測後の使用可能帯域の推定動
作が異なるのみであり、ここでは使用可能帯域の推定動作についてのみ説明する。本実施
例では、定常的に網内にキューイングされているパケットを取り除くため、使用可能帯域
を他の実施例に比べて低く設定する。すなわち、定常的に網内にキューイングされている
パケット量は優先トラヒック割合推定部から得られる最小遅延に比例しているとし、最小
遅延が最小になるよう使用可能帯域を設定する。
【０１１６】
　ここで、“輻輳ウインド/RTT”は当該セッションの使用帯域であり、これに最小遅延を
乗じたものが網内でキューイングされているパケットのうち該セッションに属するもので
あると推定できる。これらのパケットを取り除くように使用可能帯域を設定するためには
、輻輳ウインドの値を理想的な値からこれらのパケット分、すなわち”(輻輳ウインド/RT
T) x 最小遅延“を差し引きする必要があり、従って使用可能帯域としては、”(輻輳ウイ
ンド/RTT) x 最小遅延 / 最小RTT“を差し引きする必要がある。結果として、使用可能帯
域は図１２に示される式を用いて求めることができる。
【０１１７】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、第１の実施例と比較して、使用可能帯域が小さく設定される特長を持つ。
そのため、本実施例の効果は、第１の実施例と比較して、低優先トラヒックが網に与える
影響が小さい反面、低優先トラヒックによる帯域の利用効率に劣ると推定できる。
【０１１８】
　＜第８の実施例＞
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　次に、本発明の第８の実施例について説明する。
【０１１９】
　（構成の説明）
　図１３は、第８の実施例による通信端末8のデータ送信制御部8-1の構成を示すブロック
図である。データ送信制御部8-1は、パケット送信部8-2、パケット受信部8-3、輻輳ウイ
ンド決定部8-4、使用可能帯域設定部8-5、RTT計測部8-6、初期輻輳判定部8-7、初期輻輳
閾値設定部8-8、優先トラヒック割合推定部8-9、輻輳判定部8-10、RTT比較部8-11で構成
される。
【０１２０】
　RTT比較部8-11では、最小RTTと最大RTTの間に設定される閾値と現在のRTTを比べること
により、輻輳判定部8-10及び初期輻輳判定部8-7に加えて、第３の輻輳判断を行う。
【０１２１】
　輻輳ウインド決定部は、輻輳判定部8-10及び初期輻輳判定部8-7に加え、RTT比較部8-11
からの輻輳情報も加味して輻輳ウインドの更新を行う。
【０１２２】
　他の構成要素に関しては第１の実施例と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１２３】
　（動作の説明）
　図１４は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図１３及び図
１４を参照して、本実施例の動作について説明する。
【０１２４】
　本実施例の動作は、第１の実施例の動作と比べて、以下の動作を加えたものである。
【０１２５】
　まず、本実施例ではRTTに基づく輻輳判断が加わる。ACKパケット受信時及び輻輳ウイン
ド更新時には、第３の実施例におけるRTT比較部3-9と同様の動作によって、最大RTTを更
新する。そして、ACKパケット受信時にはさらに、最大RTTと最小RTTの間に閾値を設定し
、この閾値よりも現在のRTTが大きければ輻輳と判断する。
【０１２６】
　次に、本実施例では輻輳時の動作が以下のように変更される。本実施例においても、初
期輻輳を判定した場合、もしくはパケット廃棄による輻輳を判定した場合には、使用可能
帯域を用いて輻輳ウインドの更新を行う。一方、前記のようにRTTによって輻輳を検出し
た場合には、使用可能帯域を使用せず、輻輳ウインドを一律に減少させる。
【０１２７】
　本実施例では、RTTによる輻輳判断単独で輻輳ウインドの更新を行うが、本実施例の別
の構成として、RTTによる輻輳判断と他の輻輳判断が同時に行われたときのみ輻輳ウイン
ドの一律減少を行う構成も考えられる。
【０１２８】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、第１の実施例と比較して、RTTに基づく輻輳判断と輻輳ウインドの更新動
作が加わる。RTTに基づく輻輳判断では、優先トラヒックの割合に関わり無く、網の輻輳
度すなわちRTTに基づいて輻輳を判断する。そのため、本実施例の効果は、第１の実施例
と比較して、低優先トラヒックが網に与える影響が小さい反面、低優先トラヒックによる
帯域の利用効率に劣ると推定できる。
【０１２９】
　＜第９の実施例＞
　次に、本発明の第９の実施例について説明する。
【０１３０】
　（構成の説明）
　図１５は、第９の実施例による通信端末9のデータ送信制御部9-1の構成を示すブロック
図である。データ送信制御部9-1は、パケット送信部9-2、パケット受信部9-3、輻輳ウイ
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ンド決定部9-4、使用可能帯域設定部9-5、RTT計測部9-6、初期輻輳判定部9-7、初期輻輳
閾値設定部9-8、優先トラヒック割合推定部9-9、輻輳判定部9-10で構成される。
【０１３１】
　本実施例では、初期輻輳判定部9-7は2段階の初期輻輳の判定を行い、輻輳ウインド決定
部9-4に対して2段階の初期輻輳を通知する。
【０１３２】
　輻輳ウインド決定部9-4では、初期輻輳判定部9-7から2段階の初期輻輳の判定を受け取
る。重度の初期輻輳の場合には、第１の実施例と同様の輻輳ウインドの更新動作を行う。
一方、軽度の輻輳の場合には、輻輳ウインドの更新動作は行わず、単に輻輳ウインドの増
加が抑制されるのみである。
【０１３３】
　他の構成要素に関しては第１の実施例と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１３４】
　（動作の説明）
　図１６は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図１５及び図
１６を参照して、本実施例の動作について説明する。
【０１３５】
　本実施例の動作は、第１の実施例の動作と比べて、以下の動作を加えたものである。
【０１３６】
　第１の実施例では、ACKパケット到着時、初期輻輳及びパケット廃棄による輻輳のいず
れも判定されない場合には、輻輳ウインドの増加処理を行う。本実施例においては、この
際、初期輻輳検出部において、軽度の初期輻輳のあるなし判定する。具体的には、使用可
能帯域から計算された理想的な輻輳ウインドサイズと現在の輻輳ウインドサイズとの差が
、初期輻輳閾値とある定数の積以上であれば軽度の初期輻輳であると判定する。ここであ
る定数とは0より大きく1より小さい定数である。そして、軽度の初期輻輳であると判定さ
れた場合には、輻輳ウインドの増加処理を行わない。
【０１３７】
　（本実施例の効果）
　本実施例は、第１の実施例と比較して、軽度の初期輻輳が検出された場合には輻輳ウイ
ンドの増加を停止する処理が加えられている。そのため、本実施例の効果は、第１の実施
例と比較して、低優先トラヒックが網に与える影響が小さい反面、低優先トラヒックによ
る帯域の利用効率に劣ると推定できる。
【０１３８】
　＜第１０の実施例＞
　次に、本発明の第１０の実施例について説明する。
【０１３９】
　（構成の説明）
　図１７は、第１０の実施例による通信端末10のデータ送信制御部10-1の構成を示すブロ
ック図である。データ送信制御部10-1は、パケット送信部10-2、パケット受信部10-3、輻
輳ウインド決定部10-4、使用可能帯域設定部10-5、RTT推定部10-6、初期輻輳判定部10-7
、初期輻輳閾値設定部10-8、優先トラヒック割合推定部10-9、輻輳判定部10-10、使用帯
域測定部10-11で構成される。
【０１４０】
　本実施例では、RTT計測部を持つ代わりに、使用帯域測定部10-11及びRTT推定部10-6を
持つ。
【０１４１】
　使用帯域測定部10-11では、パケット受信部10-3から受け取ったACKから計算される応答
確認バイト数及び過去計測した応答確認バイト数、そしてそれらの受信時刻を元に現在送
信に使用している帯域を計測する。
【０１４２】
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　RTT推定部10-6では、使用帯域測定部10-11で測定された送信帯域を元に現在のRTTの値
を推定する。
【０１４３】
　他の構成要素に関しては第１の実施例と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１４４】
　（動作の説明）
　図１８は、本実施例の動作を説明するフローチャートである。ここでは、図１７及び図
１８を参照して、本実施例の動作について説明する。
【０１４５】
　本実施例の動作は、第１の実施例の動作と比べて、以下の動作が異なる。
【０１４６】
　第１の実施例においては、ＡＣＫパケットの受信を行うと、ＲＴＴ計測部で、パケット
を送信した時刻と、前述の送信パケットに対するＡＣＫパケットを受信した時刻を利用し
てＲＴＴを計測する。一方、本実施例においては、ACKパケットの受信を行うと、パケッ
ト受信部10-3から受け取ったACKから計算される応答確認バイト数及び過去計測した応答
確認バイト数、そしてそれらの受信時刻を元に現在送信に使用している帯域を計測する。
例えば、単位時間内に受信した応答確認バイト数を単位時間で割ったものを使用帯域とし
て計測することができる。そして、使用可能帯域を元に現在のRTTを推定する。例えば、
現在の輻輳ウインドの値を使用帯域で割ったものをRTTの推定値として利用することがで
きる。
【０１４７】
　上記以外の動作は第１の実施例と同様であり、第１の実施例では計測したRTTを用いる
が、本実施例では上記で推定したRTTを用いる点のみが異なる。
【０１４８】
　本実施例で用いたRTTの推定方式は、第１の実施例だけではなく、他の実施例において
も適用可能である。
【０１４９】
　（本実施例の効果）
　本実施例は本質的に第１の実施例と同様であり、第１の実施例と同様の効果が得られる
と考えられる。ただし、本実施例ではRTTを測定ではなく推定しているため、無線網のよ
うにRTTが輻輳を反映していない網でも適用が可能である。
【０１５０】
　＜第１１の実施例＞
　次に、本発明の第１１の実施例について説明する。
【０１５１】
　（構成の説明）
　図１９は、第１１の実施例による中継装置11を用いた通信システムの構成を示すブロッ
ク図である。本通信システムは、送信端末12、受信端末13、及びこれらの端末間の通信を
中継する中継装置11、で構成される。本実施例においては、送信端末12から受信端末13へ
と直接TCP通信を用いて送信データを送信するのではなく、送信端末12から中継装置11へ
のTCP通信と中継装置11から受信端末13へのTCP通信との2つのTCP通信を用い、中継装置11
でこれらのTCP通信間の中継処理を経て通信を行なう。
【０１５２】
　送信端末12はデータ送信制御部12-1を有し、受信端末13はデータ受信制御部13-1を有し
、中継装置11は、データ送信制御部11-1及びデータ受信制御部11-12を有する。
【０１５３】
　本実施例においては、送信端末12内のデータ送信制御部12-1は本発明による構成ではな
く、従来のTCP送信制御部と同様の構成である。一方、中継装置11内のデータ送信制御部1
1-1は本発明による構成であり、第１の実施例（図１の端末1）と同様の構成である。
【０１５４】
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　中継装置11内のデータ受信制御部11-12及び受信端末13のデータ受信制御部13-1は、共
に、従来のTCPデータ受信制御部と同様の構成である。
【０１５５】
　（動作の説明）
　以下では、送信端末12から受信端末13へ向けたデータ転送の動作について説明する。
【０１５６】
　送信端末12内のデータ送信制御部12-1から送信されたTCPのデータパケット（図中太線
で表示）は、受信端末13のデータ受信制御部13-1ではなく、中継装置11内のデータ受信制
御部11-12が受信する。そして、これに応答して、中継装置11内のデータ受信制御部11-12
から送信端末12内のデータ送信制御部12-1へと、データ受信の確認応答としてACKパケッ
トを送信する（図中細線で表示）。データ送信制御部12-1及びデータ受信制御部11-12は
、それぞれ、従来のTCP送信制御部及び従来のTCP受信制御部と同様の動作を行ない、これ
らの間のデータ通信は従来のTCP方式で通信が行なわれる。
【０１５７】
　中継装置11が受信したデータパケットは、データ受信制御部11-12においてもとの送信
データへと再構成される。そしてこの再構成されたデータは、データ送信制御部11-1へと
送られ、ここから再びTCP通信を用いて受信端末13へと送られる。
【０１５８】
　中継装置11内のデータ送信制御部11-1は、再構成された送信データからTCPパケットを
作成して送信し、これを受信端末13のデータ受信制御部13-1が受信する。そして、これに
応答して、受信端末13内のデータ受信制御部から中継装置11内のデータ送信制御部11-1へ
と、データ受信の確認応答としてACKパケットを送信する。データ送信制御部11-1は、従
来のTCPと同様動作ではなく、本発明による第１の実施例（図１の端末1）と同様の動作を
行なうため、これらの間のデータ通信は従来のTCP方式ではなく、低優先なTCP方式で通信
が行なわれる。
【０１５９】
　（本実施例の効果）
　本実施例では、送信端末12と中継装置11との間は従来のTCP方式で通信を行ない、中継
装置11と受信端末13との間は低優先なTCP方式で通信を行なう。送信端末12と中継装置11
との間の回線は輻輳しておらず、中継装置11と受信端末13との間の回線が輻輳している場
合、本実施例では輻輳している回線で低優先TCP方式を用いて通信するため、競合する優
先トラヒックの品質への影響は最小限となる。
【０１６０】
　本実施例では、送信端末12及び受信端末13は従来のTCP方式のままであり、変更は不要
である。従って、特に送信端末の数が多い場合、送信端末の変更に大きな工数をかけるこ
となく、１台の中継装置を挿入するだけで優先トラヒックの品質への影響を最小限とする
という目的を達成することが可能である。
【０１６１】
　図１９において、中継装置11内のデータ送信制御部11-1が、第１の実施例による端末と
同様の動作をするものである場合を説明したが、本発明はそれに限定されない。例えば、
図１９において、中継装置11内のデータ送信制御部11-1は、上述した第２～第１０の実施
例のいずれかによる端末と同様の動作をするものであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の第１の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明の第１の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図４】本発明の第３の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロック
図である。
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【図５】本発明の第３の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第４の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロック
図である。
【図７】本発明の第４の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の第５の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロック
図である。
【図９】本発明の第５の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第６の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロッ
ク図である。
【図１１】本発明の第６の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第７の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第８の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロッ
ク図である。
【図１４】本発明の第８の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第９の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロッ
ク図である。
【図１６】本発明の第９の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１７】本発明の第１０の実施例による端末のデータ送信制御部の内部構成を示すブロ
ック図である。
【図１８】本発明の第１０の実施例の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１９】本発明の第１１の実施例による中継装置を用いた通信システムの構成を示すブ
ロック図である。
【符号の説明】
【０１６３】
　1　　端末（通信端末）
　1-1　　データ送信制御部
　1-2　　パケット送信部
　1-3　　パケット受信部
　1-4　　輻輳ウインド決定部
　1-5　　使用可能帯域設定部
　1-6　　RTT計測部
　1-7　　初期輻輳判定部
　1-8　　初期輻輳閾値設定部
　1-9　　優先トラヒック割合推定部
　1-10　　輻輳判定部
　3　　端末（通信端末）
　3-1　　データ送信制御部
　3-2　　パケット送信部
　3-3　　パケット受信部
　3-4　　輻輳ウインド決定部
　3-5　　使用可能帯域設定部
　3-6　　RTT計測部
　3-7　　初期輻輳判定部
　3-8　　初期輻輳閾値設定部
　3-9　　RTT比較部
　3-10　　輻輳判定部
　4　　端末（通信端末）
　4-1　　データ送信制御部
　4-2　　パケット送信部
　4-3　　パケット受信部
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　8-10　　輻輳判定部
　8-11　　RTT比較部
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　9-5　　使用可能帯域設定部
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　9-8　　初期輻輳閾値設定部
　9-9　　優先トラヒック割合推定部
　9-10　　輻輳判定部
　10　　端末（通信端末）
　10-1　データ送信制御部
　10-2　　パケット送信部
　10-3　　パケット受信部
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　13　　受信端末
　13-1　　データ受信制御部

【図１】 【図２】



(23) JP 4632874 B2 2011.2.16

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(24) JP 4632874 B2 2011.2.16

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(25) JP 4632874 B2 2011.2.16

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(26) JP 4632874 B2 2011.2.16

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(27) JP 4632874 B2 2011.2.16

【図１９】



(28) JP 4632874 B2 2011.2.16

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100082924
            弁理士　福田　修一
(74)代理人  100129023
            弁理士　佐々木　敬
(72)発明者  下西　英之
            東京都港区芝五丁目７番１号　日本電気株式会社内
(72)発明者  メディー　サナディディ
            アメリカ合衆国，カリフォルニア　９００９５，ロサンゼルス，ボールター　ホール　３５３１，
            ザ　ユニバーシティ　オブ　カリフォルニア，コンピュータ　サイエンス　デパートメント内
(72)発明者  マリオ　ジャーラ
            アメリカ合衆国，カリフォルニア　９００９５，ロサンゼルス，ボールター　ホール　３５３１，
            ザ　ユニバーシティ　オブ　カリフォルニア，コンピュータ　サイエンス　デパートメント内

    審査官  安藤　一道

(56)参考文献  国際公開第２００４／０１０６５７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００１－１９５３２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              渡辺、太田、森井，ＴＣＰ  Ｖｅｇａｓの公平性の改良と実装，マルチメディア，分散，協調と
              モバイル（ＤＩＣＯＭＯ）シンポジウム論文集，日本，社団法人情報処理学会，２００１年　６
              月，第2001巻
              帯域の有効活用を目的とした低優先ＴＣＰの提案，信学技報，日本，社団法人電子情報通信学会
              ，２００４年　２月２７日，NS2003-356，pp.315-320

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｌ　　１２／５６　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　２９／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

