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旨

サンプリング技術によるセッションごとの品質計測技術について述べます。様々なアプリケーションを
収容し、ますます多様化するIPネットワークにおいて、多地点かつ詳細に品質計測を行うシステムを提
供することは、ディペンダブルなネットワークを構築するための重要な要素の1つです。本提案技術は、
コスト的に数多く配置できないという従来プローブの問題、および詳細な品質監視ができないというMIB
監視の問題を解決し、ディペンダブルなネットワークの構築に大きく寄与するものです。
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1. はじめに
ディペンダブルネットワークの不可欠な条件として、ネット
ワークの高い健全性があります。ネットワーク全体において、
あるいは特定のアプリケーションにおいて、通信品質の劣化
などの障害をすばやく検出してその原因を特定し、速やかに
サービスの再開を図ること、もしくは品質劣化の傾向などから
障害の予兆を発見して事前に対処すること、などのネットワー
クオペレーションが求められます。これは、電話網では実現
されていたものの、規模・容量・交換方式・転送メディアの
要求条件とQoS制御などにおいてまったく異なる特性である
インターネットでは根本から考え直す必要があります。
インターネットにおいては、従来データ系のトラヒックに主
眼が置かれていました。しかし、近年、VoIPや映像配信など
の新たなアプリケーションの登場により、また、ウイルスや
DoS (Denial of Service) 攻撃などの不正なトラヒックの増加な
どにより、ネットワークを流れるトラヒック量やその特性、さ
らにはIPネットワークに求められる要求条件が大きく変化しつ
つあります。そのため、ネットワークの障害要因が多様化し、
また障害の影響範囲・影響度もアプリケーションによって様々
に異なり、障害への速やかな対応はますます困難になってき
ています。このようなIPネットワークの問題点に対処し、大規
模ネットワークの性能劣化や障害箇所を特定するため、高速
かつ詳細に品質計測・監視を行う技術が重要です1)。
そこで本稿では、主要なトラヒック監視手法であるパッシ

ブプローブとMIB監視について概説し、低コストで詳細な監
視ができるという特徴から近年注目を浴びているサンプリン
グ計測技術について述べます。しかしながら、サンプリング
計測では得られる情報量が限られるため、ネットワーク全体
のマクロな計測には適していますが、アプリケーションごとや
セッションごとの品質計測など詳細な計測は困難でした。こ
のため、エンドユーザが品質劣化を計測するのに、ネットワー
ク側では、劣化に気づかず見逃してしまうといった問題が起
こることが指摘されています。
本稿では、サンプリング計測においても、セッションごとの
品質を精度よく推定する技術を提案します。本技術はTCP・
UDP/RTPの特性からセッションごとの品質を推定する技術で
あり、サンプリング計測の高速性・低コストを損なうことなく、
詳細な品質監視を可能とします。このように、本技術は大規
模ネットワークにおける低コストな品質計測を実現するもので
あり、ディペンダブルなネットワークを構築するための1つの
大きな技術要素です。
2. 品質監視手法
トラヒックの監視手法としては、パッシブプローブやMIB
監視などが一般的ですが、これらは以下のようなトレードオフ
を持ちます。
パッシブプローブでは、監視対象となる地点にトラヒック
計測用の装置(プローブ)を配置することにより、アプリケー
NEC 技報 Vol.59 No.3/2006

23

ネットワークプラットフォーム技術領域

大規模ネットワークの性能劣化・障害箇所を特定するネットワークトレーサビリティ技術

ションごとやフローごとなどの詳細な情報の監視が可能です。
しかしながら、ネットワーク内にプローブを大量に配置するこ
とはコスト的にも現実的でないため、ネットワーク内の限られ
た地点でのみ監視を行うことになり、詳細な障害の発生箇所
を特定することは容易ではありません。
一方、MIB監視はルータが収集している各種統計情報を監
視する方式であり、ルータに基本的に内蔵されている機能を
用いるためプローブに比べてコストを抑えながら多地点の監
視が可能です。しかしながら、ルータが収集している統計情
報はポートごとのパケット流量の5分平均などの集約された情
報であり、セッションごとやアプリケーションごとなどの詳細
な情報を得ることはできません。
3. サンプリング計測技術
以上のようなトレードオフに対して、近年サンプリング計測
技術が注目を浴びています。サンプリング計測技術とは、あ
る地点を通過するすべてのパケットを計測するのではなく、
一部のパケットのみをサンプリングして計測するものです。そ
のため、サンプリング計測を行うプローブでは、一般的なプ
ローブに比べて計測コストの軽減並びに高速化を実現するこ
とができます。
)
特に、近年NetFlow / sFlow2 などのサンプリングによるパ
ケット収集方式が標準化され、ルータに実装されつつありま
す。図1のように、ルータの各インタフェースでは、sFlow機能
によって流れるパケットの一部をサンプリングによって取得
し、これを別の地点へと送ります。そして、これらのサンプル
パケットを受け取った品質解析装置において、詳細な品質の
分析が行われます。このような計測方式では、ネットワーク
内部に大量のプローブを配置することなく、ルータのsFlow機
能によって品質監視が可能となります。
多地点での監視を行うためには多くのルータにsFlow機能
を搭載する必要がありますが、sFlow機能は各フローの状態を
持つことなく単純なルールにのっとったパケットのサンプリン
グ処理のみであるため、コスト的なインパクトは少なくなりま
す。またsFlowルータから送信される計測パケット量や品質解
析を行うサーバの負荷は、サンプリングによって低く抑えるこ
とが可能です。
サンプリング計測技術に関しては、従来、サンプリング計
測時に通過パケット量を推定する手法3)、リンク帯域の占有率
の大きいフローを特定する手法3,4)、TCP フローレベルの性能
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図1 サンプリング計測による監視

劣化を検出する方法6)などが提案されています。
しかしながら、ネットワーク管理の最も重要な指標の1つで
あり、ネットワークの品質劣化度合いを最も的確に表すパケッ
トロス率についてはほとんど議論されていませんでした。ルー
タのMIB情報によれば、各インタフェースにおいて廃棄した
パケット数は取得できますが、セッションごとやアプリケー
ションごとのパケット廃棄数などユーザ主観品質にかかわる
指標は得られません。
そこで本稿では、サンプリング計測したパケット列からセッ
ションごとのパケットロス率を推定する手法を提案します。サ
ンプリング計測においては、着目したパケットが観測されな
かった際、これがネットワークのパケット廃棄によるものであ
るのか、単にサンプリングされなかったのかの判断が難しい
ため、一般的にはセッションごとのパケットロス率を観測する
ことは困難です。提案する手法では、TCPやRTP/UDPなど
セッション層のプロトコルの振る舞いからそのセッションのパ
ケットロス率を統計的に精度よく推定することができます。

4. TCPセッション品質計測技術
4.1 提案方式概要
本章では、TCPセッションに対するパケットロス率推定手法
について説明します。
WebアクセスやFTPなどのデータ系トラ
ヒックはほぼすべてTCPを用いています。
TCPにおいては送受信端末間のどこかでデータパケットの
廃 棄が発 生すると、受 信 端 末は送 信 端 末に対して重 複
ACK(同一ACK 番号が連続する現象)を送出します。したがっ
て、パケット廃棄を直接計測しなくても、この重複ACKの発
生を検出することで間接的にパケット廃棄を検出することが
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従う、とすることができます。
一方、パケットサンプリングを行った場合、サンプリング率
をsとすると、検出ACK重複数は、本来発生したACK重複数
×sとなります。このため、サンプリング計測を行った場合の
ACK重複数の平均値λは、W×sとなります。ここでP(x)を平
均値λ=W×sのポアソン分布のxを採る確率とし、重複ACKを
n回以上観測したときにパケットロス検出とすると、検知確率
Qnは以下のように定められるます7)
図2

TCPパケットロス率推定

できます。そこで、本方式では、プローブにおいてACKパケッ
トをランダムサンプリングして取得し、取得したパケットを品
質解析装置に転送し、品質の推定を行います。
しかし、サンプリングキャプチャを行った場合、すべての
ACKパケットを計測しているという分けではないため、すべて
の重複ACK を観測することはできません。そのため、検出で
きた重複ACKのみからパケットロス率を求めると、実際のパ
ケットロス率よりもはるかに小さな値となってしまいます(図2)。
そこで、本提案方式では、サンプリングを行った場合に検出
可能なパケットロスの割合(検知確率)を統計的に推定します。
そして、サンプリングによって実際に観測されたパケットロス
を検知確率で割ることで、実際のパケットロス率を推定します。
提案方式による補正を行わない場合、サンプリング率10%、
パケットロス率1%の例では、パケットロス率を0.01%と判定し
てしまいます。これに対して提案方式では、誤差率10%以内
で正しくパケットロス率を推定することが可能であり、従来方
式に比べて検出したパケットロス数が100倍改善しました。シ
)
ミュレーションおよび実機による詳細な性能評価結果は文献7
に示されています。
4.2 検知確率の導出
ここでは、 一度のパケットロスでACK 番号が連続する回
)
数 をACK 重複数と呼びます。文献7 に述べられているように、
ACK重複数はパケットロス発生時の輻輳ウインドサイズに一
致し、これはポアソン分布に従います。また、パケット廃棄
発生直前の輻輳ウインドサイズの平均値Wは文献8)の従来研
究により、以下のように求められています。

以上により、ACK重複数は、平均値λ=Wのポアソン分布に

5. RTP/UDPセッション品質計測技術
5.1 提案方式概要
本章では、RTP/UDPセッションに対するパケットロス率推
定手法について説明します。
VoIPやIP放送などほぼすべての
リアルタイムトラヒックはRTP/UDPを用いています。
UDP/RTPでは、TCPのような受信確認を行っていないため、
実際にデータパケットの欠損を計測する必要があります。しか
しながら、サンプリング計測を行った場合、パケットが観測で
きなかった理由が、サンプリングによるものか、パケットロス
によるものか判定ができず、
パケットロス率の計測は困難です。
そこで提案方式ではRTPヘッダのシーケンス番号フィール
ドに着目しました。
RTPシーケンス番号は単調増加し、この
フィールドの各番号の発生確率がほぼ均等となります。この
ためこのフィールドに着目して乱数生成を行えば、その結果
のばらつきも均等となるためサンプリング規則として使用する
のに適しています。
提案方式では、図3のように、プローブにおいてRTP/UDP
パケットのシーケンス番号(seq#)を検査し、f(seq#)がサンプリ
ング確率α以下である場合のみパケットを取得します。ここ
で関数f(x)は0≦f(x) ≦1を満たし、xを種とする擬似乱数を発
生する関数です。
そして、ここでサンプリングしたパケットを品質解析装置に
転 送 し、 品 質 の 推 定 を 行 い ま す。 品 質 解 析 装 置 で は、
f(seq#)>αとなるパケットがサンプリング取得されることを期
待し、シーケンス番号列中の適切なタイミングでこのパケット
を取得することができなければ、このパケットがロスしたと判
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6. まとめ

図3

UDP/RTPパケットロス率推定

断します。具体的には、前回あるセッションで取得したシーケ
ンス番号をseq#1とし、今回取得したシーケンス番号をseq#2
とすると、この間で発生したパケットロス数lは以下のように
見積もることができます。

本稿では、サンプリング技術によるセッションごとの品質
計測方式について述べました。様々なアプリケーションを収
容し、ますます多様化するIPネットワークにおいて、多地点か
つ詳細に品質計測を行うシステムを提供することは、ディペ
ンダブルなネットワークを構築するための重要な要素の1つで
す。本提案技術を用いることにより、コスト的に数多く配置
できないという従来プローブの問題、および詳細な品質監視
ができないというMIB監視の問題を解決し、ディペンダブル
なネットワークの構築に大きく寄与するものと考えられます。
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