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トラフィック可制御化の必要性

IP技術によるネットワークの統合化が
加速度的に進み，各サービスのトラフィッ
クが統合網上を流れるようになります．
一方，サービスやユーザの利用形態は，
例えばP2Pなどのファイル共有，CGM
（消費者作成メディア）や動画共有，ス
トリーミングなど非常に多様化してきて
います．加えて，端末・ネットワークの
高速化・多様化も急速に進みつつあり
ます．さらに今後のコンテンツ流通の本
格化，リッチコンテンツ化，新たなコン
テンツ流通アプリケーションの出現など
に伴い，トラフィック特性や変動パター
ンの多様化とサービス品質要求の多様化
はより顕著になると考えられます．
このようなネットワークの統合化・高

速化・利用形態の多様化によって，さ
まざまなトラフィックが渾然一体として流
れるため，例えばあるサービストラフィッ
クが急増して輻輳が発生した場合に，
サービスやユーザを意識したトラフィッ
ク管理を行わないと，どのサービスも一
律に品質が劣化するおそれがあります．
そのような状況を回避するためには，サー
ビスごとの品質要求に対応できるトラ
フィック制御が必要となります．

オーバレイネットワークによ
るトラフィック可制御化

私たちは多様なサービス品質要求に対
応したエンドエンドでのトラフィック制
御を実現する方法として，オーバレイネッ
トワーク（オーバレイNW）技術に着目
しました．オーバレイNWとは，IPネッ
トワークなどの物理ネットワーク（物理
NW）を用いて，その上位層において目
的に応じて構成される論理的なネットワー
クを指します（図１（a））．主に，物理
NWでは実現困難な機能を上位層で柔
軟に付与するための技術として，注目さ
れています．
例えば，図１（a）のように，ホストAか
らCへの物理NWでの経路上で品質が劣
化しているとします．このとき，あらか
じめ用意されたサーバBと，ホストA，C
をオーバレイノードとしてその間を論理
的に接続してオーバレイNWを構成しま
す．ここで論理的に接続するとは，相
手のオーバレイノードのIPアドレスを把
握し通信可能な状態にあることを指しま
す．そして，オーバレイNW上で経路
A－B－Cを構築することで品質向上を
実現します．
また，図１（b）のように，物理NWが

ノード１から６で構成され，遅延劣化とス
ループット劣化が発生しているとします．
このとき，遅延に敏感なサービスX，ス
ループット重視のサービスYに対して各々
オーバレイNWを形成し，各品質を最適
にする経路を設定します．
このように，品質測定機能やエンドエ
ンドでの経路制御機能をオーバレイNW
で実現することで，多様なサービス品質
要求に適合したかたちにトラフィックを
可制御化できることが期待されます．
一方，将来のトラフィックの多くを占
めると考えられるコンテンツ配信トラ
フィックは同一コンテンツであればネッ
トワーク内でキャッシュすることで冗長
なトラフィック転送を削減できます．オー
バレイノードにキャッシュ機能を具備す
ることで，例えばサービスYのように同一
コンテンツをキャッシュして２回目以降
の配信要求に対してはキャッシュサーバ
から配信して，冗長なトラフィック転送
を削減することも可能です．

トラフィック可制御化のため
の機能配備

ネットワーク提供者が，図２に示すよ
うな，各種サービストラフィックを制御
するためのオーバレイNWを形成します．
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これは，ネットワーク提供者が用意する
ネットワークプロバイダオーバレイノード
（nOLノード），サービスを受けるエンド
ホストオーバレイノード（eOLノード），
管理サーバから構成されます．
nOLノードは分散配備され，管理サー
バと連携して各種サービストラフィック
に対するオーバレイNWトポロジと経路

を制御します．具体的には，まず管理
サーバは物理NWでのトラフィック品質
情報，例えば，物理NWのリンク使用率
やエリア間品質交流など（遅延時間や
パケット損失率，スループット等）を管
理します．これらの情報は，物理NWで
測定されたトラフィックデータから抽出
する(1)，またはオーバレイノード間で品

質を測定した結果を収集して管理し
ます．
nOLノードは管理サーバでのトラフィッ
ク品質情報を用いて，サービスごとの品
質要求に応じたサービスオーバレイトポ
ロジを形成します（例：図２のサービス
AとBのトポロジ）．さらに，そのトポロ
ジ上で，それぞれのサービスで重要とな
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図１　オーバレイNWによるトラフィック可制御化
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図２　トラフィック可制御化のための機能配備



る品質を最適とする経路を計算し，その
経路に従ってエンドホスト間でトラフィッ
クを転送します．その際，nOLノードを
中継ノードとして利用します．
もし配信トラフィックがキャッシュ可

能なコンテンツ配信トラフィックであれ
ば，nOLノードをキャッシュサーバとし
て利用し，２回目以降の配信要求に対
してはオリジナルサーバから配信する代
わりにnOLノードから配信することで，
冗長なトラフィックを削減可能となり
ます．
また，eOLノードもキャッシュやパケッ
ト中継が行えるようなアプリケーション
の場合は， 各eOLノードは自身の受信
したコンテンツやそのピースをキャッシュ
し，nOLノードで計算された経路表に
従って隣接eOLノードへパケットを転送
することで，トラフィックを局所化（エ
リア間トラフィックを削減）します．
本技術では，品質向上を可能とする

各サービストポロジを形成することと，
そのうえで実際にエンドエンド品質が向
上するように経路制御をすることが重要
となります．
以下で，オーバレイトポロジ構成法と

経路制御法について述べます．

オーバレイトポロジ構成法

オーバレイトポロジを決定する際，す
べてのオーバレイノード間を接続するフ
ルメッシュトポロジとすれば，全経路探
索が可能となり品質を向上させる経路を
見つけやすくなりますが，その反面，経
路計算コストや品質測定コストが膨大に
なります．そこで，効率的なトポロジを
構成する方法を検討するため，まず実測
データを用いてトポロジ構造について分
析しました．PlanetLabと呼ばれる大規
模オーバレイテストベッド(2)で測定され
た数百ノード間遅延時間を用い，仮に
フルメッシュでオーバレイノードがつな
がっているとして各ノードペアでの最適
経路を計算したところ，一部のオーバレ
イノードの媒介中心性（最適経路を提
供する頻度）が非常に高い，つまり多く
のノードペアに対する最適中継路を提供

可能であるという特性がありました(3)

（同様の測定分析を国内においても実
施(4)）．
そこで，図３（a）のように，媒介中心

性の高いNノード（Nは，全ノード数の
５％程度）を上位ノードとし，それ以外
を下位ノードとする２階層トポロジを構
成する方法を提案しました．提案方式
の有効性評価結果を図３（b），（c）に示し
ます．品質メトリックとして，エンドエ
ンド遅延時間と利用可能帯域の２つを
評価しました．図３（b），（c）の「提案方
式」は，上位ノード数を20個に限定し
たトポロジ上でエンドエンド品質を計算
した結果です（全ノード数は，遅延の場
合は461，帯域の場合は423）．提案方
式は，フルメッシュでの全経路探索結果
（図３（b），（c）の「最適解」）とほぼ同等
の品質向上が可能であることと，制御し
ない場合（図３（b），（c）の「制御なし」）
よりも大きく品質を向上できています．

経路制御法

ここで提案するオーバレイNWでは複

数のサービスを収容するため，各サービ
スが自身の品質を向上させるように自律
分散的に経路を選択すると，現時点で
空いている経路へトラフィックが集中し
て輻輳が発生し，かえって品質が劣化し
てしまうおそれがあります．
そこで，このような利己的ルーチング

を回避できるように，サービス全体の品
質向上を可能とする経路選択アルゴリズ
ムについて検討しました．提案方式は，
過去の経路選択とその結果として観測
されるトラフィック品質情報を基に逐次
的に学習することで，各サービストラ
フィックの振る舞いをあらかじめ仮定す
ることなく，各サービストラフィックに
とって品質の良い経路を高い確率で選択
できるように学習していきます(5)（図４
（a））．
４つの物理NWトポロジ(6)を用いて，

提案方式の有効性を評価しました．物
理NWでの各ノードにnOLノードを設置
し，nOLノード間をフルメッシュで接続
したオーバレイNWトポロジを構成しま
した（前述のオーバレイトポロジ構成法
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（a） オーバレイトポロジ構成 
 

（b） 遅延時間 （c） 利用可能帯域 

媒介中心性の高いノード 

上位ノード 

下位ノード 

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 10 100（ms） 1 000（Mbit/s） 

最適解 
制御なし 
提案方式 

最適解 
制御なし 
提案方式 
 

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 100 200 300 400 500

累
積
分
布 

 

遅延時間 利用可能帯域 

累
積
分
布 

 

図３　オーバレイトポロジ構成法とその評価結果



によるトポロジ構成との組み合わせた評
価は今後の課題）．各サービストラフィッ
クに対して，提案方式を適用したときの
評価結果を図４（b），（c）に示します．本
評価では，エンドエンド間のスループッ
トを品質メトリックとしました．
図４（b）は，エンドエンド間スループッ

トの５パーセンタイルを評価した結果で
す．なお，最大スループットを1 0
Mbit/sと設定してシミュレーションを行
いました．提案方式は10 Mbit/sに近い
スループットを達成できています．一方，
制御しない場合（図４（b）の「制御な
し」），および各サービストラフィックが
その時点でもっとも空いている経路を選
択した場合（図４（b）の「利己的」）に
は，スループットが低下しています．こ
れは，制御なしの場合は物理NWでの最
小ホップ経路に従うため，特定個所がボ
トルネックになったためです．一方，利
己的の場合は，迂回後のトラフィックが

集中して輻輳が発生したためです．
図４（c）は，物理NWの効率的な利用

の観点から，平均リンク使用率を評価
したものです．比較として，交流トラ
フィックを既知として最小費用流問題と
呼ばれる最適化問題を解いてトラフィッ
クを収容したときの結果も示しています
（図４（c）の「最小費用流」）．これより利
己的の場合には，最小費用流に比べて
1.6から1.8倍ものトラフィックを物理
NWへ加えています．これは利己的ルー
チングでは物理NWにとって非効率な経
路選択をしていることを意味します．一
方，提案方式は最小費用流に近い程度
にリンク使用率に抑えられています．

今後の取り組み

多様なサービス品質要求に対応してト
ラフィックを制御する方法として，オー
バレイNWによるトラフィック可制御化
技術について紹介しました．今後は実測

トラフィックデータを入力した性能評価，
およびテストベッド環境などを利用した
動作検証を行っていく予定です．
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実測トラフィックデータを入力とした性
能評価や，テストベッド環境などを利用し
た動作検証を通じて，提案技術を実システ
ムへ展開するにあたっての課題を解決して
いきたいと考えています．
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図４　オーバレイ経路制御法とその評価結果


