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ハッシュ関数を用いた IPネットワークのパッシブ遅延変動測定法

における記憶領域削減と測定誤りの回避
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Measurement Employing a Hash-Based Technique for IP Networks
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あらまし パケットの遅延変動は IPネットワークの重要な品質尺度である．遅延変動はアクティブ測定とパッ
シブ測定のいずれを用いても測定できる．この中で，パッシブ測定はユーザトラヒック自体を観測するので，ネッ
トワークの状態を乱すことなくユーザが体験する遅延変動を測定できる利点がある．しかし，パッシブ測定で
はパケットとタイムスタンプの記録に膨大な記憶領域が必要となる問題点がある．この問題点の解決法として，
ハッシュ関数を用いて短いデータ長でパケットを同定する手法がある．しかし，この手法ではタイムスタンプ記
録に要する記憶領域に改善の余地があり，かつハッシュ関数出力値の衝突により測定に誤りが発生するという課
題がある．本論文はハッシュ関数を用いた遅延変動測定において，タイムスタンプを可変長符号化することで更
に記憶領域を低減するとともに，ハッシュ関数出力値の衝突による測定誤りを回避する方法を提案する．実験を
通じて提案方法が正しく遅延変動を測定することと記憶領域の削減が実現されることを確認する．
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1. ま え が き

今日の IP (Internet Protocol)ネットワーク上で提

供される通信サービスの中には，高い伝送品質を必要

とするものも出現している．この種のサービスを提供

するには，優れた IP ネットワークの品質/性能パラ

メータの測定・監視技術の確立が必要である．IPネッ

トワークで測定すべき品質パラメータには様々なもの

がある．その中で，パケットの片方向遅延変動は，一

定レートでのパケット伝送が必要な音声や映像の通信

サービスでは重要である [1], [2]．特に受け側ノードで

のバッファサイズの設計では必須の品質パラメータと

なっている [2]．

他の品質パラメータと同じく，遅延変動の測定方法

もアクティブ測定とパッシブ測定に大別できる．アク

ティブ測定は測定用のパケットをネットワークに注入
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し，これを観測することで品質パラメータを見積もる

ものである．一方，パッシブ測定はユーザが使用する

トラヒック自体を観測して品質パラメータを求める方

法である．パッシブ測定はネットワークに対し測定用

トラヒックによる負荷を与えず，ユーザが体験する品

質を正しく測定できる利点がある．パッシブ測定によ

り遅延変動を測定するには，パケットごとにパケット

の識別情報とタイムスタンプの記録を行い，それらを

比較すればよい．しかし，記録のためには膨大な記憶

領域が必要となり，測定時間やトラヒック量によって

は現実的には測定困難になるという問題点がある．

パッシブ測定において，パケットの識別に要する記

憶領域はハッシュ関数を用いることで大きく削減でき

る．この性質をパケット損のパッシブ測定に利用する

ことが提案されている [3], [4]．遅延変動の測定に関し

ては文献 [5] がハッシュ関数を用いてパケットを識別

する手法について言及している．しかし，遅延変動の

測定ではパケットの識別情報とともにタイムスタンプ

の記録も必要であり，タイムスタンプのための記憶領

域の削減については文献 [5] の記述は不十分である．
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また，ハッシュ関数によりパケットを識別する場合，

異なる入力に対しハッシュ関数が同一の値を出力する

「衝突」により測定誤りが発生する．特に，測定サン

プル数が多い場合は衝突するサンプルも増え，影響が

大きい．この衝突による測定誤りに対する対策に関し

ても従来技術の検討は十分ではなく，遅延変動測定に

最適な手法を確立する必要がある．

本論文は，ハッシュ関数に基づくパケット識別手法

を用いた遅延変動のパッシブ測定に着目し，従来検討

で未解決の課題を研究対象とする．まず，タイムスタ

ンプ記録に要する記憶領域を削減する符号化手法を提

案する．提案符号化手法は符号長の可変化と移動平均

演算の利用により，従来方法よりも所要記憶領域が小

さい利点がある．また，ハッシュ関数出力値（以下，

ハッシュ値と呼ぶ）の衝突の影響を排除するデータ処

理の方法と，記録の開始・停止の手順を明らかにする．

これらの手法を用いた遅延変動測定法をソフトウェア

により実装し実現性を確認する．提案方法が遅延変動

を正しく測定し，かつ必要な記憶領域が従来技術に比

べ効果的に削減することを実験により明らかにする．

2. 従来の関連する研究

パッシブ測定は，トラヒック負荷やプロトコル種別

の分析でよく使用される [6] ほか，品質パラメータ測

定でも利用されている [7]．パッシブ測定による品質測

定は，パケットの送り側と受け側でパケットを記録し，

両者を比較することで可能となる．

パッシブ測定の特徴はネットワークに試験トラヒッ

クを注入しない点にある．アクティブ測定では注入

した試験トラヒックを観測するが，試験トラヒックに

よってネットワークの負荷状態が変化し，測定結果が

不正確となり得る．また，試験トラヒックとユーザト

ラヒックとでは特性が異なっているので，アクティブ

測定ではユーザの体験する品質を正確に評価できな

い．これに対し，パッシブ測定では試験トラヒックに

より負荷状態を変化させることがなく，かつユーザト

ラヒック自体を観測するのでユーザの体験する品質を

正しく評価できる．

パッシブ測定の問題点はパケット記録のため膨大な

記憶領域が必要となる点にある [8]．文献 [7]の例では

12TByteのテープライブラリや 10TByteのディスク

アレーを用いている．このような大容量記憶素子を必

要とする測定手法を広く導入することは困難である．

近年，IP網の測定・管理の分野ではパケットの一部

をハッシュ関数に入力し，出力される整数値を測定・

管理に利用する手法が相次いで報告されている．こ

れには，パケットの通過経路の記録 [9]，攻撃パケット

の経路追跡 [10]，品質測定するパケットのサンプリン

グ [11] などがある．また，文献 [3], [4]は，ハッシュ関

数を使うことでわずかなデータ量でパケットを識別

できる性質を利用し，少ない記憶領域でパケット損を

パッシブ測定する手法を提案している．

本論文では，文献 [4] の方法を拡張し，パケットの

遅延変動をハッシュ関数を利用して少ない記憶領域で

パッシブ測定する手法を検討する．同様の手法は文

献 [5] で言及されているが，同文献の方法は遅延変動

のパッシブ測定で必須であるタイムスタンプの記憶領

域について改善の余地がある．また，ハッシュ値の衝

突対策にも遅延変動測定特有の方法が要求され，この

点についても文献 [5] は十分ではなく，新たな手法の

確立が必要である．更に，ハッシュ関数を利用したと

きの測定の正確さと記憶領域削減効果についても十分

な評価を行った従来研究はない．

3. 提案方法の概要

IP ネットワークの 2 ノード間で，パッシブ測定に

よって遅延変動特性を測るには，送り側と受け側で同

時にパケットの識別を可能とする情報をタイムスタン

プとともに記録することで可能となる．この方法では，

十分な量のパケットについて記録を取得した後，送り

側ノードで記録したパケットと内容が一致するものを

受け側ノードの記録の中に発見する．次に受け側ノー

ドのパケット記録に付与されたタイムスタンプ（受信

時刻）と送り側ノードの同じパケットの記録に付与さ

れたタイムスタンプ（送信時刻）の差を求めることで

遅延に関する品質パラメータを求める．この様子を

図 1 に示す．

上に述べた方法で，送り側ノードと受け側ノードが

完全に同期した時計によってタイムスタンプを付与す

るならば，正確な片方向遅延を測定できる．時刻同期

をしていなくても，二つのノードがもつ時計の間で時

間単位の偏差が十分小さく，測定期間中に二つのノー

ドがもつ時計の間で時刻差が変動しない限り，次に示

す片方向遅延変動パラメータを測定可能である [13]．
• 遅延の分散，標準偏差
• IETF RFC1889 [12] に記載のジッタ
• ITU-T Rec. Y-1541 [1] に記載の IPDV (IP

Packet Delay Variation)
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図 1 遅延変動をパッシブ測定する系のブロック図
Fig. 1 Block diagram of passive delay variation

measurement.

パッシブ測定で必要な記憶領域を節約するには，送

り側と受け側で同一のパケットを識別する識別情報の

量を低減する必要がある．この識別情報は，パケット

ごとに異なる値であって記録の中で重複がないことが

求められる．識別情報として例えば IPパケットの ID

フィールドを用いることが考えられるが，同フィール

ドが識別できるパケットの数は最大で 216 = 65536個

であり，長時間の測定で多量のパケットを記録する場

合は重複が発生する．また，2点間で複数フローの同

時測定をする場合にも記録中の重複の可能性がある．

少ない記憶領域で，多くのパケットを識別する情

報を得るにはハッシュ関数の利用が有効である [3]～

[5]．この方法では，パケットからパケットごとに違い

が大きい一部のバイト列 xを取り出し，x をハッシュ

関数 h(x) に入力して得られる出力を記録する．ハッ

シュ関数 h(x)はバイト列を区間 [0, A− 1]の整数に写

す（A は自然数）．したがってハッシュ値のバイト長

は �(log2 A)/8� となり（ただし �·�は ·より小さくな
い最小の整数），A を適切に選べばパケット全体やそ

の一部を記録するよりも短いバイト長の記録で済む．

更に，異なるパケットから計算されるハッシュ値は高

い確率で異なる値であり，同一のパケットからは同じ

ハッシュ値が計算されるので，送り側と受け側の記録

から同一パケットのタイムスタンプを発見する手法と

して使うことができる．この様子を図 2 に示す．

ハッシュ関数を用いてパケットを識別し，遅延変動

を測定する場合，送り側と受け側のノードでは，測定

期間中ハッシュ値とタイムスタンプの組を要素とする

リストを記録することになる．このとき，ハッシュ値

の記録に必要な領域に比べ，タイムスタンプの記録に

必要な領域が無視できない大きさになるので，タイム

スタンプ部分も圧縮し，更に記憶領域を削減すること

図 2 IP パケットとハッシュ関数出力値の関係
Fig. 2 The relationship between an IP packet and the

hash function output.

が必要となる．また，ハッシュ関数には出力値の衝突

の可能性があり，正確な測定のためには対策が必要で

ある．これらの課題の解決法について以下の章で詳細

に述べる．

4. タイムスタンプ符号化方法

パケットを識別する情報のデータ長をハッシュ関数

により縮小すると，識別情報よりもタイムスタンプ部

分のデータ長が大きくなり，後者のデータ長の縮小が

必要となる．タイムスタンプの記録に必要な領域を低

減する手法として，文献 [5] は送信・受信時刻の絶対

値の代わりに，送信・受信中のパケットとその一つ前

のパケットの間の送信・受信時刻の差を記録する手法

について言及している．ここで，最初に記録されるパ

ケットは送信・受信時刻の絶対値を記録してもよく，

記録開始時刻との差を記録してもよい．いずれの方法

でも最初に記録されたパケットの送信・受信時刻を知

ることができ，2番目のパケットの送信・受信時刻は，

最初のパケットとの間の時刻差と，最初のパケットの

送信・受信時刻から知ることができる．以下，同様に

してすべての記録したパケットの送信・受信時刻を知

ることができる．

送信・受信時刻の絶対値の表現には多くのけた数が

必要となるが，パケット間の送信・受信時刻の差は値

が小さいので，上の方法を用いれば同じ測定単位を用

いても所要けた数は小さくなる．この結果，記憶領域

の削減を期待できる．しかし，記憶領域を更に削減す

ることが可能である．

タイムスタンプとしてパケット間の送信・受信時刻

の差を記録する場合，タイムスタンプのビット長を送

信・受信時刻の差の最大値を表現可能な値に選ぶ必要

がある．ところが，送信・受信時刻の差がとる最大値

を予想するのは難しいと考えられる．もし，時刻差が

予想最大値より大きく，ビット長が不足すれば，その

12
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後に記録された時刻は誤った値となる．したがって，

信頼できる測定のためには，十分に余裕のあるビット

長を用意する必要がある．しかし，このような余裕を

設けることで記憶領域の削減が不十分となる問題があ

る．特に，パケットの送信・受信間隔の確率分布によっ

ては最大値に近い時刻差の発生することがまれな場合

があり，この場合多数のパケットに対し不必要に多く

のビットが割り当てられることになる．

上の問題を解決するためには，時刻差の大小に応じ

てビット長を変化させ，任意の時刻差に対応できるよ

うな可変長符号化を行う方法が考えられる．この符号

化は，パケット到着ごとに実行する必要があるので，

単純な処理で実行できる必要がある．この条件を満た

す第 1の手法として次の方法を提案する．

［符号化方法 1］ 符号語を 1バイト（オクテット）の

整数倍で構成する．時刻差を 2進数表示して，下位の

けたから順に 7ビットずつ取り出し，各バイトの下位

7ビットに割り当てる．各バイトの最上位 1ビットは，

符号語の最後のバイトかどうかを表示する．すなわち，

第 iバイトの最上位ビットが 1であれば第 i + 1バイ

トも符号語に含まれ，0ならば第 iバイトが最終バイ

トである．この方法によれば時刻差が nけたで 2進表

示される場合，�n/7� バイトの符号語で符号化が可能
となる．この様子を図 3 に示す．

時刻差の分布によっては符号化方法 1よりビット長

を削減できる．例えば，パケットが一定レートで発生

し，パケット間の時刻差が一定であれば時刻差のもつ

情報量はごく小さいので，更にビット長を削減できる．

この状況で良い特性を期待できる手法として次の符号

化方法 2を考える．

［符号化方法 2］ 送信・受信時刻差の系列 x0, . . . ,

xn−1, xn の移動平均を計算し，送信・受信時刻差 xn

図 3 タイムスタンプのコーディング方法
Fig. 3 The timestamp coding scheme.

から移動平均を減算した値 x̂n を求め，x̂n を符号化方

法 1で符号化する．x̂n は次式で定義される．

x̂n = xn − 1

N

n−1∑
i=n−N

xi. (1)

ここで，N は自然数である．なお，本方法では負の値

も発生するので，符号の表示に 1ビットを付加する必

要がある．

本方法で N の値が小さすぎる場合，一時的な遅延

のばらつきにより移動平均が真の平均値から外れ，効

果が十分に現れない．逆に N の値が極端に大きいと

測定開始時やトラヒック変動時の追従性に問題が出る

と予想され，トラヒックの性質に応じた最良の N の

値があると考えられる．本論文では 6. で述べるよう

に実験的方法により N を決定した．

提案した符号化方式の効果をシミュレーションによ

り評価した．パケット送信・受信時刻差を指定した確

率分布に従ってランダムに発生させ，その値を符号化

したときの平均符号長を送信・受信時刻差の平均値に

対して求めた．ここで各送信・受信時刻差の平均値に

対し，106 個の値を発生させた．時刻差の単位は µs

として，時刻差平均値の範囲を 100 µs～10 s とした．

送信・受信時刻差の確率分布を指数分布，一定分布，

Pareto分布（Shapeパラメータは 1.5）としたときの

結果を図 4，図 5，図 6 に示す．これらの図において

横軸は時刻差平均値，縦軸は平均符号長である．同時

に，発生した全データを固定長で表現する場合の所

要符号長も示している．一定分布の場合はパケットの

図 4 送信・受信時刻差が指数分布に従う場合の提案符号
化方法の平均符号長

Fig. 4 Average byte length by the proposed time-

stamp coding method for the case that time

difference is exponentially distributed.
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図 5 送信・受信時刻差が一定分布に従う場合の提案符号
化方法の平均符号長

Fig. 5 Average byte length by the proposed time-

stamp coding method for the case that time

difference is constant.

図 6 送信・受信時刻差が Pareto 分布に従う場合の提案
符号化方法の平均符号長

Fig. 6 Average byte length by the proposed time-

stamp coding method for the case that time

difference has a Pareto distribution.

レートが一定である状況を模擬するため評価した．ま

た，測定対象トラヒックが自己相似性をもつとき，パ

ケット間の時刻差は heavy-tailedな分布を示すと予想

されるが，そのような状況を模擬するため Pareto 分

布の場合についても評価した．なお，符号化方法 2に

おいて，移動平均のパラメータ N は 6.で述べる予備

実験結果に基づいて 32としている．

図 4 は，符号化方法 1・符号化方法 2ともに固定長

の場合に比べ平均符号長は小さく，特に平均パケット

間隔が短い場合に顕著な効果があることを示している．

更に，時刻差分布が Pareto 分布の場合（図 6）には

提案した符号化方法の効果はより大きくなっている．

これは heavy-tailedな分布のため極端に大きな時刻差

が発生する可能性を無視できず，固定長で表現するに

は同じ平均値の指数分布の場合よりも大きな符号長が

必要となるからである．

符号化方法 1と符号化方法 2を比較すると，図 4 と

図 6 では大きな差はない．しかし，一定分布の場合

（図 5）は符号化方法 2の符号長は符号化方法 1 のそ

れよりもはるかに小さい．これは符号化方法 2で時刻

差が一定の場合，時刻差から移動平均を減算すること

で記録される値が 0 になるからである．このように，

時刻差の分布によって符号化方法 2は記憶領域の点で

符号化方法 1よりも有利になる場合があり，かつ特に

不利な場合はなく，より優れていると考えられる．

5. ハッシュ関数出力値の衝突対策

ハッシュ関数では，異なる入力値に対して同一の値

を出力する「衝突」が確率的に発生する．提案方法で

衝突が発生すると，送り側ノードと受け側ノードで，

異なるパケットに付与されたタイムスタンプを同一の

パケットに付与されたもののようにみなし，遅延変動

の測定値に大きな誤差が発生し得る．したがって，衝

突の影響は最小限に抑える必要がある．

送り側ノードと受け側ノードで記録されるハッシュ

値とタイムスタンプの組のリストを S，Rとする．衝

突の影響を排除して誤りを回避する第 1の方法は，次

のようなものである．

［誤り回避法 1］

（ 1） S の各要素を調べ，ハッシュ値ごとの S 中で

の出現頻度を計算する．R についても同様のことを

行う．

（ 2） S の要素で，ハッシュ値の出現頻度が 2以上

のものを S から取り除いたリスト S′ を作る．同様に

Rからハッシュ値出現頻度が 2以上の要素を取り除い

て R′ を作る．S′ と R′ を測定に用いる．

これにより衝突の発生している要素を測定サンプル

から除去できるが，この処理だけでは衝突の影響を完

全には排除できない．これは，送り側と受け側で記録

されるパケットの集合が必ずしも一致しないためであ

る．今，送り側では記録されないが受け側では記録さ

れるようなパケット pが存在し，pと送り側で記録さ

れるパケット q の間でハッシュ値が衝突する状況を考

える．この状況で q が伝送中に廃棄されると，送り側

では q が記録され，受け側では pは記録されるが qは

記録されない．この場合，記録の中で p，q に相当す

るハッシュ値は S と R 中で一つずつなので，衝突し
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た要素として排除できず，pと q を同一のパケットと

誤判定し，測定誤りが発生する．

上に述べた測定誤りを避けるには，受け側で記録さ

れるパケットが必ず送り側でも記録されるようにすれ

ばよい．これは記録の開始/終了のタイミングに注意

することで実現できる．文献 [4] はパケット損測定を

目的とした記録開始/終了タイミングについて検討し

ているが，これは上の要求条件を満たさない．要求条

件を満たすには次の測定順序が必要である．

［測定順序］

（ 1） 送り側で記録を開始．

（ 2） パケットの片方向遅延よりも十分長い時間 Td

の経過後，受け側で記録を開始．

（ 3） 十分なサンプルの記録後，受け側で記録を

終了．

（ 4） 受け側で記録終了後，送り側で記録を終了．

この手順によれば，受け側で記録されたパケットの

うち最初に送られたものは，送り側で記録開始後に送

信されている．また受け側で記録されたパケットのう

ち最後に送られたものは送り側の記録終了前に送信さ

れる．すなわち，受け側で記録されるパケットの送信

時刻は，送り側での記録期間内である．したがって，

もし，受け側で記録されたパケット pと送り側で記録

された別のパケット q の間で衝突があれば，pも送り

側で記録されているので，必ず S の中で衝突を発見で

き，測定対象から削除される．この結果，衝突の影響

を完全に排除できる．

誤り回避法 1の問題点は，測定に使用できるサンプ

ル数が，記録したサンプル数よりも減少してしまうこ

とである．次にこの現象を解析する．送り側，受け側

で記録したサンプル数をNS，NR，ハッシュ関数があ

る値 hをとる確率を ph とする．Rのある要素と，同

一パケットによるもの以外のすべての S の要素の間で

衝突が起きない確率 pu は次のようになる．

pu = (1 − ph)NS−1. (2)

測定に使われる要素は，S の他のすべての要素に対

し衝突しないものなので，測定に使われる要素数の期

待値 E[M1]は次のように見積もられる．

E[M1] = NR · (1 − ph)NS−1. (3)

一方，ハッシュ関数の出力値のビット長が bであっ

て，パケットから抽出したバイト列を [0, 2b − 1]の整

数に一様に写すとき，ph は次式で表される．

図 7 記録される要素数と計測に使われる要素数の関係
Fig. 7 Relationship between the number of recorded

samples and that of the samples used for mea-

surement.

ph = 1/2b. (4)

図 7 には式 (3)，(4)によって，誤り回避法 1 を用

いたときの記録されるパケット数と測定に使用される

パケット数の関係を，b = 24と b = 16 の場合につい

て示した．同図が示すように，誤り回避法 1を用いた

場合，記録されるパケット数が極端に大きくなると，

測定対象から除外されるパケットが増加し，使用サン

プル数が減少する．このため，使用サンプル数には上

限が発生し，多量のパケットを記録しても使用可能な

サンプル数はこの上限値以上にならない．図 7 が示す

ように，上限値は bを大きくとることで増加する．し

かし，記憶領域の観点では bを無限に大きくできない

ので，多くのパケットを測定する必要がある場合，誤

り回避法 1は使用できない．

より多くのサンプル数を測定可能な方法として，次

の方法を考える．

［誤り回避法 2］

（ 1） S，R の各要素を調べ，各ハッシュ値ごとに

出現回数を求める．ハッシュ値 hの S，Rの中での出

現回数をそれぞれ ch,S，ch,R のように記述する．

（ 2） S，Rの要素で，ハッシュ値 hが ch,S �= ch,R

となるものを削除し，測定用のリスト S′，R′ を作成

する．

（ 3） S′ の中の 2 要素で，同一ハッシュ値 h をも

ち，かつ送信時刻の差がある値 Tth より小さいものが

あれば S′ とR′ からハッシュ値が hである要素を削除
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する．

（ 4） S′ と R′ を測定に用いる．ハッシュ値 hをも

つ要素が複数あれば，S′ と R′ で同じ順序でパケット

が記録されると想定する．

ここで，時間 Tth はネットワーク内で起こり得る

片方向遅延の上界値に選ぶ．インタネットでの実測

例 [6], [7]によれば，ラウンドトリップ遅延の最大値が

400 ms程度なので，Tth は少なくとも 200 ms以上の

値とする必要がある．誤り回避法 2 を適用した場合，

前述の測定順序に従うならば，ステップ（ 2）によっ

て S′，R′ は送り側と受け側の両方で記録された要素

だけとなる．これは，もし受け側では記録されず，送

り側だけで記録されたパケットがあれば ch,S > ch,R

となるからである．更にステップ（ 3）ではハッシュ

値が同一で，かつ順序が逆転している可能性のある要

素を削除している．これらの操作の結果，S′ の要素と

R′ の要素が，同一のハッシュ値 h をとり，かつその

ような要素の中でどちらも第 i番目に記録されたもの

ならば同じパケットの記録と考えることができる．

時間 Tth が片方向遅延より小さい場合，ハッシュ値

h に対応するパケットのうち，あるパケットの遅延が

大きく，次のパケットの遅延が小さいと S′ と R′ で

同一ハッシュ値をもつ要素の順序逆転が起こり得る．

ところがステップ（ 4）において S′ と R′ では同じ

順序で要素を記録すると仮定しているので，このよう

な Tth の設定では対応しない要素間で遅延を計測し，

誤った測定値を算出する可能性が発生する．

誤り回避法 2においても誤り回避法 1と同様の測定

順序が必須である．これは，本測定順序を用いず，か

つパケットが廃棄されると，ch,S = ch,R が成立して

もハッシュ値 hに対応するパケットのうち送り側・受

け側の一方のみで記録されるものが発生し得るからで

ある．この現象が起きると，異なるパケットの送信・

受信時刻から遅延が計算され，測定誤りが生じる．

誤り回避法 2 では S，R の要素の中で衝突が起き

ても要素が直ちに削除されることはないので，より多

くのサンプルを測定に使用できる．また，パラメータ

Tth を十分大きくすれば，順序逆転により測定誤りが

発生する可能性を事実上排除できる．

誤り回避法 2を用いたときの測定に使用されるサン

プル数 E[M2] を次に解析する．本方法ではステップ

（ 2）と（ 3）の両方で記録された要素が削除されるの

で，要素がこれらのステップで削除されない確率から

E[M2]を求める．今，S の要素のうち，送り側では記

録されるが，受け側では記録されないパケットによる

要素の集合を S∗ とする．前述の測定順序に従った場

合，ステップ（ 2）でサンプルが削除されるのは，R

のある要素と S∗ のある要素の間でハッシュ値 hが衝

突し，ch,S > ch,R となる場合だけである．したがっ

て，R のある要素が削除されない確率 pu,step2 は次の

ように求められる．

pu,step2 = (1 − ph)NS−NR . (5)

一方，ステップ（ 3）では，S の要素のうち，ある

ハッシュ出力値 h をとる要素が r 個出現し (r > 1)，

そのうち少なくとも 2 個が Tth 以内に送出されると，

これら r 個の要素は削除される．このとき，Tth 以内

に送出されるパケット数が一定値 d と仮定できるな

らば削除される要素数を計算できる．まず，ハッシュ

値が h であるという条件で，この事象が起きない確

率 pu(r | h, NS) を次のように求めることができる

（付録）．

pu(r | h, NS)

=




(
NS−(r−1)d

r

)
ph

r(1 − ph)NS−r,

for r ≤ (NS + d)/(d + 1)

0, otherwise

. (6)

一方，S の中でハッシュ値が hの要素が r個である

確率 p(r | h, NS)は明らかに次式で表される．

p(r | h, NS) =

(
NS

r

)
ph

r(1 − ph)NS−r. (7)

ハッシュ値が hである条件で，その出現回数が rの

ときの削除確率は p(r | h, NS) − pu(r | h, NS) であ

り，削除条件が成立すると r 個の要素が削除されるこ

とから，削除される要素数 uの期待値を次のように求

めることができる．

E[u] =

2b−1∑
h=0

NS∑
r=2

r{p(r | h, NS) − pu(r | h, NS)}.

(8)

ステップ（ 3）を実行したとき，ある要素が削除さ

れる確率は LS と LR で同じなので，式 (5)と (8)よ

り使用される Rの要素の期待値 E[M2]を次のように

見積もることができる．

E[M2] = NR · pu,step2(1 − E[u]/NS). (9)
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図 7 には式 (9)から求められる E[M2]の値も示し

た．同図より，誤り回避法 1に比べ，誤り回避法 2で

はより多くの測定サンプル数に対応可能なことが明ら

かである．

6. 評 価

提案方法のプロトタイプを Linux OS上で動作する

プログラムとして実装した．本プロトタイプは 4. と

5.で述べた計算手続きを実行し，測定対象トラヒック

の遅延の標準偏差，IETF RFC1889のジッタ，ITU-T

Rec. Y-1541の IPDVを測定できる．本プロトタイプ

を用い，提案方法が遅延変動パラメータを正確に測定

することを実験により確認した．

実験系は図 8 に示すように，送り側 (source) ノー

ド，受け側 (destination)ノード，ネットワークエミュ

レータにより模擬されたネットワークで構成される．

ネットワークエミュレータとしては NIST Net [15]を

用いている．

この系で，まず測定の正確さと記憶領域削減効果を

明らかにするための実験を行った．送り側ノードと受

け側ノードの間で提案方法を実行し，遅延の標準偏差，

RFC1889 のジッタを測定した．ハッシュ関数は，IP

パケットの第 5バイトから第 9バイトまで，及び第 25

バイトから 20バイトを取り出したバイト列 xを入力

とし，次のように定義した．

h(x) = x mod 16777213. (10)

関数 h(x) の出力値は 3 バイトで表現できる．また，

パケットのタイムスタンプの単位時間は 1µs とした．

また，符号化方法 2でパラメータ N（式 (1)）の値は

予備実験により 32 に設定した．予備実験では後述の

測定対象トラヒックに対し，N を 1から 64の範囲で

変化させて送り側と受け側の符号長を調べ，その結果，

N の増加に対し平均符号長は減少することを確認し

た．しかし，N を 32 から 64 に増加させたときの平

均符号長の減少率は 0.2%以下であり，N ≤ 32の場合

に比べ減少率は小さく，本実験の条件では N を 32よ

図 8 実験系構成図
Fig. 8 The network configuration for evaluation.

り大きな値に設定する必要はないと思われる．

測定対象のトラヒックは送り側ノードでMGEN [14]

を用いて発生させた．このトラヒックに対し，受け側

ノードではMGENのログ機能を用いて測定対象パケッ

トごとの送信時刻と受信時刻を記録した．この時刻情

報から遅延変動パラメータ（遅延標準偏差，RFC1889

のジッタ）を計算し，提案方法による測定結果と比較

した．また，遅延の標準偏差測定の正確さの評価とし

て，エミュレータで遅延の標準偏差を設定できること

を利用し，提案方法が測定した遅延の標準偏差をエ

ミュレータの設定値と比較することも行った．

実験ではエミュレータで設定する遅延の標準偏差 σ

を 10 ms から 100 ms の範囲で 10ms ずつ変化させ，

σ の値ごとに提案方法とMGEN による測定を 5回実

行した．この結果 50個のデータセットを取得した．こ

こで，エミュレータでは連続するパケット間での遅延

の相関計数は 0.4，遅延の絶対値は 200 ms，その他の

設定はデフォルト値とした．トラヒック源では，測定

対象のトラヒックを 100 ppsのレートで一定周期で発

生する UDPパケット列，パケット長は 1000 バイト，

発生時間は 500 sとした．以上の測定を符号化方法 1

と 2，誤り回避法 1と 2について実行した．

図 9 にエミュレータで設定した遅延の標準偏差 σに

対する測定値を示す．同図の結果は符号化方法 2と誤

り回避法 2によるものであるが，他の組合せでも結果

は同様であった．図 9 が示すとおり，提案方法の測定

値はエミュレータ設定値と非常によく一致しており正

図 9 ネットワークエミュレータで設定した遅延の標準偏
差と提案方法による測定値の関係

Fig. 9 The standard deviations of delay measured by

the proposed method versus the values set on

the network emulator.

17



電子情報通信学会論文誌 2006/1 Vol. J89–B No. 1

しい測定がされているものと考えられる．

提案方法による測定値と，MGEN のログ機能によ

り求めた値を比較すると，符号化方法 1と 2，及び誤

り回避法 1 と 2 のすべての組合せで，提案方法によ

る測定値とMGENによる測定値の間の相対的な差は

0.1%未満であって，二つの方法による測定値はよく一

致した．この結果からも提案方法による測定値は信頼

できるものと考えられる．若干の数値の相違があるの

は，一部のパケットに関するデータを測定対象から除

去しているためと考えられる．

次に，上の実験で記録されたデータの大きさからタ

イムスタンプ符号化の効果を評価する．本実験では，

各測定点条件の 1回の測定で約 5× 104 個のパケット

のハッシュ関数出力とタイムスタンプが記録される．

送り側，受け側のノードでそれぞれ記録されるデータ

のサイズを記録したパケットのサイズで割ることでパ

ケット当りの記憶領域を計算できる．ハッシュ値には

3バイトが使われるので，パケット当り記憶領域から

3バイトを差し引くとタイムスタンプの符号長が求め

られる．図 10 は符号化方法 1と 2によるタイムスタ

ンプ符号長の平均値を 50 個のデータセットから求め

た結果を示している．固定長の符号で現実に起こり得

る時刻差を表現するには 3バイト程度の語長が必要で

あり，比較のため図 10 にはその値も示している．更

に，同図には符号長の最大値と最小値，σ = 0とした

ときの平均符号長も示している．

図 10 が示すように，符号化方法 1を用いることに

よりタイムスタンプは 1 パケット当り平均 2.09 バイ

図 10 提案符号化方法によるタイムスタンプ記憶領域の
削減の実験評価結果

Fig. 10 Evaluation of storage space savings obtained

by the proposed timestamp coding methods.

トである．すなわち固定長の場合に比べ 0.91 バイト

（約 30%）の領域削減が達成できたことになる．また，

符号化方法 2を適用した場合は平均値で更に 0.4バイ

トほど領域を削減できる．これは，本実験では送り側

が一定レートでパケットを発出しているため，図 5 の

場合と同様の理由で送り側のタイムスタンプ領域が著

しく縮小することによる．この結果，符号化方法 2の

適用によりタイムスタンプ部分は固定長の場合の半分

程度まで削減可能となる．

符号化方法 1，2ともに平均符号長は遅延の標準偏差

σ に左右されると予想される．しかし，σ ≥ 10 msで

は，いずれの符号化方法でも，σの変化に対する平均符

号長の増減は 1.2%以下の小さいものであった．一方，

σ = 0とすると，平均符号長は符号化方法 1ではほと

んど変化しなかったが，符号化方法 2では σ ≥ 10 ms

の場合よりも約 0.6バイト減少した．これは σ = 0と

することで遅延がほぼ一定となり，受け側のパケット

到着間隔が一定値に近づくので，符号化方法 2では記

録する数値の所要けた数が減るからである．

符号化方法 1の場合，符号長の最大値は固定長の場

合と同じく 3 バイトであるが，最小値は 1 バイトに

なっており可変長符号化の効果が現れている．一方，

符号化方法 2では，最大値は 4バイトで他の方法より

も大きい．この最大値は記録中最初の要素で発生して

おり，正負の符号表現のため 1ビットを使用するため

に他の方法より最大値が大きくなると考えられる．符

号化方法 2でも最小符号長は 1バイトである．

図 5 より明らかなように提案方法を用いれば送り側

と受け側のノードで 1パケット当り平均 4.6バイトほ

どの記録を行えばよい．もし tcpdumpのようなツー

ルを使ってパケット全体を記録しようとすれば，本実

験の条件では 1パケット当り 1000 バイト以上必要と

なるので大きな節減である．また，パケットの一部だ

けを識別用に記録するとしても，3.で述べたように ID

フィールドだけでは不十分であり，ペイロードの一部

を含めパケット当り 10 数バイト以上を記録する必要

がある．これに固定長タイムスタンプを加えることを

考えると，パケットの一部のみを記録する場合と比べ

ても提案方法では 1/4以下に記憶領域を削減している．

次に，第 2の実験として，誤り回避法 2による測定

サンプル数のスケーラビリティ改善効果を，誤り回避

法 1 と比較して評価する．方法としては，第 1 の実

験と同じ系で測定時間を変化させ，受け側で記録され

たパケット数と，衝突の影響を受けるため削除される
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図 11 誤り回避法 1 と誤り回避法 2 で測定対象から除外
されるパケット数の実験結果

Fig. 11 The measured numbers of the packets re-

moved from the recorded samples with the

error avoidance methods 1 and 2.

サンプル数との比較を行った．トラヒックのレートは

5 kpps，遅延は 200 ms，遅延の標準偏差は 20 ms，パ

ラメータ Tth は 10 sとした．測定時間は 100～1000 s

として，各測定時間について 5回測定を繰り返した．

第 2の実験の実験結果を図 11 に示す．同図におい

て x軸は受け側で記録されたパケットの数，y 軸は誤

り回避法 1 及び 2 で測定対象から除外されるパケッ

トの数である．図 11 より明らかなように，記録した

パケット数の増加に対し誤り回避法 1では除外される

パケット数が急激に増加している．このことから誤り

回避法 1がサンプル数に対するスケーラビリティの点

で問題があることを確認できる．一方，誤り回避法 2

では除外されるパケットの数は誤り回避法 1の場合よ

りもはるかに小さくなっており，記録パケット数増加

に対する除外パケット数の増加も緩やかである．した

がって，長時間または高いパケットレートでの測定の

可能性があれば誤り回避法 2を使用すべきと考えられ

る．また，図 11 には式 (3)，式 (9)を用いて求めた除

外パケット数の理論値も同時に示している．誤り回避

法 1の場合，除外パケット数の実験値は理論値とよく

一致している．誤り回避法 2の場合，ばらつきはある

が測定点は理論値曲線の上下に分布しており，おおむ

ね一致している．このことは，5.で述べた測定サンプ

ル数に関する解析結果は，実際の振舞いをよく予想し

ていることを示している．

7. む す び

本論文は，IPネットワークの遅延変動をパッシブ測

定する手法について検討した．パケットの識別情報を

ハッシュ関数を用いて取得する方法を基本として，そ

の技術課題の解決を図った．まず，タイムスタンプの

記憶領域削減に関して，パケットの送信・受信時刻差

を可変長符号化することで記憶領域を削減可能なこと

を示した．特に，パケットの到着過程によっては，送

信・受信時刻差からその移動平均を減算した値を符号

化することで記憶領域を更に削減できることを明らか

にした．次に，ハッシュ関数出力の衝突による測定誤

りを回避する手法について考察した．その第 1の方法

として，記録の中でハッシュ値が衝突している要素を

すべて削除し，完全に衝突の影響を排除する方法（誤

り回避法 1）を提案した．しかし，この方法は記録す

るパケットサンプルの数に対してスケーラブルでない

問題点のあることを解析により示した．この問題に対

して，衝突が発生してもパケットの順序で同一パケッ

トを識別できる場合は測定対象に含めることでスケー

ラビリティを改善する第 2の方法（誤り回避法 2）を

提案した．誤り回避法 2についても測定に使用するサ

ンプル数を解析した．実験によりこれらの符号化方法

と誤り回避法の組合せにより正しく遅延変動を測定で

き，かつ記憶領域を大きく削減可能なことを示した．

また，誤り回避法 1は解析で予想されたとおりにサン

プル数に対するスケーラビリティの問題が発生するこ

とと，誤り回避法 2ではそのような問題が発生しない

ことも実験により確認した．

今後は，測定可能なビット/パケットレート上限を

詳細に評価するとともに，パケットのキャプチャ機構

の性能限界に対する対策を検討し，より信頼度の高い

測定法とすることが課題となる．
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付 録

式 (6)の導出

まず r > (NS + d)/(d + 1) の場合について考察す

る．ハッシュ値 h をもつ要素が削除されないならば，

ハッシュ値 hをもつ要素でリスト S の中で第 i 番目の

もの eh,i と第 i + 1番目 (1 ≤ i < r)のもの eh,i+1 の

間に，ハッシュ値が h でない要素が少なくとも d個存

在する．i = 1, 2, . . . , r − 1 についてこの状況が成立

するので次式が満たされる必要がある．

NS ≥ (r − 1)d + r. (A·1)

条件 r > (NS + d)/(d + 1)は式 (A·1)の否定であ
るので，ある iに対して eh,i と eh,i+1の間の要素数が

d未満になっている．したがって，

pu(r | h, NS) = 0 for r > (NS + d)/(d + 1).

(A·2)

次に r ≤ (NS + d)/(d + 1)の場合について証明す

る．まず，r = 2の場合を考える．ハッシュ値 hをと

る二つの要素のうち最初のものが S の中で第 i 番目，

もう一方が第 j 番目に出現するとする．この 2要素が

削除されないならば，iと j の間に少なくとも d個の

ハッシュ値が hではない要素が存在する．すなわち i

と j の間に次の関係が成立する．

i + d < j. (A·3)

ハッシュ値 h をとる要素が二つで，式 (A·3) が成

立する確率が pu(h, 2, NS)であり，次のように求めら

れる．

pu(2 | h, NS)

=

NS−d−1∑
i=1

NS∑
j=i+d+1

ph
2(1 − ph)NS−2

= ph
2(1 − ph)NS−2

NS−d−1∑
i=1

(NS − d − i)

=

(
NS − d

2

)
ph

2(1 − ph)NS−2. (A·4)

上式は r = 2の場合，式 (6)が成立することを示し

ている．

次に r = r0 − 1 (r0 > 2) の場合に式 (6) の成立を

仮定し，r = r0 の場合を考察する．ハッシュ値 h を

とる r0 個の要素で最初のものが S の第 i番目に現れ

るとする．すると，ハッシュ値 h の要素が削除され

ないならば，第 i + 1 番目から第 i + d番目の要素の

ハッシュ値は hではない．したがって第 i + d + 1番

目以降の NS − i − d個の要素の中にハッシュ値 hを

とる r0 − 1 個の要素があって，かつこれらも削除さ

れない条件を満たしている．この事象が起きる確率が

pu(r0 | h, NS)であって，次のように求められる．

pu(r0 | h, NS)

=
∑
i≥1

ph(1−ph)i+d−1pu(r0−1 | h, NS−i−d).

(A·5)

ここで，pu(r0 − 1 | h, NS − i − d)が 0とならない

ような iについて式 (A·5)の右辺を求めると次のよう
になる．

pu(r0 | h, NS)
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=

NS−(r0−1)(d+1)∑
i=1

(
NS − i − (r0 − 1)d

r0 − 1

)

× ph
r0(1 − ph)NS−r0

= pr0
h (1 − ph)NS−r0

NS−1−(r0−1)d∑
j=r0+1

(
j

r0 − 1

)
.

(A·6)

式 (A·6)に次の関係 [16]

n∑
r=m

(
r

m

)
=

(
n + 1

m + 1

)
, (A·7)

を適用すると次式を得る．

pu(r0 | h, NS) =

(
NS−(r0−1)d

r0

)
ph

r0(1−ph)r0 .

(A·8)

式 (A·8)は r = r0 −1で式 (6)が成立すれば r = r0

でも成立することを示している．式 (A·4)と合わせれ
ば，r ≤ (NS + d)/(d + 1)のときすべての r ≥ 2につ

いて式 (6)は成立する．
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