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パブリックスペース設置型無線 AP における
ダウンリンク帯域の不正占有対策
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概要：スマートフォン等の無線端末の急速な普及にともない，LTE（Long Term Evolution）方式を用いた
携帯電話網へのアクセストラフィックが急激に増加している．そのため，アクセストラフィックを光ファ
イバ等の有線回線に接続された無線 AP（Access Point）にオフロードすることで，LTE 網への負荷を軽
減することが求められている．しかし，不特定多数の人が利用するパブリックスペースに設置される無線
AP では AP を利用するユーザ間に社会的なつながりが存在しないため，他者よりも自端末のみの通信を
優先する利己的なユーザの出現が問題となる．そこで，本論文では，無線 AP のダウンロード帯域の獲得
を目的とする不正行為への対策として，既存端末との通信の互換性を維持しながら効果的に不正行為の影
響を排除できる手法を提案する．また，提案手法を計算機シミュレーションによって評価した結果，1）無
線 AP のみに提案手法を導入した場合であっても，ネットワーク端末間の公平性を維持しながら不正行為
による影響をほぼ無効化できること，ならびに，2）AP が競合なしに効率的に連続送信することでスルー
プットを不正端末なしのネットワークよりも向上させることができることの 2 点を明らかにする．
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Abstract: On the basis of growing popularity of smartphones, mobile data traﬃc on the LTE (Long Term
Evolution) has been rapidly increased. Therefore, it is needed to oﬄoad the such mobile data traﬃcs to the
wireless AP (Access Point) connecting to the broadband wired communication lines. However, in the case of
wireless AP at the public open spaces, the AP will be made available for users in which each user does not
have any social connection each other. This also induces the malicious nodes using other node’ bandwidth,
wrongfully. In this paper, we propose a new protocol for mitigating the bad eﬀects of the malicious nodes in
IEEE802.11 based wireless AP on public spaces while keeping compatibilities with the common IEEE802.11
wireless LAN. The results of computer simulations conﬁrm that our proposed protocol can invalidate the
eﬀects of malicious node while keeping throughput performance compared with the common IEEE802.11
wireless LANs.
Keywords: Traﬃc oﬄoad, public wireless LAN, selﬁsh

1. はじめに
スマートフォンやタブレットといった無線端末の急速な
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普及にともない，LTE 方式を用いた携帯電話網へのアクセ
ストラフィックが急激に増加している [1]．その結果，大幅
に増加したアクセストラフィックに耐えられず，LTE 回線
が通信障害を引き起こす等の事例が報告されている [2], [3]．
本論文の内容は 2014 年 12 月の第 22 回マルチメディア通信と
分散処理ワークショップにて報告され，同研究会主査により情報
処理学会論文誌ジャーナルへの掲載が推薦された論文である．
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この急増したトラフィック負荷が原因となって発生する通

のそれよりも短い期間で増加させることでダウンリンク帯

信障害に対して，LTE 回線のアクセストラフィックの一部

域を優位に独占することができる．不正端末が帯域を独占

を光ファイバに接続される無線 AP にオフロードすること

すれば，当然のことながら，通常端末のスループットは大

で，通信障害発生のリスクを軽減する手法が提案されてい

幅に低下し，端末間の公平性は大きく低下する．

る [4], [5]．

この不正行為に対して，無線端末間で不正端末が設定す

携帯電話事業者は大型の商業施設や公共施設内のパブ

る NAV 期間を破棄することで通常どおり新たなデータ送

リックスペースに誰でも無料で利用できる無線 AP を設置

信を行うという対策が提案されているが [12]，同対策の恩

し，LTE 回線から無線 AP へオフロードすることを推奨し

恵を受けるためには，すべての端末が個別に同対策を実装

ている [6]．ところが，この種の無線 AP を利用するユーザ

する必要がある．そのため，無線 AP1 台のみの仕様を変

間にはそもそも社会的な関係性が存在しないために，自端

更することで不正行為を抑制できればより不正対策のため

末のみの通信を優先し，他の端末よりも多くの帯域を獲得

のコストは削減できる．

しようとする利己的なユーザの出現が懸念される．

そこで，本論文では，TCP ダウンリンクスループットの

利己的なユーザが複数ユーザで共有すべき無線 AP の通

不正獲得を目的として実施される inﬂated ACK-NAV の影

信帯域を占有してしまうと，ユーザ端末間の通信の公平性

響を軽減する新たな手法を提案する．具体的には，配下の

は大きくくずれてしまうため，そのような無線 AP は LTE

端末が ACK 返信時に不正に NAV 期間を設定したと判定

回線のオフロード先としての役目を果たすことができなく

した場合には，AP が同端末が送信するデータフレームを

なる [7]．そのため，トラフィックオフロードを目的として

一定時間，有線ネットワーク側に中継せずにすべて破棄す

パブリックスペース設置型の無線 AP を利用するためには

ることで不正端末による帯域の不正占有の影響を抑制する

利己的なユーザの不正行為を抑制し，端末間の公平性を維

手法を提案する．また，計算機シミュレーションを用いた

持する手法が強く希求される．

評価によって提案方式の有効性を明らかにする．

現在まで，利己的なユーザが通信帯域を占有する不正行

以下に，本論文の構成を述べる．2 章では，無線 LAN

為については多くの議論が行われており，同様にその対策

（Local Area Network）に適用される IEEE802.11 規格の

も提案されているが [8], [9], [10]，そのほとんどがアップリ

通信プロトコルと，AP の通信帯域の不正獲得を目的とし

ンク帯域の占有を目的とする不正行為を対象にしたもので

た不正行為とその対策について述べ，現状の問題点を明

あり，ダウンリンク帯域を対象にしたものについては，こ

らかにする．3 章では，inﬂated ACK-NAV がダウンリン

れまであまり議論が行われてない．しかしながら，近年，

ク帯域に与える影響を計算機シミュレーションで評価し，

スマートフォンやタブレットといった現状のスマートデバ

inﬂated ACK-NAV によりネットワークの公平性が低下す

イスを用いた通信では動画や音声の受信といったダウンリ

ることを明らかにする．4 章では，inﬂated ACK-NAV に

ンクトラフィックが主体となる通信が主な利用形態となっ

よる不正行為の影響を AP 側のみで軽減する手法を 2 つ提

ている [11]．そのため，スマートフォンの無線 AP への効

案し，5 章において同提案手法の有効性評価を行う．6 章

果的なトラフィックオフロードを実現するためには，これ

では，既存の inﬂated ACK-NAV 対策と本論文での提案手

まであまり議論されていないダウンリンクでの不正行為に

法の性能を比較し，既存手法に対する提案手法の優位性を

対しても十分な検討を行うことが必要となる．

明らかにする．7 章は，本論文のまとめであり，本研究で

さて，ダウンリンクにおける不正行為には IEEE802.11
規格の ACK（ACKnowledgement）フレームのヘッダに記
載されるデュレーション値を操作する inﬂated ACK-NAV

得られた研究成果について総括する．

2. 通信帯域の不正な帯域獲得

という手法 [12] がある．同不正手法では，ACK のデュレー

通信帯域の不正獲得対象はアップリンクとダウンリンク

ション値を 0 よりも大きな値に設定することで，これを傍

の 2 種類に大別できる．以下，本章では，それぞれの不正

受した他の端末に対して不正に NAV（Network Allocation

行為の概要について述べる．

Vector）を設定させる．NAV 期間が設定された端末は，同
期間が経過するまでの間，新たなデータ送信が禁止されて
しまう．そのため，不正端末のみが，他端末との競合なし
に連続的にデータ送信を行うことになる．

2.1 アップリンクでの不正な帯域獲得
CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance）方式では，データ送信前に固定長の IFS

ここで，不正端末が TCP（Transmission Control Proto-

（Inter Frame Space）期間と CW（Contention Window）以

col）トラフィックを受信している場合は，サーバからの

下の乱数で生成されたバックオフ時間の待機とキャリアセ

TCP セグメント受信後に inﬂated ACK-NAV による不正

ンス動作と組み合わせることで，複数端末による同時送信

行為を実施することで，自身の TCP-ACK を通常よりも短

に起因するフレームの衝突を防ぐ．

時間でサーバに返信し，TCP ウィンドウサイズを他端末

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 3 なりすまし ACK による ACK 返信の妨害

Fig. 3 Attack to ACK by Spoofing ACK.
図 1 不正な IFS と CW の短縮設定

Fig. 1 Cheats of IFS length and CW value.

図 4 なりすまし ACK によるデータ再送の妨害

Fig. 4 Attack to DATA by Spoofing ACK.
図 2

CTS によるアップリンク不正対策

Fig. 2 Countermeasure of illegal bandwidth acquisition on UP
link by CTS.

端末（Selﬁsh）はデータフレームを受信している通常端末
（Normal）になりすまして ACK を AP に返信する．この
とき，通常端末から ACK が返信された場合は，ACK どう

して，自端末の送信機会を他の端末よりも多く獲得するた

しの衝突が起こるため，AP はいずれの ACK も正常に受

めに，IFS 期間と CW の範囲を通常より小さく設定する手

信できない．そのため，AP は対応するデータフレームの

法を報告している．この不正行為の概要を図 1 に示す．

送信に失敗したと判断し，そのフレームを再送する．この

また，これに加えて不正端末では，自身の送信するフ

ように，この不正行為では不正端末が通常端末の ACK 返

レームの衝突が発生した際に通常の IEEE802.11 端末が実

信を妨害し，不要な再送を行わせることで，通常端末宛の

施するバイナリバックオフを行わないことで，他の端末よ

送信レートを低下させる．

りも送信を優先させる不正行為も報告されている．

また，なりすまし ACK では ACK の返信を妨害するだけ

一方では，バックオフ期間短縮の不正行為に対して，不正

でなく，データの再送も妨害する（図 4 参照）
．ここで，AP

端末を検出する手法もすでに報告されている [9]．また，検

と通信している端末が AP から送信されたデータフレーム

出された不正行為に対する対策として，不正行為による悪

を正しく受信できなかった場合，AP は同じデータフレー

影響を受けた端末に対して AP から CTS（Clear to Send）

ムを再送する．ところが，不正端末は受信に失敗した通常

を送信することで，指定的に送信権を付与し送信機会の公

端末になりすまして，AP に ACK を返信する．そのため，

平性を改善する方式 [8] も提案されている．図 2 はその提

AP はデータフレームが正しく受信されたと誤認識するた

案方式の概要を示す．

め，再送は行われない．

同方式では，AP が不正端末からのデータフレームを受

このとき，通常端末が TCP 通信を行っていた場合，なり

信した際に，ACK を返信せずに送信権を付与したい通常

すまし ACK によりデータの再送が行われないため，TCP

端末宛てに CTS を送信する．ここで，同 CTS を傍受した

データを受信できないことになる．結果として，通常端末

不正端末には NAV 期間が設定され，CTS の宛先端末のみ

は TCP-ACK を返信することができず，輻輳制御により通

が送信を開始できる．NAV 期間終了後に，不正端末が最

常端末宛の送信レートが低下する．このように，なりすま

も早く再送する可能性があるが，この再送データフレーム

し ACK において，不正端末は他の端末宛の送信レートを

に対しても，同様に ACK ではなく CTS を返信することで

下げることで，自身宛の送信レートを上げさせる．

不正端末の送信を抑制する．

ところで，この不正行為を実装するためには，通常の

IEEE802.11 とは異なる手順のプロトコルで不正端末の
2.2 ダウンリンクでの不正な帯域獲得

MAC（Media Access Control）動作をさせる必要がある．

2.2.1 なりすまし ACK [12]

2.2.2 Inflated ACK-NAV [12]

ダウンリンクでの不正行為の 1 つになりすまし ACK

自端末が送信する ACK のデュレーション値を 0 よりも

（Spooﬁng ACK）[12] がある．図 3，図 4 になりすまし

大きな値に設定することで，他端末の送信を禁止する不

ACK の概要を示す．図 3 に示すように，AP が他の端末

正行為を inﬂated ACK-NAV と呼ぶ．同不正行為の概要を

宛てにデータフレームを送信していることを傍受した不正

図 5 に示す．

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 5 inflated ACK-NAV

Fig. 5 inflated ACK-NAV.

inﬂated ACK-NAV における不正端末では，フラグメン
テーション等が適用されていない場合は通常 0 が設定され
る ACK のデュレーション値に 0 よりも大きな値を設定す

図 6

ることで，周囲の端末に不正に NAV 期間を設定する．結

評価ネットワーク

Fig. 6 Network topology for evaluation.

果として，同 ACK を傍受した端末は不正なデュレーショ
表 1

ン値に応じた期間，新たな送信を開始することができなく

シミュレーション諸元

Table 1 Simulation parameters.

なる．
このように，inﬂated ACK-NAV を実施すれば MAC レ
ベルにおいて他の端末よりも多くの送信権を獲得するこ
とが可能となる．さらに，inﬂated ACK-NAV では，不正
に獲得した送信権を使用して，TCP セグメントに対する

TCP-ACK を通常よりも短い時間で返信すれば，TCP フ

項目

設定値

無線規格

IEEE802.11g

無線伝送速度

54 Mbps

有線伝送速度

100 Mbps

試行回数

300 回

シミュレーション時間

100 秒

ローの輻輳ウィンドウのサイズを増加させることで，自身
の通信帯域を短期間で他の端末よりも大きく増加させるこ

後に，自身のダウンロードをシミュレーション終了時まで

とができる．この不正行為は ACK のデュレーションの値

実施する．各端末は item と呼ばれるデータ群を単位とし

を変更することのみで実施が可能となっている．そこで，

てサーバから 1 つずつダウンロードする．端末からサーバ

次節以降，inﬂated ACK-NAV を TCP 受信スループット

向けのアップリンクへは制御フレームのみが送信される．

獲得のために実施された場合の影響について調査する．

また，ダウンロードされる item のサイズはランダムに決

3. Inﬂated ACK-NAV による帯域占有
3.1 シミュレーション環境

定されるものの，TCP の MSS（Max Segment Size）とし
て設定した 512 byte を超える item は 512 byte 以下の複数
のセグメントに分割されて送信される．1 つの item のダ

inﬂated ACK-NAV によるダウンリンク帯域の不正獲得

ウンロードが完了した場合はすぐに新たな item のダウン

の影響を図 6 に示すネットワークトポロジ上で評価する．

ロードを開始する．ここで，各 item サイズはランダムに

評価には Qual Net [14] を使用する．ここで，同図の端末

決定されるものの，すべての端末のダウンロードはシミュ

5 台のうち 1 台は ACK のデュレーション値を不正に大き

レーション終了時まで継続されるため，端末間での受信要

な値に設定する不正端末（GR）
，その他の 4 台は通常端末

求数の大きな偏りはない．このように，シミュレーション

（N Ri （i ≤ 4））とする．
次に，不正端末による帯域占有の影響と ACK デュレー

ではすべての端末のトラフィック設定は公平な評価のため
に同一としている．

ション値の大きさとの関係性を確認するために，不正端末

しかしながら，FTP ダウンロードは TCP に従って実施

の ACK が設定するデュレーションの値を 0.1 から，デュ

されるため，TCP の輻輳制御の影響によって端末間での

レーションとして ACK に設定可能な値の上限値 [15] 30 ms

トラフィックの受信パターンは変動することになる．結果

の範囲で変化させた．なお，表 1 にも示すように無線部の

として，上述のように評価パラメータを設定することで

パラメータは IEEE802.11g に準拠した値を採用した．

TCP の輻輳制御を不正利用してスループット獲得を試み

また，評価では，ダウンリンク帯域の不正獲得行為の影
響を純粋に調査するために，GR，N Ri （i ≤ 4）の 5 端末

る inﬂated ACK-NAV の影響を純粋に評価することが可能
となる．

が，それぞれ対応する Server からデータをダウンロードす
る FTP トラフィックのみを設定した（図 6）
．データをダ

3.2 シミュレーション結果

ウンロードする 5 台の端末は，シミュレーション開始 1 秒

以下では，総スループット，ユーザスループット，Fairness

後にそれぞれ対応するサーバに対してセッションを張った

Index の 3 つの基準で inﬂated ACK-NAV による影響を評

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 7 総スループット

図 9

Fig. 7 Total throughput performance.

Fairness Index

Fig. 9 Fairness Index.


n
F airnessIndex =

2
xi

i=1
n


n

(1)
xi 2

i=1

ここで，n は端末数，xi （i ≤ n）は各端末の受信スルー
プットとする．Fairness Index は 0〜1 の間の値をとり，こ
の値が 1 に近いほど端末間の受信スループットの公平性が
高いことを意味する．
図 8

ユーザスループット

Fig. 8 User throughput performance.

図 9 は，前項で示した図 8 の端末 5 台の受信スループッ
トの値から Fairness Index を算出したものである．同図よ
り，不正に設定された NAV 値が 1 ms 付近を超えると，同

価する．

NAV 値の増加につれて Fairness Index が低下することが

3.2.1 総スループット

分かる．これは，同値の増加によって不正端末のユーザス

総スループットを評価した結果を図 7 に示す．同図よ

ループットが増加するのに反して，通常端末のそれが減少

り，不正に設定された NAV 値が 1 ms よりも大きくなると

することで，不正端末と通常端末のスループット差が大き

総スループットが減少していることから，不正設定された

くなったためであると考えられる．

NAV 値が大きいほどネットワークに与える悪影響は大き

3.2.4 Inflated ACK-NAV 特性評価結果に対する考察

くなることが分かる．

3.2.2 ユーザスループット

これまでに示した評価結果から，不正端末が設定する

NAV 値が大きくなるほど，不正端末が占有する帯域は増

図 8 に端末ごとの受信スループットを評価した結果を

加すること，同時に通常端末の帯域が減少することをそれ

示す．同図より，不正に設定された NAV 値の増加に比例

ぞれ明らかにした．inﬂated ACK-NAV の不正行為が実施

して，不正端末のユーザスループットが急激に増加するこ

されてしまうと，端末間の帯域使用の公平性が大きく崩れ

と，ならびに，通常端末のスループットは逆に減少するこ

るだけでなく，無線区間全体の総受信スループットも低下

とが分かる．特に，ACK-NAV の上限値付近となる 30 ms

するために，無線 LAN へのトラフィックオフロードを検

付近の NAV 値では，N R1 〜N R4 はほとんど帯域が獲得で

討する際の大きな妨げになる．

きていないことが分かる．

さて，文献 [12] では，inﬂated ACK-NAV への対策とし

このことから，不正端末が ACK の NAV 値を増加させ

て，ACK のデュレーションに不正な NAV 値が設定されて

る一方で，通常端末の帯域が大きく減少し，帯域獲得にお

いた場合，これを検知した端末側が無視することで影響を

いてネットワークは不公平な状態に陥ることが分かる．

排除することを提案しているが，このような方法では，す

3.2.3 Fairness Index

べての端末に同対策を実装する必要があり，現在のように

ネットワークの公平度をより定量的に評価するために

非常に多くの端末が普及した状況では，その実現は困難で

Fairness Index [16] を用いて評価する．Fairness Index と

ある．そのため，本論文では無線 AP1 台のみに対策を実

はネットワーク資源の割当ての公平度を定量的に評価する

装することで inﬂated ACK-NAV の影響を軽減する方法を

指標であり，以下の式で算出される．

検討する．

4. AP による不正端末のデータ送信抑制
inﬂated ACK-NAV による不正な帯域獲得を防ぎ，端末
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間の公平性を維持することを目的とした 2 つの手法を提案

フレームに記載した送信先アドレスが不正な帯域獲得を試

する．手法 1 では，不正に設定された NAV 期間において，

みた端末のアドレスとなる．

不正端末が送信するデータフレームをネットワーク側に中

ところで，IEEE802.11 では，元々，ACK が返信されな

継せずにすべて破棄する．また，手法 2 では手法 1 の動作

い場合の再送に備えて，DATA フレームを ACK の受信完

に加えて，不正に設定された NAV 期間に AP の送信機会

了時まで保持する．したがって，本手法では，不正端末の

を増加させることですべての端末を宛先とするダウンリン

検出のために送信前のオーバヘッドを増加させることを避

クスループットの向上を図る．以降，両手法を具体的に説

けるため，不正なデュレーション値を検出した場合に，再

明する．

送のために保持している DATA フレームの宛先アドレスを
参照することで，不正を試みた端末のアドレスを特定する．

4.1 不正端末の送信回数増加の抑制（手法 1）

次に，AP は不正に設定された NAV 期間に，同不正 NAV

提案手法 1 の動作概要を図 10 に示す．同手法では，AP

期間を設定させた端末から受信したデータフレームは中継

が ACK を受信した際に，同ヘッダに記載されたデュレー

することなくすべて破棄することで不正端末のトラフィッ

ション値を検査する．ここでは，More Flag の値も同時に

クを遮断する．このようにすれば，TCP の輻輳制御によ

検査することで，現在の送受信にフラグメンテーションが

り不正端末を宛て先とするダウンリンクの送信レートは低

適用されていないにもかかわらず，ACK のデュレーショ

下するため不正な帯域獲得の影響が排除できると考えられ

ン値が 0 でなかった場合に，不正な帯域獲得を目的とし

る（図 11 参照）．

たデュレーション値が設定されていると判断する．ここ

さて，通常端末は不正に設定された NAV 期間内は自身

で，不正なデュレーション値を持つ ACK を検知した AP

の新たなデータフレームを送信できないが（図 12 (1)），

は ACK の送信元とそのデュレーション期間を記録する．

受信したデータフレームに対する ACK の返信は可能であ

ここで，IEEE802.11 における ACK フレームのヘッダ

る [17]（図 12 (2)）
．そのため，AP が通常端末宛に DATA

には，同フレームを送信した端末のアドレスは記載されて

フレームを送信した場合にも ACK のタイムアウトによる

いないが，次の手順によって不正な帯域獲得を試みた端末

MAC レベルでの再送制御は発生しないため，手法 1 を採

のアドレスを特定できる．

用することによる通常端末のユーザスループットの低下は

IEEE802.11 では，1 対 1 のユニキャスト通信を実施す

起こらない．

る場合には，必ず，すべての DATA フレームに 1 対 1 で
対応する ACK による応答確認がそれぞれ実施される．こ
こで，受信端末が DATA フレームの受信に失敗した場合
には ACK は返信されないが，受信端末が正しく DATA フ
レームを受信した場合は，同フレームに対応する ACK が

DATA フレームの送信側に返信される．
さて，IEEE802.11 では，DATA フレームの受信から ACK
の返信までの送信フレーム間隔は，他の端末が割り込まない
ように最小の間隔である SIFS（Short Inter Frame Space）
に設定されているため，ACK の返信は対応する DATA フ
レームに必ず連続して実施されることになる．
つまり，AP が ACK を受信した際に不正なデュレーショ
ン値が設定されていた場合は，自身が直前に送信した DATA

図 11 手法 1 によって不正端末の TCP ウィンドウサイズが減少す
る様子

Fig. 11 Reduction mechanism of TCP window size, induced
by proposed method 1.

図 10 手法 1 の動作

図 12 NAV 期間内の ACK 返信

Fig. 10 Procedure of proposed method 1.

Fig. 12 ACK reply within wrongly NAV period.
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図 13 手法 2 の動作

Fig. 13 Procedure of proposed method 2.
図 14 手法 1 と既存方式の総スループット

4.2 通常端末宛のダウンリンクスループットの向上を目
的とした手法（手法 2）

Fig. 14 Total throughput performance of proposed 1 and conventional method.

提案手法 2 の動作概要を図 13 に示す．同手法では，手
法 1 で提案した動作に加えて，不正に設定された NAV 期
間における AP のバックオフ値を 0 にする制御を行う．
これは，不正端末によって設定された NAV 期間に通信
を行うことができるのは AP と不正端末の 2 端末だけであ
るため，AP のバックオフ値を 0 にすることで，フレームど
うしの衝突はほぼ発生させずに AP の送信機会を増加させ
ることができると考えられるためである．結果として，同
期間を利用したバックオフ 0 による連続送信によって AP
側の送信キューにたまっているパケットを効果的に送信す
ることで，全無線側端末の受信スループットの向上が期待

図 15 手法 1 とユーザスループット

Fig. 15 User throughput performance of proposed 1.

できる．

5. 性能評価
本章では，本論文における 2 つの提案手法を前節と同じ
環境で評価する．

5.1 手法 1 の性能評価
5.1.1 総スループット
手法 1（Proposed1）を実装した場合の端末 5 台の総ス
ループットを inﬂated ACK-NAV 対策を実施しない既存手
法（Conventional）と比較した結果を図 14 に示す．同図
から，不正に設定された NAV 値が 20 ms 以下の状況では，

図 16 手法 1 と既存方式の Fairness Index

Fig. 16 Fairness Index of Proposal method 1 and conventional
method.

提案方式は既存方式と同じか若干下回る程度となるが，同

末のみの受信スループットが低下したためであると考えら

NAV 値が 20 ms よりも大きくなると提案方式の総スルー

れる．また，NAV 値が 20 ms よりも大きくなると，不正端

プットは上昇し，既存手法のそれは大幅に低下する．この

末はほとんどスループットを獲得できなくなり，通常端末

理由については，次章のユーザスループットの評価とあわ

4 台で帯域を共有することになるため，若干，通常端末の

せて考察する．

受信スループットが向上していることも分かる．

5.1.2 ユーザスループット

5.1.3 Fairness Index

次に図 15 に手法 1 を実装した場合の端末ごとの受信ス

図 15 のユーザスループットの値から算出した Fairness

ループットを示す．同図から，手法 1 を実装することで不

Index を図 16 に示す．同図から，手法 1 を実装すること

正端末のスループット増加は抑制され，通常端末のスルー

で Fairness Index の低下が効果的に抑制できていることが

プットの低下が解消されていることが確認できる．

確認できる．このことから，手法 1 は端末間のユーザス

さて，前述の図 14 の結果において，手法 1 を実装した
場合の総スループットが既存方式に比べて若干低下する状

ループットの公平度向上に対して，大きな効果を発揮する
ことが分かる．

況があったが，これは，図 15 から分かるように，不正端
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5.1.4 正規化ユーザスループット

る．しかし，不正に設定される NAV 値が大きくなるほど

次に，提案手法によるユーザスループットの向上度を正

総スループットの向上幅は小さくなっているが，デュレー

規化ユーザスループット（Nuthi ）を用いて評価する．以

ションフィールドに設定可能な最大値である 30 ms 付近で

下の式 (2) に示す正規化ユーザスループット（Nuthi ）と

あっても，既存方式よりもつねに手法 2 のスループットが

は，提案手法を実装した場合の端末 i のユーザスループッ

上回っていることが確認できる．

ト（P roputhi ）を提案手法を実装しない場合の同端末 i の

さて，ACK-NAV の最大値付近では，手法 2 のスルー

ユーザスループット（Convuthi ）で割った値とする．ここ

プットを手法 1 のスループットが若干上回る箇所が存在す

で Nuthi の値が 1 よりも大きければ，提案手法によりユー

る．しかしながら，同特性について，手法 1，手法 2 のユー

ザスループットが向上したことを意味する．

ザスループットを示した図 15，図 19 を参照すると，どち

Nuthi =

P roputhi
Convuthi

(2)

図 17 に端末 5 台の正規化ユーザスループットを示して
いる．図 17 より，不正に設定される NAV 値が増加する
につれ，不正端末の正規化ユーザスループットの低下に反

らも 30 ms 付近には特性の大きな変化が確認できないこと
から，両手法の本質的な優位性を示しているわけではない
と考えられる．

5.2.2 ユーザスループット
図 19 に手法 2 を実装した場合のユーザスループットを

して，通常端末の値は増加しており，つねにその値は 1 以

示す．同図から，手法 1 のユーザスループットと比べる

上の値であることがそれぞれ分かる．これらから，手法 1

と，手法 2 の結果はほぼ同等の特性を示しているものの，

を実装した場合は，通常端末に対してつねに良い影響を及

それぞれの値は全体的に若干向上していることが分かる．

ぼすことが確認できる．

これは，図 13 に示したように，手法 2 が不正に設定され
る NAV 期間に AP の送信機会を増加させたためであると

5.2 手法 2 のシミュレーション結果

考えられる．

5.2.1 総スループット

5.2.3 Fairness Index

無線 AP に提案手法 2 を実装したときの総スループット
を図 18 に示す．同図から，手法 2 を実装することでつね

Fairness Index を図 20 に示す．同図から，手法 2 を実
装した場合も手法 1 とほぼ同じ値をとることが分かる．

に既存方式よりも総スループットが向上することが分か

図 17 手法 1 と既存方式の正規化ユーザスループット

Fig. 17 Normalized user throughput performance of proposed
1 and conventional method.

図 19 手法 2 のユーザスループット

Fig. 19 User throughput performance of proposed 2.

図 18 3 方式の総スループット（手法 1，2，既存方式）

図 20 3 方式の Fairness Index（手法 1，手法 2，既存方式）

Fig. 18 Total throughput performance of thee methods: pro-

Fig. 20 Fairness Indexof thee methods: proposed1, proposed2

posed1, proposed2 and conventional method.
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図 22 クライアント側手法

Fig. 22 Client-side method.
図 21 手法 2 の正規化ユーザスループット

Fig. 21 Normalized user throughput performance of proposed
method 2.

5.2.4 正規化ユーザスループット
図 21 は手法 2 を実装した場合の各端末の正規化ユーザ
スループットを示している．図 21 より，手法 1 と同様に，
不正に設定された NAV が増加するにつれ正規化ユーザス
ループットも増加すること，また，それらの値はつねに 1
よりも大きな値となることが分かる．また，手法 1 と比較
すると手法 2 の方がわずかに向上度が大きいことも分か

図 23 クライアント側手法を端末 1 台が実装した場合

る．これは，手法 2 では通常端末のスループット低下を防

Fig. 23 User throughput performance in case of one terminal

ぎ，かつ，AP の送信機会を増加させたことで全体の受信

equips client-side method.

スループットが増加したためと考えられる．

6. 既存のクライアント側での ACKNAV 対
策と提案手法の特性評価
これまで，本論文では，無線 AP1 台のみに inﬂated ACK-

NAV 対策を実装することで，対応可能な提案方式につい
て，その有効性を評価してきた．これに対して，本章では，
すべての端末に対策を実装しなければならないものの，提
案方式と同じく，inﬂated ACK-NAV 対策を実現する手法
として，文献 [12] で提案された手法についてとりあげ，同
手法と本論文の提案手法との比較を行う．同手法は AP で
はなく，クライアント側に実装する手法であることから，
クライアント側手法（Client-side method）と呼ぶ．

6.1 クライアント側手法

図 24 クライアント側手法を端末 2 台が実装した場合

Fig. 24 User throughput performance in case of two terminals
equip client-side method.

公平度が低下する危険性がある．

文献 [12] で提案されたクライアント側手法の動作概要を
図 22 に示す．同手法では，対策を実装するすべての端末

6.2 性能評価

は ACK を傍受した際に，同ヘッダに記載されたデュレー

本節では，クライアント側手法を実装する端末数を変更

ション値を調査する．このとき，inﬂated ACK-NAV によ

した場合の通信特性をこれまでに実施した評価と同じ条件

る不正が行われたと判断した傍受端末は NAV を自端末に

で評価する．

は設定せずに破棄をする．

6.2.1 ユーザスループット

さて，この手法を導入するにはすべての端末に対策を新

クライアント側手法を実装する端末数を 1 から 4 台ま

たに実装する必要があるが，すでに非常に多くの端末が普

で 1 台ずつ変化させたときのユーザスループットを図 23，

及した現在ではこれは困難である．また，対策を実装して

図 24，図 25，図 26 に示す．これらの図から，対策を実装

いない端末がネットワークに存在する場合，この端末は

していない端末（Normal）では不正に設定される NAV 値

inﬂated ACK-NAV の影響を直接的に受けるため，対策を

が増加するにつれてスループットが低下するのに対し，ク

実装している端末と実装していない端末間でスループット

ライアント側手法を実装した端末（Client-side）では逆に
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図 25 クライアント側手法を端末 3 台が実装した場合

Fig. 25 User throughput performance in case of three terminals equip client-side method.

図 26 クライアント側手法をすべての端末が実装した場合

Fig. 26 User throughput performance in case of all terminals
equip client-side method.

図 27 対策実装済みの端末台数が変化したときの Fairness Index

Fig. 27 Fairness Index under varying ratio of countermeasure
terminals.

図 28 inflated ACK-NAV 対策 3 手法と既存手法の総スループット

Fig. 28 Throughput performance of three inflated ACK-NAV
countermeasure methods and conventional method.

スループットが上昇していることが分かる．また，Normal
端末が失った帯域を Client-side 端末と不正端末（Selﬁsh）
がともに分け合う形となることも分かる．
つまり，クライアント側手法では，対策を実装する端末
を増加させれば結果的に不正端末の影響を軽減することは
できるものの，不正端末の送受信そのものを抑制していな
いために不正端末にペナルティを与えることはできないこ
とが分かる．
これは不正端末の送受信を減少させることでペナルティ
を与えることのできる本論文の提案手法とは大きく異なる
点である．

6.2.2 Fairness Index
次に，端末 5 台の受信スループットを Fairness Index に
よって評価したものを図 27 に示す．同図より，クライア
ント側手法を実装する端末数が減少すれば，Fairness Index
が低下するのが分かる．これは，前項で述べたように，ユー
ザスループットが低下するのはクライアント側手法を実装
していない端末のみであり，そのような端末が増えれば，
端末間のユーザスループットのばらつきが結果として大き
くなってしまうためである．

6.2.3 総スループット
最後に，すべての端末に対策を実装した場合の 3 つの手
法の総スループットを図 28 に示す．同図より，まず，クラ
イアント側手法をすべての端末が実装した場合は inﬂated

ACK-NAV の影響を受けてスループットが低下する端末が
いなくなるため，総スループットはつねに一定となること
が分かる．
また，本論文の提案手法 1 と手法 2 の総スループットと
比較すると，手法 1 は既存手法と同程度であるが，手法 2
はこれらよりおおむね上回るスループットとなることが分
かる．さらに，手法 2 は inﬂated ACK-NAV の値が 20 か
ら 30 ms の間でクライアント側手法よりも総スループット
が低くなっていることが分かるが，これはすでに述べたと
おり，手法 2 が与えたペナルティによって不正端末のみの
スループットが低下したためであり，クライアント側手法
と手法 2 のそれぞれの総スループットから不正端末を除外
した場合には手法 2 の方が合計スループットは高い値とな
ることに注意されたい．

7. おわりに
本論文では，ACK のデュレーション値を不正に大きな値
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に設定する inﬂated ACK-NAV による帯域使用について，
その不正行為の影響を抑制する手法について議論した．
計算機シミュレーションによる評価の結果，NAV 期間

[10]

だけ不正端末のデータパケットを AP がすべて破棄すると
いう提案手法 1 でも，不正端末の影響を軽減できること
を確認した．また，同手法 1 に加えて，不正に設定された

[11]

NAV 期間は AP のバックオフ値を 0 にすることで，AP の
送信機会を増加させる制御を追加した手法 2 を採用するこ
とで，不正端末を除くすべての端末の受信スループット向

[12]

上を達成できることを明らかにした．
さて，前述したように，inﬂated ACK-NAV そのものは，

[13]

MAC レベルでの送信権を不正に獲得することがその目的
であるが，本論文では，inﬂated ACK-NAV が TCP 受信

[14]

スループットの不正獲得のために使用された場合の影響軽
減手法を提案し，その有効性を確認した．しかしながら，
本論文で提案した手法は，TCP のように双方向ではなく，

UDP 等のように片方向のみにデータが配送される状況下

[15]
[16]

において inﬂated ACK-NAV が使用された場合は，提案手
法による不正端末宛の通信フローの TCP タイムアウトを
引き起こすことができないため，効果を得ることはできな
い．そこで，今後は，そのような状況下においても inﬂated

ACK-NAV の影響を軽減できる手法について検討を行って
いきたい．
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推薦文
本論文では，スマートフォン等の無線端末の急速な普
及にともなって急激に増加する LTE トラフィックを無線

LANAP にオフロードする際に実施される無線 LAN 帯域
の不正獲得を検知し，これを行った端末の影響を軽減する
手法を提案している．提案方式は計算機シミュレーション
を用いた評価によって，ネットワークの公平性を向上させ
ることができること，ならびに，副次的な効果として，ネッ
トワークのスループットも向上させることができることを
明らかにしている．このように，現在の ICT 環境に即した
現実的な問題を取り上げ，効果を明らかにするなど，非常
に有用性の高い論文であるといえる．そのため，本学会論
文誌にふさわしい研究であると考えられ，ここに推薦する．
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