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TCP 実装試験手法の検討
石川 太朗† 藤波 勉† 稲村 浩† 高橋 修†
NTT ドコモ マルチメディア研究所
TCP を始めとする通信ソフトウエアに関する不具合の再現，検知に関わる作業を自動化，単純化し，
広い範囲で適用可能な技術として確立するために,実装試験環境の提案を行う．
従来の実装試験手法から,作業者と専門家のコストを下げるために自動化が必要でありそのような環
境は柔軟でなければならないことを述べ,それらを解決するために Auto detector と Automate Tool を中
心とする環境を提案し,HP/UX と Windows を対象とする実際の不具合について再現・検知についての
手法を詳説し,それら実際の問題三例について再現・検知が自動化でき,現実の問題に適用可能な程
に柔軟であることを示す．

Building a testing environment for TCP implementation
Taro Ishikawa†, Hiroshi Inamura†, Osamu Takahashi†, Tsutomu Fujinami†
NTT DoCoMo Multimedia Laboratory
We have paid much effort for reproducing and detecting the miss-behavior in communication software.
To simplify and automate the task, we proposed a new environment for testing the behavior of
communication software, including TCP.
We analyzed the usual testing methodologies and found that there is much room for reducing the cost
for both the worker’s and expert’s. To this end, we described the environment focusing on Auto Detector
and Automate Tool. The actual software faults in HP/UX and Windows operating system are taken as
examples to show how the automation of reproduction and detection can be done and it is flexible enough
as applicable for real-world issues.

1. はじめに

2. 従来の TCP 実装試験手法

新規の通信ソフトウエア実装と新たな無線技術の未
知の組み合わせは従来の知見にないソフトウエア誤り
の源泉である．蓄積されたインターネット技術にはソフト
ウエア資産の占める位置が大きい．しかし，無線での利
用環境においては未だなかったアクセスパターンが起
りえ，その結果いままで起らなかった不具合や問題が
発現することがある．
組込みシステムや携帯端末の市場においては，成
熟したサーバ市場に比べ，通信ソフトウエアが新規に
実装される頻度が高い．枯れていないソフトウエアと新
たな無線特性・アクセスパターンの組み合わせは不具
合発生の確率を高める．
この問題にアプローチするために TCP を始めとする
通信ソフトウエアに関する不具合の再現，検知に関わ
る作業を自動化，単純化し，広い範囲で適用可能な技
術として確立することを目的とする．

従来の実装試験手法を概観し，前提となる要件と問
題点をまとめる．
図１の概念図を用いて,従来の実装試験手法を説明
する.評価対象となる TCP 実装のホストをネットワークエ
ミュレータ又は実網を介して通信相手となるホストと接
続し,プリケーションを実行しトラフィックを生成する.ホス
トが送受信するパケットを tcpdump[2]や ethereal[3]に代
表されるプロトコルアナライザを用いて収集し,パケット
中のプロトコルヘッダの翻訳出力などの情報を基に不
具合を判定する.
ネットワークの遅延の違いが不具合発生の有無に影
響を与える等，不具合が現れる条件は多様であるため,
柔軟な試験環境が求められる.ネットワーク環境が同一
でも通信相手となるホストの OS 種別,OS のバージョン,
アプリケーション種別等が異なることで不具合発生に違
いがあるため,現実のシステムが必要になることがある.
不具合の判定はプロトコル固有のシーケンスの知識
を有する専門家によって行われる必要がある.プロトコル
アナライザから得た翻訳出力や解析ツールで得た統計
情報を用いる.プロトコルアナライザから得る翻訳情報を
基にどのパケットがプロトコル固有のシーケンスのどの
部分に相当するものなのか対応付けを行い不具合の
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・問題１:再現作業のコストを引き下げなければならな
い．不具合再現の試験は繰り返し行う必要があり,作業
者には忍耐と正確さが求められている．
・問題２:検知作業のコストを引き下げなければならな
い．繰り返し行われた試験の結果を解釈する専門家は
作業者に比べて少数であるため工程のボトルネックに
なる可能性がある.一般に専門家のコストは高い．
これらの問題点の解決と要件の充足のため，以下の
方針を立てる．
1)所与の不具合について，再現の自動化，発見の自動
化を行う．
2)試験環境は現実のシステムを対象とできる程に柔軟
であることをもって有用性を評価する．
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•
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図 1 従来の TCP 実装試験手法の概念図
判定を行う. TCP には tcptrace[4]に代表される解析ツー
ルが提案され,tcpdump[2]等の標準的なプロトコルアナ
ライザの保存データから転送データ量,再送データ量,ス
ループット,ラウンドトリップタイムなどの統計情報を得る
ことができる.解析ツールから得られた転送データ量,再
送データ量,スループット等の統計値やシーケンスのグ
ラフが正常な TCP から得られる典型的な統計値やグラ
フと比較する等により不具合判定を行う.
実装試験は退行試験を行う度に何度も繰り返される.
プロトコル実装の不具合が発見されると,プロトコル実装
の不具合は開発者によって修正される.不具合修正を
目的としてプロトコル実装に変更を加えたとき,直接的な
目的だった不具合は修正されたものの,その変更による
副作用として,実装の他の部分に影響が現れることがあ
る.予想外の部分で新たな不具合や過去に修正済みの
既存の不具合が発生することも珍しくない.そこで不具
合部分の修正後,実装全体を再試験して,修正部分の
みならず過去に修正済みの既存の不具合が再発生し
ていないか調査することになる.不具合修正が繰り返さ
れて,実装のバージョンが上がると,１つの不具合修正に
対する退行試験項目は,過去に行った実装試験が累積
するため多くなり,過去に行った試験は何度も繰り返さ
れる.
さらに,開放系である現実のシステムシステムを対象
に試験を行う場合,不具合は確率的にしか現れないこと
があるので,一つ試験を何度も行う必要がある.
まとめると,以下のように２つの問題点と一つの要件
があることがわかる．
・要件１：柔軟性を備えた試験環境でなければならな
い．不具合が現われる条件は多様であるため，試験環
境は柔軟でなければならず,現実のシステムを対象とし
得る程度の適用範囲が必要である．

3. 関連研究
TCP の挙動を詳細に解析する関連研究が既にいく
つか提案されている.再現の自動化，不具合の発見の
自動化，柔軟性の観点から関連研究を調査した．
TCPanaly[5]は TCP 実装の種別を評価することを目
的としたツールである. TCPanaly は各 OS の実装をモデ
ル化し,パケットトレースから TCP 実装の内部動作を詳
細に推定し TCPanaly 内のモデルと比較することで,TCP
の実装を評価する.TCPanaly は不具合の発見の自動化
の可能性を持つ.TCPanaly は TCP の内部動作を推定
するため,評価する OS に依存した推定モデルを実装す
る必要があり,柔軟性の点で問題がある.
インテリジェント TCP アナライザ[5]はパケットトレース
から TCP の内部動作を推定するアナライザである.TCP
の内部動作を行うため,tcptrace[4]では不可能な cwnd
の時間変化等をグラフィカルに表示することができる.イ
ンテリジェント TCP アナライザは効率的な不具合の発見
を可能にするが,不具合の発見を自動化するものでは
ない.
TBIT[7]はインターネット上の Web サーバにおける
新しい実装や TCP オプションのサポートの比率を計測
するために開発されたツールである.測定対象に対して
パケットを送出し,その応答を観測するタイプのツール
で,Reno, New Reno, SACK 等の TCP 実装種別の分類
検査,通信相手の初期輻輳ウィンドウサイズなどの TCP
パラメータのチェック,SACK,ECN 等の輻輳制御アルゴ
リズムのチェック等の機能を有する.TBIT は不具合の発
見の自動化と不具合再現の自動化の可能性を持
つ.TBIT は OS の TCP 実装を利用せずに,C 言語で記
述されたユーザレベルのアプリケーションである.ソース
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図 3 不具合自動検出ツール概念図

図 2 提案する TCP 実装試験環境
コードは試験シナリオの単位でモジュール化されており,
試験方針,TCP の受信ホストのエミュレーション,ネットワ
ークエミュレーションの機能が明確に分けられていな
い.TCP 受信ホストとしての機能が十分でなく,ユーザが
新しい試験シナリオ追加するのは難しく,柔軟性の点で
問題がある.
Packet shell[8]も TBIT と同様に OS の TCP 実装を利
用しないユーザレベルのアプリケーションである.TCL で
記述されているため,柔軟に試験シナリオを変更できる.
不具合の発見の自動化と不具合再現の自動化の可能
性があるが,TBIT と同様に受信ホストとしての機能が十
分でなないため,標準添付のものと大きく違う試験シナリ
オを実現するのは難しく,柔軟性の点で問題がある.
Tcpprobe[9]も Packet shell と同様 TCL で記述された
能動的なトラフィック解析ツールで Fast Retransmit/Fast
Recovery の実装評価が可能である. しかし不具合再現
の自動化を計るものではない．
Expect[10]は対話的なプログラムの制御を自動化す
るためのツールである.TCP の挙動解析を目的とするツ
ールではないが,他のプログラムを制御することで不具
合再現の自動化が提供できる.
再現の自動化，不具合の発見の自動化，柔軟性を
部分的に満たすツールはあるが,すべての条件を満た
す単一のツールはない.

4. 提案する試験環境
再現の自動化，不具合の発見の自動化，柔軟性を
満たす TCP 実装試験環境を示す.
Target Host は評価対象の TCP 実装のホストであ
る.Network Emulator は,確率的なパケットロス,ネットワー
ク遅延,帯域幅を設定し,不具合再現に必要なネットワー
クエミュレーションを行う.
TCP traffic Generator は Target Host と通信するホス

トである.不具合発生条件にホストの OS 種別,OS のバー
ジョン,アプリケーション種別が求められる場合には,OS
の TCP 実装を用いる.TCP のシーケンスに連動してパケ
ットロスが必要な場合,通常の TCP 実装では出されるこ
とがないパケットに対する Target Host の挙動を調べる
必要がある場合には実存する OS は使わずに TBIT を
用いる.不具合再現の条件に応じて,Target Host を使
い分けることで柔軟な試験環境を提供する.
Packet Capture は Target Host と TCP Traffic
Generator が送受信するパケットを tcpdump[2]によって
キャプチャするホストである.
Auto Detector は Packet Capture が保存したパケット
キャプチャを解析し,不具合の検出を行うホストで,専門
家が行っている不具合判定の自動化の機能を提供す
る.このホストは専門家が記述した判定ルールを一連の
パケットストリームに対して受動的に適用し,判定を行う
ものである．
図６に提案する不具合自動検出ツールの概念を示
す.不具合自動検出ツールは,取得したパケットキャプチ
ャを基に,対象ノードの TCP の状態を追跡する機能を有
す る . 追 跡 対 象 は 状 態 遷 移 （ CLOSED,
SYN-RECEIVED, ESTABLISHED, SYN-SENT 等）,輻
輳 制 御 状 態 （ slow start, congestion avoidance, fast
recovery）などの状態変数である.不具合自動検出ツー
ルはパケットキャプチャから TCP コネクションリストを作
成し,各 TCP コネクションに対応する endpoint がセグメ
ント送受信する度に状態遷移,輻輳制御状態,状態変数
等の追跡結果や統計値を管理する.不具合自動検出ツ
ールは状態遷移,輻輳制御状態,状態変数,統計値等で
特徴づけられる不具合データベースを持ち,各 TCP コ
ネクションの追跡結果や統計値を不具合データベース
の条件と比較し,条件が合致したら不具合検出ししたこ
とを知らせる.
Automate Tool は TCP 実装試験環境下の各ノードを
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図 6 再送するまでに 60 秒かかる不具合の再現
環境

図 4 再送するまでに 60 秒かかる不具合のタイム
シーケンスグラフ

図 5 正常な動作のタイムシーケンスグラフ
コントロールする機能を持つホストである.Expect により
試験環境下の各ホストを遠隔操作することで,不具合再
現の自動化を提供する. Automate tool は Expect を元に
実現する.
提案する試験環境は以上の構成で試験の実行と付
随する不具合判断を自動化し繰り返し行うことができる.
確率的にしか発生しない不具合に対する試験や,不具
合修正のパッチを適用済み OS に対する耐久試験が容
易になる.

5. 提案試験環境を用いた試験の実施例
我々のアプローチに従い，再現の自動化，不具合の発
見の自動化が現実の問題に適用可能であり，提案する
試験環境が現実のシステムを扱うことができる程に柔軟
であることを示すために，我々が扱った現実の問題の
三例について実施例を示す．以下,不具合内容の記述,
再現の自動化手順,発見の自動化手順に分けてそれぞ
れ述べる．

5.1. HP-UX11.0 で 60 秒の再送再開
不具合内容
HP-UX11.0 のあるバージョンで発生する再送間隔に
関する不具合である.ウェブサーバ（HP-UX）がクライア
ントの HTTP GET リクエストに対しデータ送信する際,コ
ネクション確立直後のデータセグメントがロスするとこの

不具合が発生することがある.TCP では送信したデータ
に対する ACK が一定時間届かないと,再送タイマが切
れ送達確認されていないセグメントが再送される.通常
の TCP は平滑化した RTT と平均偏差を基に随時再送
タイマの値を計算する.例に挙げる不具合では,再送す
る間隔が異常に大きい.
図 4 にこの不具合を含むタイムシーケンスグラフを示
す.コネクション確立後,データ送信ホストは GET リクエス
トに対して,データセグメントを送信している.１つ目のデ
ータセグメントに対する ACK は到達するが,それ以降の
ACK はやってこない.やがて,データ送信ホストは送達
確認されていないセグメントを再送するが,再送間隔は
約 60 秒と異常に大きい.図 5 は不具合修正のパッチを
適用済みの正常なタイムシーケンスグラフである.再送
間隔は約 2 秒である.
不具合再現の自動化
ラ ウ ン ド ト リ ッ プ 300ms 程 度 の ネ ッ ト ワ ー ク 環
境,2Mbytes 程度のファイル転送の実績が必要である.
図 6 に示す不具合再現環境において,不具合を再現
する手順を以下に示す.
1) Network Emulator のパラメータを設定
2) TCP Traffic Generator にて HTTP GET リクエ
ストを送信するがコネクション確立後の 2〜4 番
目のデータセグメントを廃棄する
3) Packet Capture/Auto detector にて不具合判定
（判定の結果不具合を検出しなかったら,2）に
戻る）
不具合発見の自動化
再送間隔の不具合検出には以下の二つの手法が
考えられる.
A）タイムアウトによる再送間隔そのものを判定する.
B）再送間隔を決定する制御変数を推定し,タイムア
ウトによる再送間隔をその変数の変化に基づいて判定
する.
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図 7 FreeBSD4.3 の再送の様子

図 8 HP-UX11.0 の再送の様子

A）の不具合検出手法は,再送間隔を決定する制御
変数の推定が不要であるため,実装が容易である.B）の
不具合検出手法は,再送間隔に関連する他の不具合に
も同じ手法を応用できる可能性がある.
FreeBSD 等のオープンソース OS においては,再送
間隔を決定する制御変数算出アルゴリズムをモデル化
することができるので,正確な制御変数推定ができると
思われる.HP-UX はオープンソース OS ではないため,
厳密なモデル化を行うことは難しいが,HP-UX において
FreeBSD と同じモデルで正確な制御変数の推定ができ
れば,B）の手法で不具合検出ができる.
FreeBSD での制御変数推定の正確さと HP-UX へ
の FreeBSD モデル再利用性を確認するために予備実
験 を 行 っ た .HTTP サ ー バ と し て HP-UX11.0 と
FreeBSD4.3 を用意し,W-CDMA エミュレータ[12]に接
続し,ファイルをダウンロードする.クライアントはデータセ
グメントを 100 個受信した後,ACK の送信をやめ,HTTP
サーバがセグメントを再送する間隔を観測する.HTTP
サーバが送受信するパケットをキャプチャし,パケットキ

out_segment_observed(){
switch (state) {
case ESTABLISHED:
if (SEG.LEN > 0) {
if (SEQ_GT(SEG.SEQ + SEG.LEN, SND.MAX)) {
SND.MAX = SEG.SEQ + SEG.LEN
SND.NXT = SEG.SEQ + SEG.LEN
score_board[SEG.SEQ].sent_time = current_time
score_board[SEG.SEQ].count = 0
} else {
/* retransmited segment */
if ((SEG.SEQ == SND.UNA)
&& (dupack == 3)) {
/* fast retransmit */
} else if (SEG.SEQ == SND.UNA) {
/* timeout */
interval = current_time –
score_board[SEG.SEQ].sent_time
score_board[SEG.SEQ].sent_time
= current_time
if (++score_board[SEG.SEQ].count == 1) {
/* first timeout */
if (interval > 50)
defect_detected()
}
prev_interval = interval
SND.NXT = SEG.SEQ + SEG.LEN
} else {
/* other retransmit */
SND.NXT = SEG.SEQ + SEG.LEN
}
}
}
break
}
}
in_segment_observed(){
switch (state) {
case ESTABLISHED:
if (SEG.FLAGS & ACK)
if (ACK == SND.UNA) {
/* duplicate ACK */
dupacks++
} else if (SEQ_LT(ACK, SND.UNA)) {
/* old ACK */
} else if (SEQ_GT(ACK, SND.UNA)) {
/* new ACK */
dupacks = 0
SND.UNA = ACK
}
break
}
}

図 9 不具合自動検出擬似コード
再送するまでに 60 秒かかる不具合
ャプチャから FreeBSD の制御変数値算出アルゴリズム
を用いて推定を行う.パケットキャプチャを基に作成した
タイムシーケンスグラフを図 7,図 8 に示す.FreeBSD4.3
は最後の ACK を受信してから,再送を行うまでの間隔
は 26.6sec である . こ の とき の制御 変数の推定値は
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図 10 タイムシーケンスグラフ
Windows NT4.0 過度な再送

図 11 タイムシーケンスグラフ（拡大図）
Windows NT4.0 過度な再送
26.4sec であり制御変数推定ができている.HP-UX11.0
は最後の ACK を受信してから,再送を行うまでの間隔
は 9.83sec である.制御変数の推定値は 22.4sec である.
したがって実測値と推定値は大きく異なるためモデル
の再利用は不適である.これは FreeBSD と HP-UX の制
御変数算出アルゴリズムの違いによると思われる.
B）の手法で不具合検出を行うには HP-UX 用にモ
デルを用意する必要があるが,モデル化するための情
報が足りないためここでは A）の手法を用いることにす
る.
A）の手法では以下の手順で不具合を判定する.
z
パケットキャプチャで観測された送信データセグメ
ントの時刻を記録する
z
タイムアウトによる再送セグメントを観測したら再送
の間隔を求める
z
再送の間隔が 50 秒以上である場合不具合とする
図 9 に A)の手法による不具合自動検出の擬似コードを
示す.

out_segment_observed() {
switch (state) {
case ESTABLISHED:
if (SEG.LEN > 0) {
if (SEQ_GT(SEG.SEQ + SEG.LEN,
SND.MAX)) {
SND.MAX = SEG.SEQ + SEG.LEN
SND.NXT = SEG.SEQ + SEG.LEN
} else {
/* retransmited segment */
if ((SEG.SEQ == SND.UNA)
&& (dupack == 3)) {
/* fast retransmit */
SND.RECOVER = SND.MAX
} else if (SEG.SEQ == SND.UNA) {
if (ack_type == PARTIAL) {
defect_detected()
} else {
/* timeout */
}
SND.NXT = SEG.SEQ + SEG.LEN
} else {
/* other retransmit */
SND.NXT = SEG.SEQ + SEG.LEN
}
}
}
break
}
}
in_segment_observed() {
switch (state) {
case ESTABLISHED:
if (SEG.FLAGS & ACK)
if (ACK == SND.UNA) {
/* duplicate ACK */
dupacks++
ack_type = DUP
} else if (SEQ_LT(ACK,SND.UNA)) {
/* old ACK */
ack_type = OLD
} else if (SEQ_GT(ACK,SND.UNA)) {
/* new ACK */
if (dupacks >= 3) {
/* end of fast recovery */
if SEQ_GEQ(ACK,SND.RECOVER)) {
/* full ACK */
ack_type = FULL
} else {
/* partial ACK */
ack_type = PARTIAL
}
} else {
ack_type = NORMAL
}
dupacks = 0
SND.UNA = ACK
if (SEQ_LT(SND.RECOVER, SND.UNA))
SND.RECOVER = SND.UNA
}
break
}
}

図 12 不具合自動検出擬似コード
過度な再送 Windows NT4.0
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out_segment_observed() {
switch (state) {
case ESTABLISHED:
if ((SEG.LEN > 0)
&&
SEQ_GT(SEG.SEQ+ SEG.LEN,
SND.UNA + SND.WND))
bug_detected()
break
}
}
in_segment_observed() {
switch (state) {
case ESTABLISHED:
if ((SEG.FLAGS & ACK)
&&
SEQ_GEQ(ACK, SND.UNA)) {
SND.UNA = ACK
SND.WND = SEG.WND
}
break
}
}

図 13 タイムシーケンスグラフ（拡大図）
windows 2000

5.2. Windows NT4.0 における過度な再送
不具合内容
通常 TCP は duplicate ACK によってセグメントロスを
検出し,fast retransmit によってロスリカバリを行う.fast
retransmit によってリカバリできないと,新たな送達確認
を行う ACK が到達しなくなり,タイムアウトする.TCP のウ
ィンドウサイズが帯域幅遅延積より大きくネットワークが
深いキューをもっている場合には,fast retransmit による
ロスリカバリ完了前にタイムアウトし,タイムアウト後も
duplicate ACK が届き続ける.Windows NT4.0 ではこの
とき過度な再送を行うことがある.帯域幅
64kbps,RTT1000ms(片道遅延)に設定したネットワーク
エミュレータを介して,WindowsNT4.0 を送信元としてデ
ータ転送を行ったときのタイムシーケンスグラフを図 10
に示す.コネクション確立後約 10 秒でパケットロスが発
生し,送信元は大量の duplicate ACK を受信してい
る.duplicate ACK に対して,fast retransmit によると思わ
れる再送を行い,しばらくして,大量の再送セグメントを送
出している.大量の再送セグメントが送出されている部
分を拡大したタイムシーケンスグラフを図 11 に示す. こ
こで四つの不具合が確認できる.
1)通常の Reno では 3 つの duplicate ack で fast
retransmit による再送を行うが,2 つの duplicate ack で
fast retransmit による再送を行っている.
2)fast retransmit 後に cwnd を半分にしない.
3)Timeout したあとに duplicate ack に遭遇すると再度
fast retransmit によるものと思われる再送を行う.
4)fast retransmit の あ と の partial ack に 対 し て
window の left edge から再送をすることがある

図 14 不具合自動検出擬似コード
windows 2000
不具合再現の自動化
不具合が発生として,ラウンドトリップ 1000ms でパケッ
トロスが発生するネットワーク環境が必要である.不具合
を再現する手順を以下に示す.
(1)Network Emulator のパラメータを設定
(2)TCP Traffic Generator にて HTTP GET リクエス
ト送信（ファイルダウンロード）
(3)Packet Capture/Auto detecor にて不具合判定（判
定の結果不具合を検出しなかったら,2）に戻る）
不具合発見の自動化
自動検出の条件として,「4)fast retransmit のあとの
partial ack に対して window の left edge から再送をする
ことがある」を用いることにする.他の不具合は,過度な再
送の不具合は発生しない場合においても,常に 2 つの
duplicate ack で fast retransmit による再送が観測される,
再送タイマ値,cwnd 算出アルゴリズムが不明であるため,
誤判定する可能性がある,等の理由で不適当である.図
12 に不具合自動検出の擬似コードを示す.

5.3. Windows 2000 で広告ウィンドウを越える
データセグメントの送信
不具合内容
Windows 2000 では前述と同じ試験環境（帯域幅
64kbps,RTT1000ms ） で , ソ ケ ッ ト バ ッ フ ァ サ イ ズ
128KByte を設定すると,パケットロスをきっかけにして,
受信ホストの広告ウィンドウを越えてデータセグメントを
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送信する不具合が発生することがある.図 13 にこの不
具合を含むタイムシーケンスグラフを示す.コネクション
確立後約 10 秒でパケットロスが発生し,送信元は大量
の duplicate ACK を受信している.fast retransmit によると
思われる再送をおこなった後,duplicate ACK を受信す
る度に新たなセグメントを送信し,ついにデータセグメン
トの送信は広告ウィンドウを越えてしまう.
不具合再現の自動化
不具合が発生の条件は,ウェブサーバのパラメータ
（ソケットバッファサイズ 128KByte）以外は「5.2Windows
NT4.0 における過度な再送」と同様である.
不具合発見の自動化
不 具 合の 自 動 検 出 に は, 送 信 シ ー ケ ンス変 数 の
SND.UNA(send unacknowledged: 送 信 未 確 認 ) と
SND.WND(send window:送信ウィンドウ)をトラッキング
し,送信セグメントが広告されたウィンドウを越えていな
いかどうか判定する. 図 14 に不具合自動検出の擬似コ
ードを示す.
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6. おわりに
従来の TCP 実装試験手法の問題点と試験環境の
要件をまとめ,再現の自動化，不具合の発見の自動化，
柔軟性を満たす TCP 実装試験環境を提案した.いくつ
かの実施例を用いて,提案する試験環境が現実のシス
テムを扱うことができる程に柔軟であることを示した.
今後は扱う実施例を増やし,提案した TCP 実装試験
環境の有効範囲を拡大するとともに expect が利用でき
ない OS の遠隔操作手法や不具合自動検出のための
ルールを簡単に記述可能な仕組等の課題に取り組む.
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