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QoSモニタシステム Gigabit QoSプローブ IQ2000
IQ2000 Gigabit QoS Probe for QoS Monitoring System

インターネット上のIP電話やストリーミングサービス等のリアルタイムアプリケーションの普及に伴い，ネッ

トワークのサービス品質（QoS：Quality of Service）がますます重要となってきている。QoSモニタシステムは，

QoSの評価・常時監視を目的とし，ネットワークのエンド－エンドに設置した複数のQoSプローブによりユー

ザの実パケットをパッシブ測定し，QoSマネージャに転送・収集，解析することで，片方向ずつの伝送遅延，遅

延揺らぎ，パケットロス，帯域（スループット），R値等を求める。今回，Gigabitイーサネットにも対応したGigabit

QoSプローブを追加開発した。これにより，バックボーン系，ストリーミングサーバ系の高速ネットワークも

含めた監視・測定が可能となる。本プローブは，1000Base-Tと1000Base-LX/SX（GBIC）のメタル／光の両測定

ポートを有し，またパッシブ測定のみではなくテストパケット発生によりアクティブ測定も可能とする。
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With the spread of real-time applications, including VoIP phone systems and Internet streaming

services, the quality of service (QoS) over the Internet is becoming increasingly important. We have

already developed the QoS Monitoring System to evaluate network performance, such as one-way delay,

jitter, packet loss, R-value, and bandwidth. This time, we have added a new family product, Gigabit QoS

Probe, which is compatible with Gigabit Ethernet. This probe enables the system to monitor and evaluate

the performance of an even wider variety of networks, including backbone networks and streaming

server communications networks, in addition to end-to-end communications networks. The probe has

1000 Base-T (10 Base-T/100 Base-TX) and 1000 Base-LX/SX (GBIC) interfaces, enabling active

measurement using test packets, as well as passive measurement using user-provided actual packets.

図1　Gigabit QoS プローブ　IQ2000

1. は じ め に

インターネットにおいて，近年，IP電話の普及が本格

化し，TV電話，TV会議やストリーミング配信等の映像

系サービスも始まっている。従来，インターネットは，ベ

ストエフォート通信として発展してきたが，単に「つな

がる」だけではなく，そこでのサービス品質が問われて

きている。多くのキャリア（通信事業者），ISP（Internet

Service Provider）ではSLA（Service Level Agreement）

のように，品質維持をお客様との契約に盛り込むサービ

スを行うようになり，そこでは可用性，遅延時間，故障

対応時間等の目標値／保証値を定義している。今後，リ

アルタイムアプリケーションの普及に伴い，遅延時間等

の伝送品質の保証がより一層重要となる。

これらのサービス品質を保証するためネットワークの

サービス品質（QoS：Quality of Service）の維持管理が必

要である。ここでは，①ネットワーク機器の開発時，②

ネットワークの導入前，③構築時，④運用中，⑤トラブ

ル発生時のそれぞれのフェーズにおいて，その特性の評

価・監視を詳細に行う必要がある。

当社では，ネットワーク特性の詳細評価や監視を目的

としたQoSモニタシステムを2001年7月に発表した。今

回，新たにGigabit イーサネットインタフェースを持つGi-

gabit QoSプローブを開発した。その外観を，図1に示す。
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図3　IP電話システムでの監視システム構成例（100 M版QoSプローブとの併用可）
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2. ネットワーク品質の評価・監視

Gigabit インタフェース対応機種の追加により，スト

リーミングサーバでの品質監視や IP電話システム等で

のネットワークのバックボーンも含めた測定が可能と

なった。

ストリーミング配信での評価システム構成例を，図2
に示す。システムは，ネットワーク上に配置する複数の

QoS プローブとその制御およびデータ演算処理を行う

QoSマネージャソフトウエアから成る。

ネットワーク品質の重要なQoSパラメータとしては，

（1）パケット遅延時間 （2）遅延揺らぎ

（3）パケットロス／連続ロス（4）帯域（スループット）

があり，ストリーミングの品質では，さらに，

（5）順序エラー （6）リルーティング

（7）重複パケット （8）フラグメント

等が重要であり，これらのパラメータを測定・監視する。

いずれのパラメータも映像や音声の品質に影響を及ぼ

すものであるが，映像系では再生情報そのものが失われ

る（3）のパケットロスが最も影響がある。また，（5）～（8）に

ついてもストリーミング再生処理が間に合わず，パケッ

トロス同等の影響を与える場合があるため重要である。

パケットロスは，伝送経路上にあるルータでの待ち

キューのバッファ溢れ，下位層での未配送やデータ誤り，

経路の一時的消失により発生するものである。また，配

信サーバそのものでロスしている場合もある。ロスの影

響を軽減するため，FEC（Forward Error Correction）等

が用いられるが，連続ロスのように集中してロスが発生

する場合にはその影響が大きくなり，ロス発生の状況の

把握も重要となる。ここでは，連続したロスパケット数

の最大／平均／最小数も求めている。

図2では，ストリーミングサーバの出口とクラインア
ントPCの入口にQoSプローブを設置することで，①サー

バの特性，②ネットワークの特性，③クライアントに対

する特性を同時に評価し，劣化要因の切り分けを容易と

している。

IP電話システムの監視システム構成例を，図3に示す。
QoSプローブ，QoSマネージャとQoSビューアから成る。

QoSビューアは，図4で示すような構成管理，現在値表
示，またアラートやトレンドグラフ表示を行う。ここで

はバックボーンであるキャリア／ISP間にGigabit QoS

プローブを設定することで，従来のネットワークのEnd-

to-Endでの評価に加え，複数のキャリア／ISPのネット

ワーク間において，それぞれの品質に切り分けての監視

も可能とする。

図4　QoSビューア画面例

構成管理

現在値表示

図2　ストリーミング配信での評価システム構成例
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IP電話やTV会議のような双方向での対話性が重視さ

れる通信では，遅延増加は会話に支障をきたす。IP電話

に対し，例えば固定電話並品質として，End-to-End遅延

100 ms未満が求められている（表1）。遅延は，ルータで
の待ちキュー滞在やパケット転送時間，伝送路でのパ

ケット伝送や信号伝播時間の他，IP電話やGateway内で

のコーデック遅延や遅延揺らぎの影響を軽減するための

バッファによる遅延も含まれる。遅延を小さくするため

に最小限のバッファサイズとする必要があり，機器開発

のための遅延揺らぎ測定も重要となる。

次に，これらのネットワークの品質測定には大きく2

種類の測定方法

（1）テストパケットを用いたアクティブ測定，

（2）ユーザ実パケットを用いたパッシブ測定

がある。

Gigabit QoSプローブでは，専用の高速処理可能なハー

ドウエアによりパッシブ測定を実現し，ユーザ実パケッ

トそのもので測定することでユーザ実感に沿った正確な

評価を行うことができる。しかし，パッシブ測定は実パ

ケットがない場合に測定できない欠点があるため，ユー

ザ実パケットをエミュレート（IP電話パケット等）したテ

ストパケットの送受信によるアクティブ測定も実現し，

パッシブ／アクティブ併用測定を可能としている。
　
3. Gigabit QoSプローブの構成

Gigabit QoSプローブのブロック図を，図5に示す。測
定インタフェースは，光の1000Base-

S X / L X（G B I C ）およびメタルの

1000Base-T/100Base-TX/10Base-Tに

対応し，2つのPort E-P間を通過するパ

ケットを測定する。また設定により，

ルータのミラーポートや光分岐回路へ

の接続による測定も可能である。なお，

メタルのインタフェースは速度等の

オートネゴシエーションに対応し，ま

た，電源オフ時もリレーSW切り替えに

より，スルーの接続性を確保している。

通過するパケットは，2段フィルタリ

ングにより指定されたパケット（パケッ

トフィルタ）の指定部分のみ（データ

フィルタ）を取り出し，通過時刻のタイ

ムスタンプ（50μs分解能）と共に一旦キャプチャメモリ

（128 MB SDRAM×2）にバッファリングした後，QoSマ

ネージャへ送信される。

このパケットフィルタでは32 bit単位の16段で，IPア

ドレスやプロトコル等のヘッダ情報での指定の他，bit単

位での指定も可能である。またデータフィルタでは，4

Byte単位で任意の独立したオフセット位置のデータに対

し，最大64 Byteまで取り込みが可能である。通常は狙っ

たパケットの一意に特定できる箇所のみ，例えばIPレイ

ヤのパケットIDやRTPレイヤのシーケンス番号を指定

するが，ユーザが必要なヘッダ，ペイロードの追加指定

もできる。これらの2つのフィルタにより，QoSマネー

ジャへの通信量を最小限に抑えている。

QoSマネージャでは，複数のプローブからのデータか

ら同一パケット対を検出しタイムスタンプ差分より遅延

を求めるなど，各種演算処理を行った上，QoSパラメー

タを出力させる。

ここでプローブ内でのパケット処理は，FPGA（Field

Programmable Gate Array）を用いたハードウエアによ

り行っている。取りこぼしなく処理するため，1 Gbpsの

入力に対し，物理チップ（PHY）にて8 bit化（125 MHz処

理）さらに32 bit化（31.25 MHz処理）のパラレル処理によ

る低速化を行う。また，パイプライン処理による順次処

理を行い，FPGAモジュール間では非同期回路間やタイ

ムスタンプ等を，インサート時のタイミング調整のため，

FIFOを2段に設けている。

バッファリングに用いたキャプチャメモリは，フル

レートや高負荷でのキャプチャ時にQoSマネージャへの

データ送信が間に合わなくなるため，その一時的メモリ

として働く。ここでは読み書きを同時に行う必要がある

ため，64 bit幅（100 MHz）にて動作させている。また，シ

ングルオプション設定でのキャプチャ時は，128 MB分の

キャプチャデータ保存メモリとなる。

図5　Gigabit QoS プローブブロック図

クラスA 
（固定電話並） 

クラスB 
（携帯電話並） 

総合音声伝送品質率（R） 

エンドトゥエンド遅延 

呼損率（接続品質） 

＞80 

＜100 ms 

≦0.15

＞70 

＜150 ms 

≦0.15

＞50 

＜400 ms 

≦0.15

クラスC

総務省のIPネットワーク技術に関する研究会報告書より（1） 

表1　IP電話の品質クラス分類
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4. 適 用 事 例

ストリーミング配信での図2のような構成で測定結果
の表示例を，図6に示す。ここでは，Windows Media 9
サーバからの300～400 kbpsのストリーミングパケット

を対象としている。図表の上段データは，サーバ出力で

のRTPパケット品質特性，中段はサーバとクライアント

間ネットワーク品質特性，下段はクラインアント入力で

のRTPパケット品質特性を示す。これらはリアルタイム

に，最下行より追記更新される。左列の日時，パケット

数／分に対し，各種品質特性；

シーケンスエラー数／発生率，

パケット順序エラー発生数／率，

リルーティング発生数／率，

重複パケット発生数／率，

パケットロス発生数／率，

連続パケットロス発生数／率，

連続パケットロス数の最大値／平均値／最小値，

フラグメント発生数／率，

を示す。異常がない場合，全てゼロ値となる。異常を発見

した場合，その日時をキーワードに，さらに詳細な解析

が可能である。また，パケット到着時刻の揺らぎ値やRTP

のタイムスタンプに対する揺らぎ値により，サーバのパ

ケット出力の正確性やネットワーク特性が確認できる。

次に，IP電話システムでの監視の評価例を，図7で示
す。WAN上IP-VPN（Virtual Private Network）サービス

を利用した東京都三鷹－神奈川県川崎間でのIP電話に対

し，上からパケット数，R値，遅延平均／最小／最大値，

遅延揺らぎ，パケットロス率についての日曜から土曜日

の週間グラフである。業務時間のネットワーク使用頻度

に伴い，遅延，揺らぎ，ロス率が増加し，時折揺らぎや

ロス率が大きく発生している，日中通話の途切れが発生

していたが，明らかにネットワーク品質劣化によるもの

と分かる。方向別で比較すると明らかに特性が異なり，

川崎方向への劣化が大きく，今後，川崎方向の改善が特

に必要と考えられる。また月／年間のグラフを用いるこ

とで，中／長期的な予測や改善計画の指標ともなる。

5. お わ り に

QoSモニタシステムの新しいファミリーのGigabit QoS

プローブの構成，特長，応用例について概要を紹介した。

Gigabitイーサネット対応で従来できなかったサーバ系や

バックボーン系での測定も含め，ネットワーク特性の詳

細評価や監視ができるようになった。また，ユーザ実パ

ケットを用いたパッシブ方式とテストパケットによるア

クティブ方式を併用し，両方式の利点を活かした測定が

可能となった。

インターネット網の発展に伴い，より高品質な通信

サービスの実現および維持管理のため，ネットワーク開

発時，導入前，構築時，運用中またトラブル発生時の各

フェーズにおいて，QoSモニタは貢献できると考えてい

る。今後，アプリケーションレベルでの測定も含めたソ

フト面の機能の充実も行っていきたい。
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図6　Windows MediaサーバのRTPパケット解析例

図7　週間トレンドグラフ例（三鷹―川崎間の IP電話）

　川崎→三鷹方向 　三鷹→川崎方向


