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概要 
 
衛星回線は、光ファイバや銅線などの有線の敷設が困難な環境において、有効なインフラスト

ラクチャとして用いられているが、地上回線にくらべて帯域幅あたりのコストが高いことや、動
的に帯域幅を変更することができないなどの欠点がある。そこで本論文では、Web オブジェク
トの圧縮機能とバナー広告の削除機能を用いて、衛星回線の実質的な帯域幅を拡大する圧縮プロ
クシシステムの提案と実装をおこなった。そして、本システムの運用を、ほぼ 100％の使用率の
ために輻輳が発生しているインドネシアの衛星回線でおこない、帯域幅に対する影響を測定した。
その結果、衛星回線の実質的な帯域幅を拡大する効果を確認することができ、本システムが有効
であることを明らかにした。 

 
1. 実験背景と目的 
 
 インターネットはその成長に伴い世界的なインフ
ラストラクチャとなった。このインフラストラクチ
ャには光ファイバや銅線等が用いられ，地球上のあ
らゆる地域を結んでいる。しかし、インドネシアの
ような多数の島で構成されるような国家では有線の
敷設が困難である。なぜなら、海底ケーブルの敷設
といったインフラストラクチャに必要なコストは莫
大なものになるからである。そこで、その解決策の
一つとして衛星回線を用いる方式がある。 
 衛星回線を用いたインターネット接続では、衛星
回線上に IP パケットを流すことにより、衛星ビー
ムの到達する範囲においてインターネットに接続す
ることが可能である。このため、衛星回線はインド
ネシアなどの島国において同時に複数の島へインタ
ーネット接続を提供する手段として非常に有効であ
る。しかし、衛星回線にはいくつかの欠点がある。
静止衛星は高度35,786Kmの軌道上にあるために信
号の往復に 500msの遅延時間がかかることや、衛星
通信に用いる Ku-Band（12／14GHz）や C-Band
（4／8GHz）といった周波数帯においては、数
100Kbpsから数Mbps程度の帯域幅しか使用できず、
バックボーンのトラヒックを支えるのには力不足で
あること。さらに、衛星回線にかかるコストが地上
おける有線の帯域単価にくらべて高価であることや、

衛星への電波の送信は、免許制度により帯域幅や変
調方式を管理されているために、ネットワークのト
ラヒックにあわせて動的に帯域幅を変更することは
困難であることなどがあげられる。 
 そこで、衛星回線の帯域幅を有効に利用するため、
Web ページの圧縮機能と Web ページ上のバナー広
告を削除する機構を備えた圧縮プロクシシステムの
提案をおこなう。現在のインターネットトラヒック
の大部分はWebトラヒックである。よって、提案シ
ステムを衛星回線に適用し Web トラヒックを圧縮
することで、衛星回線の実質的な帯域幅を拡大でき
ると考えられる。 
 提案システムを用いて実験をおこなう衛星回線に
は、AIII Project [1]によって運用がおこなわれてい
るインドネシアと日本を結ぶ衛星回線を用いた。
AIII Projectは、1995年にWIDE project [2]によっ
て発足した日本とアジア諸国を中心とする研究コン
ソーシアムで、衛星回線を用いた IP ネットワーク
を運用している。現在、日本、香港、タイ、インド
ネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、
ベトナム、スリランカが AIIIの研究パートナーとし
て参加している。これらのパートナーのうち、イン
ドネシアと日本を結ぶ衛星回線においては、帯域幅
のほぼ 100％が使用されているために輻輳が頻繁に
発生しており、より多くのトラヒックを流すための
対策が必要となっている。そこで、帯域幅の有効利
用をはかるために、提案システムをインドネシアの
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衛星回線で運用し、その効果の検証をおこなう。 
以降の第２章では関連研究の紹介を、第 3章では
本システムに用いる圧縮プロクシシステムの機能の
説明を、第 4章では実験ネットワークの構成を説明
する。第 5章では実験結果と考察を述べ、第 6章で
は結論を、第 7章では今後の課題について述べる。 
 
2. 関連研究 
 
 本研究で提案する圧縮プロクシシステムは、Web
オブジェクトの圧縮とバナー広告削除の２つ機能で
構成されている。 
前者のデータ圧縮に関しては、トランスポート層
以下に注目したものと、アプリケーション層に注目
したものの 2つに大きく分けることができる。トラ
ンスポート層以下に注目した圧縮には、RFC1144
で規定されている TCP/IP ヘッダの圧縮プロトコル
[3]と、RFC1962で規定されている PPPのデータ圧
縮プロトコル(CCP) [4]がある。しかし、TCP/IP ヘ
ッダの圧縮は、TCP/IP ヘッダを数バイト削除する
が、衛星回線の MTU1500Bytes のパケットに対す
る圧縮効果は小さい。また、CCPはヘッダとデータ
の両方の圧縮をおこなうが、MTU に制限された小
さな領域を圧縮する場合、効果的な圧縮ディクショ
ナリを作ることが難しいため、圧縮効率は高くない。
一方、アプリケーションに注目した方式には、プロ
クシでWebトラヒックを圧縮する方法がある。プロ
クシによる Web トラヒックに関する文献としては
[5][6]がある。文献 [5]では、Squid [6]に圧縮機能を
追加実装し、Web トラヒックを 30％圧縮した結果
が示されている。しかし、この文献では、衛星回線
などの狭い帯域幅に対する効果について考察がされ
ていない。本研究の文献[5]と異なる点は、本システ
ムがインドネシアの衛星回線で実際に運用を行い、
衛星回線に特化した評価をおこなった点である。 
一方、バナー広告を削除し帯域幅の有効活用をお
こなうプロクシに関する研究論文はほとんどおこな
われてない。しかし、バナー広告の削除をおこなう
アプリケーションは複数存在する。しかしながら、
これらのバナー広告削除機能に対する定量的な評価
はおこなわれていない。そこで本研究ではバナー広
告カットプロクシである Internet Junk Buster [7]

に、別の広告判定アルゴリズムを追加で実装し、衛
星回線に対する定量的な帯域幅削減効果の評価をお
こなった。 

 
3. 圧縮プロクシシステム 
 
 本章では、衛星通信回線に設置する圧縮プロクシ
システムについて述べる。本実験で用いる圧縮プロ
クシシステムは、Web オブジェクトの圧縮機能と
Webページ上のバナー広告を削除する機能の2つか
ら構成される。以下の 3.1 節では圧縮機能について
の説明を、3.2 節ではバナー広告を削除する機能の
説明をおこなう。 
 
3.1. 圧縮機能の概要 
 
 圧縮機能は，Webオブジェクトの圧縮をおこなう
「圧縮サーバ」と、圧縮されたWebオブジェクトを
展開する「展開サーバ」で構成される。圧縮サーバ
は、本システムを利用するWebクライアントの対地
側にあるネットワーク上に設置し、展開サーバは
Web クライアント側のネットワーク上に設置する。
この構成を図 1に示す。HTTP/1.1 [8]は圧縮された
データ用の MIME  type を定義しており、
HTTP/1.1に対応したWebブラウザであれば、展開
サーバを設置しなくても、圧縮されたWebオブジェ
クトを表示できる。しかし、本システムでは Web
ブラウザがサポートする HTTP のバージョンに依
存せず、すべてのWebトラヒックに対する圧縮をお
こない、効果の検証をおこなうために、展開サーバ
を用いている。 
本システムのデータの流れは，次のようになる。

まず，展開サーバは、Webクライアントからコンテ
ンツへのリクエストを受け取り、衛星回線をはさん
だ圧縮サーバへ送信する。次に、圧縮サーバは受け
取ったリクエストに従いWebサーバ（オリジンサー
バ）からWebコンテンツを取得し、圧縮をおこない、
圧縮したWebコンテンツを、展開サーバに送信する。
最後に、展開サーバは受け取ったWebオブジェクト
の展開をおこない、Webクライアントへ転送する。 
この処理により、衛星回線を流れるWebトラヒッ
クの容量を削減し、帯域幅を有効に利用することが
期待できる。 
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図 1: 圧縮サーバと展開サーバ 

 
3.1.1. 圧縮をおこなう対象 
 
 Webトラヒックを圧縮する場合、Webオブジェク
トを対象とする場合の処理の単位として、Webオブ
ジェクトと、IP パケットや TCP データグラムの 2
つが考えられる。しかし、第 2 章で述べたように、
IPパケットや TCPパケットなどの下位層に対する
圧縮は、高い圧縮効果が期待できない。そこで本シ
ステムでは、Webオブジェクト単位で圧縮をおこな
う方式を用いた。Webページはイメージやテキスト
といった Web オブジェクトの集合体として構成さ
れており、Web オブジェクトの種類は HTTP ヘッ
ダの“Content-Type”フィールドに含まれる文字列
により識別できる。 
 本システムでは、圧縮の対象となるWebオブジェ
クトは、テキストのみとした。なぜなら、典型的な
Webオブジェクトうち、テキストで構成されている
もの以外は、JPEG の画像ファイルや、Zip や Lzh
等といった既に圧縮されたデータである場合が多く、
高い圧縮が望めないと予想されるからである。 
 
3.1.2. ZLib 
 
 圧縮には Zlib [9]を用いた。Zlibは Unixで一般的
に使用されている圧縮アルゴリズムの一つである。 

Zlibは圧縮のレベルを 0から 9の範囲で設定する
ことができる。たとえば、多くの CPU 時間とメモ
リを利用してでも高い圧縮が必要な場面では、圧縮
レベルを大きな値に設定することで、圧縮率を上げ
ることができる。今回の実験では速度と圧縮率のバ
ランスを考慮して、圧縮レベルを標準的なレベルで
ある 6に設定した。 
 本システムでは、図 2に示すようにHTTP/1.1に
ならったWebオブジェクトの圧縮をおこなった。こ
の方式では、HTTP Body に対してのみ圧縮を適用
し、HTTP Header に対する圧縮はおこなわなかっ

た。このWebオブジェクトの展開は、展開サーバで
おこなう。 

 
図 2: Webオブジェクトの圧縮 

 
3.2. バナー広告の削除 
 

Webページ上にはバナー広告とよばれる、商品や
サービスの宣伝を目的とする画像が多く存在する。
バナー広告は、Webの利用者にとって多くの場合必
要としない情報である。しかし、一般的なWebブラ
ウザはバナー広告を判定、削除する機能を持ってい
ないため、バナー広告をWebページ上に表示しWeb
トラヒックを増加させている。そこで本システムで
はバナー広告の削除をおこない、バナー広告に占有
されていた帯域幅の有効利用をはかる。 
 
3.2.1.  URLのリストを用いた従来の判定方式 
 
 バナー広告を削除するためには、どの画像がバナ
ー広告であるかを判定する必要がある。このために
用いられてきた方式として、バナー広告と判定され
た画像の URL をデータベース化し、このデータベ
ースに基づきバナー広告の判定をおこなう方式があ
る。この方式の特徴は、データベースに存在するバ
ナー広告を正確に判定できることである。しかし、
この方式の欠点として、ブロックリストを更新する
ためのコストが必要なことと、ブロックリストに含
まれていないバナー広告が削除できないことがある。
そこで、本システムではこれらの欠点を解消するた
めに、URLのデータベースを用いない、新しいバナ
ー広告の判定方式を提案する。 
 ブロックリストを用いた従来方式の判定をおこな
うバナー広告削除プロクシに Internet Junk Buster 

[7]がある。本システムでは、Internet Junk Buster
を基に提案手法の実装をおこなった。よって本シス
テムは、ブロックリストを用いた方法と提案手法の
両方の判定方式を用いて、両者の利点を生かしたバ
ナー広告の判定をおこなう。 
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3.2.2. タグ情報に注目した判定方式 
 
 HTMLファイルのソースには、その画像がバナー
広告であることを判定する際に有益な情報が含まれ
ている。たとえば、バナー広告が記述されているア
ンカータグの中には"AD"、"Banner"、"Click Here"
などの広告的な特徴をもった文字列が含まれている
ことが多い。提案手法では、これらの情報に注目す
ることで、従来の方式のような URL のデータベー
スを用いずに、動的にバナー広告の判定をおこなう。 
提案手法で注目するのは、アンカータグの中
の ”HREF” 、 ”IMAGE SRC” 、 ”IMAGE 
WIDTH”、”IMAGE HEIGHT”、”IMAGE ALT”の 5
つのフィールドに含まれた文字列である。この情報
をアンカータグ毎にそれぞれ抽出し、筆者らがスコ
アリング方式と呼ぶ方式で、アンカータグに含まれ
る画像がバナー広告であるかどうかの判定にもちい
る。 
 スコアリング方式は図 3に示すようにバナー広告
に含まれていそうな"Click Here"などの広告らしそ
うな単語を 5つのフィールド毎に設定し、高い値に
なるほど広告である可能性が高くなる”スコア”を付
けておく。なお、図 3の内容は、今回の実験で用い
た設定の一部であり、本システムでは 30から 40の
単語が設定されている。図 3ではスコアのしきい値
（THRESHOLD）も設定してある、しきい値はこ
の値を超えたスコアがバナー広告と判定される基準
値となる。ここでは 100 ポイントを設定している。
この値は各フィールドから３から４つの単語に設定
されたスコアを加算した場合に、バナー広告と判定
されるように体験的に設定された値である。 
 スコアリング方式では、注目する５つのフィー
ルドに、設定された文字列が含まれているかを検
出し、含まれていた場合にアンカータグに対する
スコアを加算し、そのスコアが閾値を超えた場合
にアンカータグが含む画像がバナー広告である
と判断する。この処理を擬似コードによって表現
したのが図 4 である。図 4 では最初に extract()
関数を用いて HTMLファイルから、すべてのア 
ンカータグの注目するフィールドの情報を抽出
それぞれし、各フィールドに対する文字列の検出 
 
 
 

フィールド名/単語  スコア 
＜HREF＞ 

"/ad/"  40 

"/adserv/"    50 

<IMAGE SRC＞ 

"/ad."  30 

"banner”  30 

<ALT> 

"Click Here” 40 

“sponser”  20 

<IMAGE_WIDTH> <IMAGE_HEIGHT> 

648 * 60  30 

 

THRESHOLD  100 

図 3: スコアリング方式の設定（一部） 
 

anchors  =  extract(Web_page) 

foreach  anchor  in  anchors { 

 

/* HREF TAG */  

foreach href_ key  in  href_keywords { 

if (str_search(href_key->srt, 

anchor->href_str)) 

anchor->score += href_key->point 

} 

 

/* IMAGE_SRC TAG */ 

foreach image_src_key in image_src_keywords { 

 if (str_search(image_key->str, 

anochor->image_src_str)) 

anchor->score += image_src->point 

} 

 

/* ALT TAG,  IMAGE_WIDTH,  IMAGE_HEIGHT */ 

上の 2つのフィールドと同様にスコアリング 

 

if (anchor->Score >= THRESHOLD) { 

 anchor->ad = TRUE 

 AD_URL(anchor->image_url) 

} else { 

 anchor->ad = FALSE 

}  

} /* anchors */ 

図 4: スコアリングのプログラム例 
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を str_search()関数でおこなう。そして、文字列検
出処理が終わった時点でそのアンカータグのスコア
の合計を評価し、しきい値を超えていた場合バナー
広告と判断し、AD_URL()関数によりバナー広告の
URL を一定期間プロクシに保存しておく。この URL
は後でバナー広告を削除するときに用いられる。 
スコアリング方式を用いたバナー広告の判定例を
図 5 に示す。この例では注目したアンカータグの中
から、"HREF"タグに"/ad/"という単語を検出しスコ
アに 40 ポイント加算し、次に"SRC"タグから
"banner"という単語を検出し 30 ポイント加算し、最
後に"ALT"タグから"Click Here"という単語を検出
し、40 ポイントを加算する。この結果、このアンカ
ータグのスコアは 110 ポイントになり、設定してお
いたしきい値の 100 ポイントを超えたことで、バナ
ー広告と判定される。 

 
図 5: スコアリングによるバナー広告の判定 

 
3.2.3. バナー広告の判定手順と画像の置き換え 
 
 バナー広告をはじめとした画像ファイルの多くは、
HTMLファイルからリンクされている。また、ある
ページを表示するために、クライアントが最初にリ
クエストするファイルも、多くの場合 HTML ファ
イルである。提案手法ではこのことに注目し、
HTML ファイルがプロクシを通過する際にスコア
リング方式を用いてバナー広告の判定をおこない、
バナー広告の URL を検出する。この手順を図 6 に
示す。 

 
図 6: バナー広告の判定手順 

 
 広告ブロック機構では、広告ブロック機能が従来
方式で用いているブロックリストに含まれている
URLと、提案手法により動的に検出した URLを用
いて、Webクライアントのリクエストした URLへ
のフィルタリング処理をおこない、バナー広告への
アクセスを判定する。そして、バナー広告の削除は、
バナー広告へアクセスしていると判定されたリクエ
ストに対して、より容量が小さな画像を、本来リク
エストした画像の代わりに転送することでおこなう。
本システムでは、この画像に 53 バイトの容量の画
像を用いた。この容量は一般的なバナー広告画像の
容量と比べて非常に小さく、元の画像の容量との差
分だけ帯域幅の削減ができる。 
 本手法を用いてバナー広告を削除した例を図 7に
示す。図５の中の矢印でさされた２箇所が、バナー
広告が削除された箇所である。 

 
図 7: バナー広告を削除したWebページ 

 
4. 実験ネットワーク 
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 本章では、実験ネットワークの説明をおこなう。 
 
4.1. 実験ネットワーク 

 
 図 8: 実験ネットワーク 
 
図 8に、実験ネットワークを示す。インドネシア
と日本を結ぶ衛星回線は、日本側からみて外側向き
に 1.5Mbpsの帯域幅が、日本側からみて内側向きに
0.5Mbpsの帯域幅が割り当てられている。本実験で
は、使用率がほぼ 100%となっている日本からみて
外側の帯域幅に対してのみ、圧縮プロクシシステム
を適用した。 
実際のネットワークでは、インドネシア側のWeb
クライアントは、インドネシア側に設置した Squid  
[10]に最初にリクエストを送信する。Squidはキャッ
シュサーバとして動作しているので、Squid のキャ
ッシュにヒットしなかったリクエストのみが、本シ
ステムの処理対象となる。なお、図 8に示すように
バナー広告の削除機能は、圧縮サーバと同一ホスト
上で実行される。 
 
5. 実験の結果と考察 
 
5.1. 計測結果 
 
実証実験は 5月 29日から 6月 7日の 10日の間、

衛星回線上の Web トラヒックを計測しておこなっ
た。 
まず、期間中にWebクライアントからリクエスト

された Web トラヒックの数と圧縮機能が圧縮をお
こなった Web オブジェクトの数とバナー広告削除
機能が削除したバナー広告の数を図 9に示す。この
図では、削除したバナー広告の数が他の数値よりも
小さな値だったため、もとの 10 倍にスケールして
ある右側の目盛り従って表示してある。 

また、期間中に測定したWebトラヒックの帯域幅
を圧縮をおこなう前と圧縮をおこなった後で、それ
ぞれ図 10 に示す。これらのグラフの横軸は、5 月
29日の AM0：00（GMT）を基準とした経過時間と
なっている。 
なお、図 9において、クライアントからのリクエ

スト数が 0になっている時間帯は、衛星回線がルー
ティング関係のトラブルでダウンしていた時間であ
る。 
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図 9: 処理したWebオブジェクトの数 
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図 10: 圧縮前の帯域幅と圧縮後の帯域幅 

 
5.2. 考察 
 
 この章では、実験結果を元に本システムについて
の考察をおこなう。 
 まず初めに、期間中に発生したリクエストについ
て考察をおこなう。期間中にWebクライアントから
発生したリクエストは合計 4,045,682個であった。
これは、一秒間に、平均約 5回のリクエストが発生
した割合である。図 9では、リクエストの数が一日
周期で変化する様子が現れているが、これはインド
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ネシアのWeb利用率が、正午前後をピークに高くな
ることを示している。 
 次に、衛星回線の帯域幅についての考察をおこな
う。計測期間中に、発生したWebトラヒックを圧縮
し な い 状 態 で 合 計 す る と 容 量 は 、 約
39GBytes(39,733,219,582 Bytes)であった。一方、
圧縮を適用した場合の全 Web トラヒック量は元の
74％にあたる約 29GBytes(29,400,325,088 Bytes)
であった。つまり、本システムの圧縮効果は 26.00％
となる。圧縮機能により、削減できたトラヒックは、
約 10GByte(10,332,894,494 Bytes)であった。これ
は bpsに変換すると平均 0.1Mbps(0.096 Mbps)の帯
域幅を削除する効果があったことになる。 
 
5.3. 各機能の考察 
 
次に、本システムで用いた 2つの機能をそれぞれ

考察する。 
初めに、Webオブジェクト圧縮機能について考察
する。Web オブジェクト圧縮機能は、測定期間中
1,364,935個のWebオブジェクトの圧縮をおこない、
全 Web ト ラ ヒ ッ ク の 中 か ら 約 10Gbytes 
(10,148,475,150 Bytes)の容量を削除した。本実験で
は、テキストで構成されているWebオブジェクトの
みを圧縮していたが、このWebオブジェクトへのリ
クエスト数が全リクエストに占める割合は、34％で
あった。また、テキストで構成されているWebオブ
ジェクトだけに注目した場合の平均の圧縮率は、
75％であった。このことより、全体の容量に占める
圧縮効果は、ほぼ 25.5％とわかる。この数値は、本
システム全体の圧縮効果とほぼ等しい。 
 次に、バナー広告の削除機能について考察する。
バナー広告の削除機能では、期間中 38,017 個のバ
ナー広告を削除し、全 Web トラヒックから約
184MBytes(184,419,344 Bytes)の容量を削除した。
ここで、削除したバナー広告だけに注目した圧縮効
果は、99%であった。つまり、バナー広告の削除機
能は、バナー広告の容量をほとんど 0にする効果が
あると分かる。しかしながら、広告の削除をおこな
った数が、全リクエスト数に対して少ないために、
システム全体の圧縮効果に占める割合は、0.5％であ
った。 
 最後に、2 つの機能による圧縮効果を比較する。
Web オブジェクト圧縮機能は、全 Web トラヒック
を 26.18％圧縮することができた。一方、バナー広

告圧縮機能は全 Web トラヒックを 0.03％圧縮する
ことができた。この結果より、本実験において、バ
ナー広告の削除機能は、システムの全体の圧縮効果
にほとんど影響を与えていないことが分かった。本
実験の圧縮効果のほぼ100％がWebオブジェクト圧
縮機能によって行われていたことになる。 
 バナー広告の削除機能が、有効な効果をもたなか
った理由が 2つ考えられる。一つは、多くのバナー
広告が実際にあったものの、その判定が十分に出来
ていなかった可能性である。もう一つは、バナー広
告の判定は十分に行われていたが、全Webトラヒッ
クに占めるバナー広告の帯域幅が小さかった可能性
である。このうち、前者のバナー広告の判定が十分
に出来なかった可能性については、提案手法で広告
を判定するために用いた設定が、日本のバナー広告
の特徴を調査して設定していたために、広告の傾向
がインドネシアの大部分の Web クライアントがア
クセスした海外サイトのバナー広告の特徴とずれて
いた可能性が考えられる。 
 
6. 結論 
 
実験結果より、帯域幅を圧縮する効果をもった 2
つの機能のうち、Webオブジェクトを圧縮する機能
は Web トラヒックを圧縮するうえで大きな効果が
あることがわかった。一方、バナー広告を削除する
機能は、一定の効果を確認できたものの、Webコン
テンツを圧縮する機能と比較すると、小さな効果し
かなかった。本システム全体では、Webトラヒック
を 26％圧縮する圧縮を確認した。この効果は、測定
期 間 中 の Web ト ラ ヒ ッ ク に つ い て 約
0.1Mbps(0.096Mbps)の帯域幅を削除する効果に相
当し、1.5Mbps の帯域幅を 1.6Mbps として利用し
たことになる。 
本実験は 10 日間という短い期間での測定であっ

たため、対象としたWebトラヒックの特性が、一般
的なWebトラヒックと異なる可能性がある。しかし
ながら、文献 [4]において示されているWebトラヒ
ックに占めるテキストで構成されている Web オブ
ジェクトの割合が、本実験とほぼ同じ割合であるこ
とより、本実験で確認した効果は一般的なWebトラ
ヒックにおいても、有効であると考えることができ
る。以上より、本システムは衛星回線の帯域幅を有
効に利用する上で、有益であると結論することがで
きる。 
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7. 今後の課題 
 
今後の課題として、圧縮プロクシシステムの遅延
時間に関する評価と、遅延時間に考慮した実装が挙
げられる。 
本システムでは、各サーバ間における衛星回線を
はさんだ2つのサーバ間のTCP 3Wayハンドシェイ
クにかかる時間と、圧縮・展開処理にかかる時間等
により、Webクライアントでの遅延時間が増加して
いる。衛星回線の帯域幅を有効に利用できていても、
遅延時間が大きく増大してはシステムの利便性が問
題となる。遅延時間を小さくする方法としては、
HTTP/1.1 で 規 定 さ れ て い る persistent 
connections 機能を用いて、一度のコネクションで
複数の Web オブジェクトを転送する方法や、
HTTP/1.1に対応しているWebブラウザには、圧縮
した Web オブジェクトを展開サーバで展開処理せ
ずにそのまま転送する方法などが考えられる。 
 しかしながら、図 11 に示すように圧縮処理に時
間をかけてでも、Webオブジェクトの容量を十分小
さくすることができた場合、結果として転送に掛か
る時間を短縮することもできる。このような研究は
文献 [11]でおこなわれている。本実験では、直感的
な判断により、テキストで構成されているWebオブ
ジェクトの圧縮のみを行うことで、圧縮率と遅延時
間のバランスを取っていたが、より正確に圧縮率と
遅延時間のバランスを取るためには、各種の Web
オブジェクトに対する圧縮率の期待値とその値のば
らつきや、圧縮処理時間の期待値、3Way ハンドシ
ェイクの平均時間等のパラメータを用いて、実行時
に圧縮をおこなうかどうかの判定や Zlib の圧縮レ
ベルを決定する必要がある。 
この処理をおこなうことで遅延時間の最大値を指
定したシステムの運用や、場合によっては高い圧縮
効果と遅延時間の短縮効果の両方をもったシステム
の運用がおこなえると考えられる。 

 
図 11: 圧縮処理による遅延時間の短縮 

 

 また、その他の課題として広告の置き換えに関す
る研究がある。今回は帯域幅を有効に活用するため
に、衛星回線の直前でバナー広告の削除を行ったが、
衛星回線を通過したWebトラヒックにおいては、バ
ナー広告を再び挿入することが可能である。広告画
像の置き換えに関する研究としては文献 [12]におい
て議論がなされている。 
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