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複数周波数帯を用いた無線通信規格に関する考察
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あらまし 近年，ワイヤレスブロードバンドと呼ばれる新たな電波利用通信システムが次々に開発され、導入が推進

されている．しかし無線通信のブロードバンド化に伴い周波数帯域幅が不足し，これによる通信性能の低下問題が懸

念されている．このため今後周波数帯を有効に利用する技術が求められており，その手段として周囲の電波環境の状

況に応じて使用する周波数帯や無線規格を適宜変更し，通信に必要な帯域幅を確保するコグニティブ無線技術が提案

されている．コグニティブ無線技術には周波数共有型とヘテロジニアス型の２つの方式があり，そのうちヘテロジニ

アス型は周囲の電波環境に応じて複数の無線通信システムを動的に変更して利用したり，組合せて無線通信を行う技

術である．動的に無線通信システムを変更し通信を行う技術については実用化に向け議論が進んでいるが，複数無線

通信規格を組合せて通信を行う技術についてはコグニティブ無線技術のベースとなる技術と，複数コネクションを集

約する技術が別々に議論されることが多い．そこで本研究ではこの両技術を考慮にいれ，既存の複数コネクション集

約技術を用いて複数無線通信システムを同時に利用した際の評価を行った．
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Abstract Recently, new communication systems using radio waves are developed and introduced one after another.

On the other hand, the frequency has been insufficient because of broadband systems used in wireless communica-

tion technologies, and a decline of communication performance has been serious problem. Therefore efficient use

of frequency is required. Thus Cognitive radio technology is proposed that changes frequency and communication

method according to the situation and obtain bandwidth necessary for communication. There are two method in

it, one is frequency common type, and the other is heterogeneous type. The latter type dynamically changes or

combines wireless communication systems. Though the discussion about technology that dynamically changes has

been advanced aiming at practical use, the technology that combines is still separately discussed with the technology

that is base of cognitive radio and the technology that uses the bandwidth of multiple wireless connections simulta-

neously. In this research, the performance are evaluated when some wireless communication systems are combined

using an existing connection consolidating technology in consideration of these technologies by simulation.
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1. は じ め に

近年，モバイルネットワークアプリケーションの実行に必要

な実効速度が増加している．これを受けて次々と広帯域幅の新

しい電波利用通信システムの開発が行われ，その導入が進んで

いる．また今後は無線通信においてブロードバンド化が進むた



め，より多くの周波数帯域幅が必要になると考えられている．

しかし現状で携帯電話機などの携帯無線端末に適する 400M～

6GHZの周波数領域で空いている周波数帯域幅が不足してきて

いる状態であるため，今後さらに周波数の使用が増加し周波数

帯域幅の不足が深刻化した場合，技術的には高い伝送速度が見

込めても十分な実効速度を確保できないといった可能性が懸念

される．それゆえ周波数資源の効率的利用が無線通信において

今後重要な課題となっている．そこで周囲の電波環境の利用状

況に応じて使用する周波数や無線規格を適宜変更し，通信に必

要な帯域幅を確保するコグニティブ無線技術が提案されてる．

　コグニティブ無線には使われていない周波数帯を無線端末が

探し出して必要な通信帯域幅を確保する周波数共有型と，周囲

の電波環境に応じて使用する無線通信システムを動的に切り替

え，あるいは複数無線通信システムを同時に使用して通信を行

うヘテロジニアス型がある．既存無線通信システムを利用した

ヘテロジニアス型は周波数共有型に比べ実用化に向けた研究が

進んでいる．ヘテロジニアス型において，動的に無線通信シス

テムを切り替えて利用する技術に関しては多く議論されている

が，複数無線通信システムを同時に組合せて利用する技術に関

しては，利用周波数の調整などのコグニティブ無線技術のベー

スとなる技術と，複数コネクションを集約する技術を共に考え

る必要があり，両技術とも複雑な実装が要求されるため別々に

議論されることが多い．

　そこで本研究では両技術を考慮にいれ，既存の複数コネク

ション集約技術を用いて複数無線通信システムを同時に利用し

た際の評価を行うために，単一無線通信規格のみを使用して通

信を行った場合と，複数無線通信規格を同時に使用して通信を

行った場合の実効速度の測定をシミュレーションにて行う．

2. 研 究 背 景

2. 1 コグニティブ無線技術の種類

コグニティブ無線技術とは無線機が周囲の通信環境に応じて

最適な周波数帯や通信システムを選択することにより，限られ

た周波数帯域幅内でできるだけ多くの無線通信システムを共

存させ，できるだけ多くの人にブロードバンド通信環境を提供

することを目指す新しい無線技術である．具体的には 2 つの

タイプがあり，それぞれ特性が異なる．1つ目は，特定のサー

ビスに割り当てられた周波数であっても，地域や時間帯によっ

て使われていない周波数を無線端末が探し出して必要な通信

帯域幅を確保する「周波数共有型」である．もう 1つは，無線

LANやWiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave

Access），LTE（Long Term Evolution），PHSといった既存

の無線通信規格が利用する通信周波数の混雑度などを無線端末

が認識して，利用する規格を動的に変える「ヘテロジニアス型」

である．ヘテロジニアス型は既存の無線通信システムを利用し

た技術であるため，周波数共有型に比べ実用化に近い段階にあ

る．本研究ではこのヘテロジニアス型に焦点を当てる．

2. 2 ヘテロジニアス型コグニティブ無線

ヘテロジニアス型コグニティブ無線では状況に応じて使用す

る無線通信規格を動的に切り替えて行う通信と，複数無線通信

規格を同時に使用して行う通信が考えられている．複数無線通

信システムを同時に組合せて行う通信に関しては，電波環境の

認識，利用可能な周波数の検出，決定などのコグニティブ無線

技術のベースとなる技術と，複数コネクションを集約する技術

を共に考える必要があり，両技術とも複雑な実装が要求される

ため別々に議論されている．また複数の異なる無線通信システ

ムを組み合わせた場合，単一のシステムでは得られない高い信

頼性と周波数資源の有効利用が期待されるが，トランスポート

層での制御や上位層での議論が複雑になるため，現在は単一シ

ステムを動的に切り替えて行う通信が実用化に向け主に議論さ

れている．現在検討されているヘテロジニアス型ネットワーク

の概要を図 1に示す．
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図 1 ヘテロジニアス型ネットワーク概要

　複数の無線通信システムを同列に収容し，それぞれの無線通

信システムの基地局からリソースマネージャに電波状況が通知

され，それを基に適切な無線通信システムを選択し通信を行う．

利用法としては，例えば高速移動体に対しては帯域幅の広い無

線通信規格よりも極力途切れにくい無線通信規格を選択したり，

広い帯域幅が必要な通信に対しては複数の無線通信規格を同時

に使用することで，必要な帯域幅を確保し通信を行うといった

ことがあげられる．　

2. 3 複数コネクション集約手法

複数のコネクションを集約する手法として BAG(Bandwidth

Aggregation)が提案されている．BAGではネットワーク層で

複数のコネクションを集約し，トランスポート層より上層へは

コネクションが一つであるかのようにみせることで，アプリ

ケーションがコネクション集約を意識することなく通信可能と

なっている．しかし同時に複数のコネクションを用いて無線通

信を行った場合，複数の性質が異なる無線インタフェースのパ

ケットが混ざった状態で到着すると TCPからはパケットが抜

けてしまったように見え，不必要な輻輳ウィンドウ制御をおこ

なってしまう．これにより BAGで期待される性能が発揮でき

ない事がわかっている [1] [2]．



　そこでコネクションごとに独立した TCPのコネクションを

持つ図 2に示されるプロトコルモデルが提案されている [3]．

従来手法新しい手法
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図 2 ミドルウェア実装プロトコルモデル

アプリケーション層とトランスポート層の間にミドルウェアを

設け，TCPレベルにおける複数のコネクションをミドルウェア

で統合している．そうすることでコネクションの集約をアプリ

ケーションが意識することなく通信可能であるという BAGの

メリットを維持しつつ，性能低下の原因となっている輻輳ウィ

ンドウをコネクションごとに持たせることが可能になる．また

ミドルウェアにおいてコネクションを集約することにより，既

存の TCPをそのまま利用することができる．

3. 研 究 方 針

本研究では，これまで提案されてきたコネクションを集約す

るミドルウェアを持つプロトコルモデルを構築し，複数コネク

ションにそれぞれ周波数帯の異なる無線通信規格を用いて通信

を行った際の実効速度をシミュレーションを用いて測定する．

比較対象として単一無線通信規格を使用した場合と，同一無線

通信規格を複数使用した場合の実効速度を測定し，複数無線通

信規格を組合せて使用した際の通信性能の評価を行う．

4. 実 験 環 境

4. 1 シミュレーションソフトウェア

実験環境として，無線ネットワークのシミュレーションソフ

トウェアである QualNetを使用する（図 3）．QualNetは米国

Scalable Network Technologies社 [4]が販売しており，高速か

つ大規模な通信ネットワークシステムのシミュレーションが可

能である．また物理層からアプリケーション層までの通信プロ

トコルモデルがソースコードで提供されているため，カスタマ

イズにより独自プロトコルを実装しシミュレーションすること

ができる．

　本研究ではミドルウェアを実装し提案されているプロトコル

モデルを構築した．

図 3 QualNet の GUI

4. 2 通信モデル

本実験では全ての実験において serverから clientへ 5MBの

ファイルを 100個 FTPで送信するシナリオを実行した（図 4）．

APと clientは各無線通信規格 (IEEE802.11a，IEEE802.11b，

IEEE802.16) を用いて，AP と server は最大通信速度 1Gbps

の 802.3の有線 LANを用いて接続されている．

AP clientserver

図 4 通信モデル

5. 基 礎 実 験

各無線通信規格の単一コネクションにおける帯域幅ごとの実

効速度と，APと clientの距離を変化させた場合の実効速度を

測定した．

　無線 LAN IEEE802.11aの帯域幅 54Mbpsおよび 24Mbpsに

おける実効速度と最大帯域幅である 54Mbpsにおけるノード間

距離ごとの実効速度を計測した（図 5，図 6）．帯域幅 54Mbps

で通信した場合，実効速度 19.9Mbps で通信を行い，帯域幅

24Mbpsで通信した場合，実効速度 13Mbpsで通信を行うこと

が確認できた．また，ノード間の距離が 100mを超えると著し

く実効速度が低下するため，通信距離は 100m以下が適切であ

ることが確認できた．

　次に無線 LAN IEEE802.11b の帯域幅 11Mbps および

5.5Mbps における実効速度と最大通信速度である 11Mbps



におけるノード間距離ごとの実効速度を計測した（図 5，図 7）.

帯域幅 11Mbpsで通信した場合，実効速度 4.1Mbpsで通信を

行い，帯域幅 5.5Mbpsで通信した場合，実効速度 2.9Mbpsで

通信を行うことが確認できた．ノード間の距離が約 275mあた

りから著しく実効速度が低下するため，通信距離は 275m以下

が適切であることが確認できた．

　WiMAX IEEE802.16の帯域幅 20MHzおよび 10MHzにお

ける実効速度ついても計測した．帯域幅 20MHzで通信した場

合，実効速度 4.7Mbpsで通信を行い，帯域幅 10MHzで通信し

た場合，実効速度 4.75Mbpsで通信を行うことが確認できた．

無線 通信距離
最大速度/
帯域幅

実効速度

802.11a ～ 約100m
54Mbps 19.9Mbps

24Mbps 13.0Mbps

802.11b ～ 約275m
11Mbps 4.1Mbps

5.5Mbps 2.9Mbps

802.16 ～ 約3km
20MHz 4.70Mbps

10MHz 4.75Mbps

図 5 各無線規格の通信性能
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図 6 IEEE802.11a：距離と実行速度の相関性
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図 7 IEEE802.11b：距離と実行速度の相関性

6. 実験 1：同種の複数無線通信使用時の評価

実験 1では serverと clientの間に 2本のコネクションを張っ

た図 8で示すシナリオにおいて，両コネクションに同じ無線通

信規格を使用し，各コネクションの帯域幅を変化させた場合の

実効速度の計測を各無線通信規格ごとに行うことで，一方の

コネクションの帯域幅が低い場合の他方の通信速度について調

べた．

AP
clientpath1

path2

sever

AP

図 8 実験 1 シナリオ

6. 1 無線 LAN

IEEE802.11aにおいて各コネクションの帯域幅を変更し，図

9に示す 3通りの場合を想定した通信のシミュレーションを行っ

た．case1 では path1，path2 の双方の帯域幅を各無線通信規

格の最大帯域幅に設定し，case2では path1の帯域幅を最大帯

域幅，path2の帯域幅を最大帯域幅の約半分に設定した．また

case3では path1，path2ともに帯域幅を最大帯域幅の約半分

に設定した．結果を図 11に示す．

　 IEEE802.11bにおいても同様に各コネクションの帯域幅を

変更し，図 10に示す 3通りの場合を想定した通信のシミュレー

ションを行った．結果を図 12に示す．

　無線 LAN を使用した通信の case1，case3 において path1，

path2ともに基礎実験で得られた実効速度とほぼ同程度の実効

速度で通信を行っている．また，case2においても path1は帯

域幅の低い path2に影響されることなく基礎実験で計測された

実効速度とほぼ同程度の実効速度を得られた．したがってコネ

クションをミドルウェアで集約することにより，各コネクショ

ンの通信速度は他の帯域幅に影響されずに独立した通信を行う

ことが確認できた．

path1 path2

case1 54Mbps 54Mbps

case2 54Mbps 24Mbps

case3 24Mbps 24Mbps

図 9 IEEE802.11a：各コネクションの帯域幅

path1 path2

case1 11Mbps 11Mbps

case2 11Mbps 5.5Mbps

case3 5.5Mbps 5.5Mbps

図 10 IEEE802.11b：各コネクションの帯域幅
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図 11 帯域幅の異なる IEEE802.11a を組合せた実験結果
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図 12 帯域幅の異なる IEEE802.11b を組合せた実験結果

6. 2 WiMAX

IEEE802.16において各コネクションの帯域幅を変更し，図

13 に示す 3 通りの場合を想定した通信のシミュレーションを

行った．結果を図 14に示す．

　 IEEE802.16を使用した実験においても，無線 LANと同様

に各コネクションは他のコネクションの帯域幅に影響されるこ

となく，独立した通信を行うことができことがわかった．

　

path1 path2

case1 20MHz 20MHz

case2 20MHz 10MHz

case3 10MHz 10MHz

図 13 IEEE802.16：各コネクションの帯域幅
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図 14 帯域幅の異なる IEEE802.16 を組合せた実験結果

6. 3 実験 1の考察とまとめ

本実験ではコネクションごとに帯域幅を変化させた実験を行

い，一方のコネクションの帯域幅が低い場合の他方の通信速度

について調べた．IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.16

のいずれの無線技術においても各コネクションは他方のコネク

ションの帯域幅に影響されることなく通信できることがわかっ

た．これによりコネクションの本数分だけより帯域幅の広い通

信を行うことができることがいえる．

7. 実験 2：異種の複数無線通信使用時の評価

２本のコネクションにそれぞれ異なる無線通信規格を用いて

接続されているシナリオにおいて，APと client間の距離を変

化させた実験を行い，一方のコネクションの通信速度が低下し，

コネクションが切断した際のもう一方のコネクションの挙動に

ついて評価を行った．

7. 1 IEEE802.11aと IEEE802.11bを組合せた通信

path1 に IEEE802.11a（ 帯 域 幅 54Mbps） ，path2 に

IEEE802.11b（帯域幅 11Mbps）を用いて接続した図 15 に

示すシナリオにおいて，各コネクションの距離を変化させたシ

ミュレーションを行った．結果を図 16に示す．

　 AP と client の距離が 100m 以上の場合，IEEE802.11a の

通信距離を超えてしまうため path1の実効速度は著しく低下す

る．しかし path2 は path1 の実効速度低下の影響を受けるこ

となく，基礎実験で得られた実効速度と同程度の速度を維持し

つつ通信していることが図 16よりわかる．したがって，異な

る無線通信規格を同時に使用した場合でも各コネクションは他

のコネクションの速度低下の影響を受けることなく通信可能で

あることが確認できた．
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図 15 IEEE802.11a と IEEE802.11 ｂを組合せたシナリオ
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図 16 IEEE802.11a と IEEE802.11 ｂの組合せた通信

7. 2 IEEE802.11と IEEE802.16を組合せた通信

2本のコネクションに各々MACプロトコルが異なる無線通信

規格を用いて接続した図 17に示すシナリオにおいて，各コネ

クションの距離を変化させたシミュレーションを行った．path1

には IEEE802.16（帯域幅 20MHz），path2には IEEE802.11

（IEEE802.11a／ IEEE802.11b）を用いている．結果を図 18，

図 19に示す．

　 IEEE802.11aと IEEE802.16を組合せた通信の場合 APと



clientの距離が 100m以上では，IEEE802.11aの通信距離を超

えてしまうため path1 の実効速度は著しく低下する．しかし

path2は path1の実効速度低下の影響を受けることなく，基礎

実験で得られた実効速度と同程度の速度を維持しつつ通信して

いることが図 18よりわかる．

　また IEEE802.11bと IEEE802.16を組合せた通信において

も，APと clientの距離が 275m以上の場合，802.11ｂの通信

距離を超えてしまうため path1の実効速度は著しく低下するが

path2は path1の実効速度低下の影響を受けることなく，基礎

実験で得られた実効速度と同程度の速度を維持しつつ通信して

いる（図 19）．
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図 17 IEEE802.11 と IEEE802.16 を組合せたシナリオ

0

5

10

15

20

25

70 80 90 100 110 120

T
h

ro
u

g
h

p
u

t 
[M

b
p

s]

Distance between AP and client [m]

path1

path2

sum

図 18 IEEE802.11a と IEEE802.16 を組合せた通信
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図 19 IEEE802.11b と IEEE802.16 を組合せた通信

7. 3 実験 2の考察とまとめ

本実験では AP と client の距離を変化させて実験を行い，

一方のコネクションの通信速度が低下し，コネクションが切

断した際のもう一方のコネクションの挙動について観察した．

IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.16のいずれの組合せ

においても，各コネクションは他方のコネクションの通信速度

の低下の影響を受けないことが確認できた．したがって複数の

無線技術を同時に使用することで，clientが一方のコネクショ

ンの通信距離外に移動した場合でも，もう一方のコネクション

を用いて通信できるため，コネクションが１本の場合に比べて

安定した通信が行えるということがいえる．

8. ま と め

本研究では性質の異なる複数の無線インタフェースを同時に

用いた通信に関する評価を行うため，シミュレーションによる

実験を行った．まず基礎実験として各無線通信規格に関し単一

コネクションにおける実効速度を帯域幅と距離を変更して測定

した．その結果，各無線通規格の通信可能な距離と，距離と実

効速度の相関性を確認した．次に実験 1で複数コネクションで

同種の無線通信規格を使用して通信した際の各コネクションの

帯域幅が他のコネクションに与える影響について調べた．その

結果各コネクションは他のコネクションの帯域幅に左右される

ことなく，それぞれ独立的に通信を行うことを確認した．それ

により本数を増やした分だけ通信速度を向上させられることが

わかった．実験 2 では 2 本のコネクションにそれぞれ異なる

無線通信規格を使用した際に，一方のコネクションの通信速度

低下がもう一方のコネクションに与える影響について調べた．

その結果，各コネクションは他のコネクションの通信速度低下

の影響を受けず，一方のコネクションが切断された場合でもも

う一方のコネクションで通信することができるため，単一コネ

クションのみの通信に比べより安定した通信が行えることがわ

かった．

9. 今後の課題

IEEE802.16は実際には条件によっては高い実効速度が見込

める無線技術であるが本実験では約 4.7Mbpsと IEEE802.11b

とあまり変わらない数値となっている．その原因として，基地

局の設定の問題等が考えられる．そこで今後は基地局における

データの転送状況を詳しくみていき，適切なパラメータの設定

を行う．またどのようなケースにおいて，どのような形の複数

無線通信の組合せが適しているかなどについても検討を行って

ゆく．

文 献
[1] K. Chebrolu and B. Raman：“ Bandwidth Aggregation for

Real-Time 　 Applications in Heterogeneous Wireless Net-

works” IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 5,

No. 4, pp.388-403，April 2006.

[2] K. Chebrolu, B. Raman, and R.R. Rao：“A Network



Layer Approach to Enable TCP over Multiple Interfaces”,
J. Wireless Networks (WINET), Vol.2，No5，pp.637-650，
Sept. 2005.

[3] 宮崎悦子，小口正人：“複数インタフェースを用いた無線通信の
コネクション集約ミドルウェア”, SWoPP，Vol.2009-OS-112，
No18，2009 年 8 月.

[4] Scalable Network Technologies：
http://www.scalable-networks.com/


