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近年，ワイヤレスブロードバンドと呼ばれる種類の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，複数無線通信システム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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Recently, new communication systems using radio waves are developed and
introduced one after another. On the other hand, the frequency has been insuf-
ficient because of broadband systems used in wireless communication technolo-
gies, and a decline of communication performance has been serious problem.
Therefore efficient use of frequency is required. Thus Cognitive radio technol-
ogy is proposed that changes frequency and communication method according
to the situation and obtain bandwidth necessary for communication. There
are two methods to realize 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 dynam-
ically changes has been advanced aiming at practical use, the technology that
combines is still separately discussed with the technology that is base of cog-
nitive radio and the technology that uses the bandwidth of multiple wireless
connections simultaneously. 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.

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いる．

　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
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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，単一無線通信システムのみを使

用して通信を行った場合と，複数無線通信システム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った．特に移動端末を用いてアクセスポイントから

の距離が変化する場合に，複数コネクションを集約した通信の振舞がどのようになるか調

べた．

2. 研 究 背 景

2.1 ソフトウェア無線技術

従来の無線技術では，通信方式に応じて専用のハードウェアを用意する必要があったた

め，一つの端末で対応できる無線通信システムは一つのみであった．しかしソフトウェア無

線技術では，汎用的なハードウェアを用いて，従来は半導体が行っていた方式依存の処理の

大部分をソフトウェアで行うため，ソフトウェアを書き換えるだけで一つの端末で複数の異

なる通信方式に対応できるようになった．現在はこの技術を用いて，無線通信システムを

ユーザが適宜切り替えて通信を行うことが可能になっている．

2.2 コグニティブ無線技術

ソフトウェア無線技術を応用して考えられているのがコグニティブ無線技術である．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システム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着目した．

2.3 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システムを動的に

切り替えて行う通信と，複数無線通信システム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．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. その一方で異種無線通信システム間のシームレスな垂直ハ

ンドオーバに関しては研究が盛んに行われ，ハンドオーバ機能に関して IEEE802.21 で規

格化が行われている．その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．　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システ

ムよりも極力途切れにくい無線通信システムを選択したり，広い帯域幅が必要な通信に対し

ては複数の無線通信システム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．例えば NECは OpenFlow技術1) を用い，WiMAXとWiFiの

2つのネットワークの間で負荷状況に応じて動的な切替えを行えることを実証した2)
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図 1 ヘテロジニアス型ネットワーク概要



3. 研 究 内 容

3.1 研 究 概 要

一つの無線通信システムから別の一つの無線通信システムへの単一無線通信システムの垂

直ハンドオーバに関する研究が盛んに行われているが，いまだ確実なハンドオーバの達成に

は至っていない．垂直ハンドオーバではハンドオーバトリガとして RSSI(Received Signal

Strength Identifer) を用いており，RSSI が閾値以下になればハンドオーバが開始される．

つまり使用しているチャネルが混雑している場合にも，RSSIが閾値以上であれば端末はハ

ンドオーバを行わないため，チャネルの混雑は解消されず，端末のスループットが低下して

いても他の無線システムへハンドオーバすることができない．そのため今後より広帯域の

無線通信を求められた場合，このようにチャネルが混雑した状態で単一の無線通信システ

ムのみを使用していては十分な帯域を確保できない可能性がある．しかし異種無線通信シ

ステムの各アクセス可能距離は重複していることが多く，上述のような状態になった場合，

異種無線通信システムを複数同時に利用することでこれを改善できると期待できる．そこで

本研究ではWi-FiとWiMAXが混在する環境を想定し，通信中の無線通信システムでは帯

域が不十分な場合にアクセス可能な他の無線通信システムを同時に利用することで，より広

い帯域を確保する手法の検討を行う．

3.2 複数コネクション集約手法

複数無線通信システムを同時に使用する際に重要になるのが複数コネクションの集約方法

であり，従来手法として BAG(Bandwidth Aggregation)がある．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3)4)．

　そこで経路ごとに独立した 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5)．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経路ごとに持たせる

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．

Applica�on

Middleware

TCP/UDP
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MAC

従来手法提案手法

図 2 ミドルウェア実装プロトコルモデル

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．QualNetは米国 Scalable Network Technologies社6) 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をソースコードで提供しており，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．QualNetのライセンス

はMicrovision社の FLEXnetを用いたフローティングライセンス形式を用いており，サー

バ用とクライント用のライセンスファイルをそれぞれの端末に入れておき，クライアント端

末がシミュレーションを実行するたびにサーバ端末のライセンスファイルへアクセスする．

この仕組みを用いることでたとえば１つのライセンスしか持っていない場合でも，時間が重



なっていなければ多数のマシンでシミュレーションを動かすことが可能である．

4.2 無線通信システム

本論文では無線通信システムとして Wi-Fi の IEEE802.11a(最大伝送速度 54Mbps)，

IEEE802.11b(最大伝送速度 11Mbps)，モバイルWiMAX の IEEE802.16e(最大伝送速度

64Mbps)，有線システムとして IEEE802.3(最大伝送速度 100Gbps)を用いた．本論文では

理想的な環境を設定しているため，フェージングやパケットロスなどについては考慮してい

ない．

5. 通信距離とスループットの相関性

各無線通信システムごとの，端末と AP(アクセスポイント)間または端末と基地局間の通

信距離とスループットの相関性を調べた．その結果Wi-Fiにおいては，IEEE802.11aは約

100mまで最大スループットで通信を行い，また IEEE802.11bは約 250ｍまで最大スルー

プットで通信を行うが，その後は距離に応じて徐々にスループットは低下していき，両無線

通信規格とも約 400ｍまで通信可能であることが確認できた (図 3）．またモバイルWiMAX

については約 1300m地点までは 30Mbps程度の速さで通信を行い，その後通信距離が広が

るにつれてスループットは低下するが，本論文におけるシミュレーション設定では約 3200m

近くの比較的長距離の通信が可能であることが確認できた．

図 3 通信距離とスループットの相関性：Wi-Fi

図 4 通信距離とスループットの相関性：モバイルWiMAX

6. 移動端末を用いた通信

端末が移動中に複数の無線通信システムを感知した場合，使用する無線通信システムのの

数を増やし，利用可能な無線通信システムを複数同時に使用して通信するシミュレーション

を行った．このシミュレーションでは，複数無線通信規格を利用する場合は 3.2節で述べた

ミドルウェアを実装したプロトコルスタックを用いて複数コネクションを集約している．ま

た比較対象として同一環境で単一の無線通信規格のみ使用して通信するシミュレーションを

行った．

6.1 シミュレーション環境

端末はスタート地点 0ｍからゴール地点 1400mまで秒速 10mで移動しながら通信を行

う (図 5)．この時 IEEE802.11a の AP は 500m 地点，IEEE802.11 ｂは 1000m 地点に設

置してある．端末はシミュレーションを開始してから 50秒時点で IEEE802.11aの APに

最も接近し，100秒で IEEE802.11bの APに最も近づく．その際の端末から各 APまでの

距離はそれぞれ約 5mである．

6.2 単一無線通信システムのみを使用したシナリオ

IEEE802.11aのみを配置したシナリオ通信を行った場合と IEEE802.11ｂのみを使用し



図 5 移動端末を用いたシミュレーション環境

て通信を行った場合のスループットの測定を行った．結果を図 6に示す．IEEE802.11aの

みのグラフと IEEE802.11bのみのグラフにおいて，AP付近を中心にグラフがほぼ対象に

なっており，端末が AP付近を移動する際のスループットの挙動が確認できる．

6.3 複数無線通信システムを使用したシナリオ

3.2 節で述べたミドルウェアを実装したプロトコルスタックを用いて，IEEE802.11a と

IEEE802.11bの通信範囲が重複する際は双方の無線通信規格を同時に使用して通信を行うシ

ミュレーションを行った．その結果を図 6に示す．グラフより IEEE802.11aと IEEE802.11b

の通信範囲が重なる 65秒から 95秒の 30秒間のスループットは，二つの無線通信規格を同

時に使用して通信を行っているため，IEEE802.11aと IEEE802.11ｂを単独で使用した場

合と比較して，ほぼこれらを合計したスループットで通信を行っていることがわかる．

7. ま と め

本論文ではWiMAXとWi-Fiの双方にアクセス可能な領域において，両無線システムを

同時に使用する手法の検討を目指して実験をおこなった．本実験ではその前身としてWi-Fi

である IEEE802.11aと IEEE802.11ｂを同時に使用した通信のシミュレーションを行った．

その結果，二つの無線通信規格のアクセス可能領域が重複する部分では使用した無線分のス

ループットを得ることができるため，一方の無線通信規格のみでは十分な帯域を確保できな

図 6 移動端末を用いたシミュレーション結果

い場合でも，双方を同時に使用することでよりよいスループットで通信できることを確認

した．

8. 今後の課題

本論文ではWi-Fiを組合せた実験のみ行ったが，本研究ではWi-FiとWiMAXの二種

類の無線通信システムを用いて，異種無線システムを同時に使用する手法の検討を目標とし

ているため，今後はWiMAXも含めた環境を想定した実験を行っていく．また移動端末や

各無線システムの基地局を１台から複数台に変更して様々なチャネル状況を考慮した実験を

行い，どのような状況で複数無線システムを同時に使用するのが有効かを検討していく予定

である．
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