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周辺情報を利用した無線通信の検討（研究担当：松本真紀子）

カーネルモニタを用いたAndroid端末の無線LAN通信の解析（研究担当：三木香央理）

無線LANにおけるシンクライアントトラヒック特性の解析（研究担当：岩木紗恵子）

安定した通信と不安定な通信とに二分化
原因解明とTCPのパラメータ変更による性能向上を目指す

カーネルモニタ
により取得した
輻輳ウィンドウ

 抽象的に人の状態や周辺情報を表す情報として“ Context  ”が定義されている

 Context はセンサ情報を集約し、センサ情報をより抽象化したもので、Context の
生成方法や利用方法が多く研究されている

※Context を集約した、より抽象度の高い情報のことを Situation  という

背景

周辺情報

最適な周波数を選定するための手段として

周辺情報を適切に利用

Context の生成

取得した車載センサ情報をコンテキスト生成に利用

Context の利用

CSMA/CA (CW), TDMA, FDMAetc…

Unicast, Multicast, Broadcast,Geocast,

Ad-hoc etc…

CWND, UDP or TCP,etc…

Rate, Robustness, Power, Band,

Modulation, etc…

Context

Context を利用し、通信設定を適切に行うことで、より効率的な通信を実現

 移動通信に適したVHF, UHF帯から6GHz以下の周波数において、そのほとんどが
無線通信システムに割り当てられている

 今後標準化されると予想されるブロードバンド移動通信に対して十分な帯域確保
ができない

コグニティブ無線技術の開発

 コグニティブ無線技術
無線機が周囲の電波状況を認識し、その状況に応じて、他のシステムに干渉を与えることなく、無線リ
ソースを適宜利用する技術

⇒コグニティブ無線技術の一種であるヘテロジニアス型では周波数を切り替えて使
う概念はあるものの、切り替え先の判断メカニズムは研究されていない

⇒Context 生成には複数のセンサ情報が必要になるが、無線機だけで周辺状況情
報を取得するのは困難であるため、無線機以外から情報を取得する必要がある

Sensor, Context, Situationの相関関係の一例

“A situation-aware approach for dealing with uncertain context-aware paradigm”, Xiangtao Lin ; Bo Cheng ; Junliang Chen, GLOBECOM'09: Proceedings of the 
28th IEEE conference on Global telecommunications, 2009

 クルマにおける無線通信を想定した場合、車載センサを利用可能

 車載センサを検出対象/利用されるシステムごとで分類し、車載センサ情報から生
成しうるContext を整理

 車載センサの種類

検出対象別：

圧力センサ、加速度センサ、赤外線、超音波、etc…

利用されるシステム：

衝突防止システム、ステアリングシステム、駐車補助システム、レーン
キーピングアシスタントシステム、etc…

 車載センサから取得しうるContext

車両位置、周辺台数、緊急車両情報、道路形態（交差点、トンネル、車線
数）、加速度、スピード、道路種類（高速、一般）、進行方向

 車載センサで得られる情報は多岐に渡るため、最適な周波数選定のためにだけ
でなく、各無線システムにおける最適な通信パラメータ設定にも利用可能

 背景：現在利用されている各無線システムの通信パラメータが静的に設定さ
れているため必ずしも、リソースを効率的に利用しきれていない

 各階層ごとに通信設定を最適化するため、各階層ごとにContextに影響を受けう
るパラメータの一例を整理

無線通信におけるContextの有用性の検討

まとめと今後の課題

前提

利用Context： 周辺端末台数

Context の利用先： CSMA/CA

CSMA/CA 概要

CSMA/CA 問題点

問題の要因

  121min  nCWCW ※n : 再送回数

※CWmin : CWの初期値
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提案適用結果
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Context を利用することで、CSMA/CAにおいて一定の性能向上が得られる

 端末数に関わらずCW 初期値は無線システムごとで一意に決定されている

⇒端末数の増加に伴い、乱数の重複確率が増加＝パケットの衝突確率が上昇

⇒不要な再送が行われる＝パケット送信完了までの時間が増加

 端末数に応じたCW初期値の設定

パケット衝突確率やパケット送信確率などの複数の確率を利用して端末数
ごとの最適なCW初期値を算出（Bianchi Model）

 端末数の増加に伴う余分な再送を回避

 データ送信までの待ち時間を軽減

 各端末がパケットの送信を行う場合，事前にキャリアの使用状況をセンシングし，
一定期間未使用であれば送信を開始

 各端末ごとに乱数を使用してセンシング時間を決定し、端末間のパケット衝突を
回避（バックオフ制御）

 乱数の取りうる範囲（CW：Contention Window）はパケット送信時の再送回数に
依存

 キャリア上の端末数が増加するのに伴い全体の総スループットが低下

 一度衝突を繰り返すと，衝突がない場合と比べてパケット送信に最大約80倍の時
間がかかる（端末数４０の時）

 衝突を繰り返した場合，一度の送信で最大約133msec時間を浪費、全体の内の
平均43.2％浪費（端末数４０の時）

 Context 生成

 車載センサを整理

⇒ 車載センサから生成可能なContext を明確化（今後）

 Context 利用

 各階層ごとにContextに影響を受けうるパラメータを整理

⇒ Context の利用箇所を特定（今後）

 無線通信におけるContext の有用性の検討

 MACプロトコルのCSMA/CAにおいてContext の有用性を通信シミュレーショ
ンによって検証

 Context を利用することで、端末数の増加に伴う性能低下の抑制されること
からその有用性を示した

⇒ より実環境に近い環境を想定した検証（今後）

⇒ 他のパラメータにおける適切なパラメータ設定の検討（今後）

研究背景・目的

クライアントからキーボードイベントをサーバに送り
サーバから描画画面を受け取るシステム

シンクライアント
システム

無線環境における
シンクライアントシステムの使用増加

QoSの重要性

トラヒック特性の把握が必要

マウスの動き情報

マウスの軌跡の描画

クライアント サーバ

ウィンドウの移動情報

画面のリフレッシュ

2状態遷移モデル

クライアント

インタラクティブデータ
(マウス・テキスト操作)

バルクデータ
(ウィンドウ操作)

サーバー

request

response

request

response
{

request

response

request

response

time time time time

クライアント サーバー

サーバからのデータ到着間隔により2種類のデータ
に分類可能

間隔大 間隔小

次のような2状態遷移モデルで表すことが可能

実験結果
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有線網と無線LAN

・有線網でも無線LANでも2状態があることを確認
・バルクデータにおいて22％の差→速度の差が原因

トラヒック量とトラヒック特性

Windows XP のリモートデスクトップを使用

□デスクトップの背景
□フォントスムージング
□デスクトップコンポジション
□ドラッグ中にウィンドウの内容を表示
□メニューとウィンドウアプリケーション
□テーマ
□ビットマップのキャッシュ

チェックすると，
トラヒック量が増加

チェックすると，
トラヒック量が減少

エクスピリエンスタブ
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キャッシュの
on/off

・2状態を確認
・トラヒック量によってトラヒック特性が変わることが判明

（無線環境）

遠隔地モデル

・クライアント：マレーシアボルネオ島/サーバー：小口研究室
・RTT: 300.s～700ms/背景トラヒック有
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（無線環境）

・RTTの値とその変動が大きい時2状態で表すことは不可

まとめ

・無線LAN環境の場合2状態で表せない場合がある

・新たなモデルの確立が求められる


