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概要 

自律分散無線システムとの無線リソース共用下においてより多く・より優先度の高いアプリケーションをユーザが満足

するレベルで機能させる無線ネットワーク技術の実現に向けて、要求される QoE や無線リソース利用状況を考慮して動

的に無線通信ネットワークを構築・制御する技術について研究開発を行った。高度なスペクトラムセンシング等を通じて

無線リソース利用状況の把握と QoE 充足状況の予測を行う技術、その結果に応じた無線リソース割り当てとネットワー

クトポロジ等の制御を実施する無線リソース割り当て技術および動的ネットワーク構成制御技術を確立し、最大 50 台規

模の屋内伝送実験を通じて、効率的な周波数の利用と要求 QoE の充足度の向上に対する有効性を実証した。 
 

Abstract 
We have developed technology to construct and control wireless network that can provide sufficient level of quality of 
experience (QoE) to more applications with more importance in a shared frequency band. It includes methods to 
assess the current spectrum usage and to predict user’s satisfaction on QoE using spectrum sensing, and methods 
for access control and network reconfiguration based on the assessment and prediction results. It has been con-
firmed through 50-node indoor experiment that the developed technology can realize better spectrum usage, and can 
increase the number of satisfied users and area throughput of satisfied users.  
 
１．まえがき 

ISM 帯無線通信は一般的な用途のみならず、安心安全、

医療分野への応用、センサネットワーク等での利用が急速

に拡大しており、人の手を介さず運用できる機器間 
(machine-to-machine : M2M) 無線通信への期待が高ま

っている。一方、利用可能な無線リソース量は有限であり、

上述のような多数のサービスアプリケーション（サービス

アプリ）が同時に無線通信を行う場合に十分な通信品質が

得られなくなる問題が顕在化している。例えば、IEEE 
802.11 無線 LAN では、無線端末に対して均等に通信機

会が与えられる。そのため、利用可能な量以上の無線リソ

ースが必要な状況になると、全ての無線端末で遅延やパケ

ットロスが増加し、結果として共倒れしてどのサービスア

プリも十分な通信品質が得られなくなる。 
そこで、本研究開発ではユーザの体験品質（quality of 

experience : QoE）に着目し、新たに制御指標に組み込む

ことで、より多くの優先度の高いアプリケーションがユー

ザが満足する品質で動作可能な無線ネットワークを実現

するための技術について検討を行った。具体的には、QoE
とその充足度の指標化、所要 QoE を充足する無線リソー

ス割り当てに必要な情報を収集する無線リソース活用度

把握技術、クロスレイヤ制御による無線リソース割当技術

と動的ネットワーク構成制御技術の検討を行った。その結

果、本研究開発の達成目標である（1）屋内環境で最大 50
ノード規模の伝送実験にて従来と比較して所要 QoE の充

足に寄与したシステムスループットを 2 倍改善できるこ

と、（2）200 台程度のノードが存在する環境下で通信品質

改善のためのネットワーク再構成を 1 秒以内に実行可能

であることを確認した。 
以下、本研究開発により得られた成果の概要を示す。 
 

２．研究内容及び成果 
本研究開発にて想定する無線ネットワークのイメージ

を図 1 に示す。本ネットワークではアクセスポイント

（AP）が管理するセルを局所的な制御単位とし、QoE を

制御指標としたアクセス制御を実施する。また、複数セル

で面的展開する際には動的ネットワーク再構成のための

制御サーバを用いて適切な負荷分散を行い、高優先トラフ

ィックの QoE 充足を維持する。 
所要 QoE を充足する高優先度トラフィックを最大化す
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るには、①要求 QoE 充足状況を考慮したネットワークの

評価指標の確立 ②周辺の無線リソース使用状況の把握 
③所要 QoE を充足可能なトラフィック量の予測 ④所要

QoE を過不足なく満足するためのアクセス制御 ⑤局所

的な混雑を解消するネットワークレベルの負荷分散 が不

可欠である。本研究開発では上記 5 項目を以下の個別技術

にブレークダウンして技術検討を行った。 
（ア）無線リソース活用度把握技術 
・要求 QoE 充足状況を考慮した評価指標の設計① 
・混在するシステムの検出② 
・スペクトラムセンシングに基づく収容限界推定②③ 

（イ）クロスレイヤ制御による無線リソース割当技術 
・①で設計した評価指標を最大化するアクセス制御④ 
・要求 QoE 達成に必要なスループットと伝送遅延を過

不足なく達成する流量制限とバックオフ制御④ 
（ウ）動的ネットワーク構成制御技術 
・QoE 充足状況に基づく接続先 AP・チャネル変更⑤ 
・無線 LAN と無線 PAN の効率的共存手法⑤ 
今後の M2M ネットワークではインシデント発生時の

データダンプや動画監視等、トラフィックの増加が見込ま

れる。そこで、ISM 帯無線システムの中で伝送速度の高

い IEEE 802.11 無線 LAN をベースにし、AP が basic 
service set（セル）を管理するインフラストラクチャモー

ド、ならびに優先制御機構である IEEE 802.11e EDCA
の利用を前提に上記検討を行った。また、早期の実用化に

向けて、既存の標準規格を変更することなく実現可能な方

式について検討した。 
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図 1 想定する無線ネットワーク 

 

２．１．無線リソース活用度把握技術の研究開発 

２．１．１．要求 QoEの充足状況を考慮した無線ネ

ットワークの評価指標 
ユーザがサービスアプリを利用して得られる効用や許

容できる通信品質は、周囲環境や社会的状況、ユーザの立

場、サービスアプリの用途等により異なると考えられる。

そこで、東日本大震災における避難所生活経験者を含めた

アンケートを実施し、様々なサービスアプリに関して平常

時と避難時の許容通信品質を調査した。平常時と避難時に

おける各種サービスアプリの許容待ち時間のアンケート

結果を図 2 に示す。結果、避難時は平常時と比較して許容

待ち時間が増加する傾向があることを確認した。 
サービスアプリを使用した時に十分な QoE が得られな

ければ、ユーザは有意な効用が得られず、データ伝送に使

用した無線リソースは無駄となる。そこで、上記アンケー

ト結果や災害被災者、災害救助者、防災の専門家、病院の

ネットワーク管理者等へのヒアリング結果を参考に、各サ

ービスアプリに対する要求 QoE の充足状況を考慮したネ

ットワークの評価指標を設計した。 
以下、サービスアプリに対してユーザが満足する確率の

推定値を QoE と定義する。式(1)は、ある状況 の下、あ

る特定の立場 p にいるユーザ x が、サービスアプリ a を 

 
図 2 （左）平常時 （右）避難時における各種サービス

アプリに関する許容待ち時間のアンケート結果 
 

利用して情報 i を通信品質 q で得た場合の QoE Q を表

す。Q はスループット、遅延、パケットロス率などの通

信品質に依存する関数である。 
( )aipsaiQ ,,,, q ,  ( ),...,,, lossdelaythroughpuai qqq=q  (1) 

ネットワークの評価指標として、式(2)に示すネットワ

ークの全体効用U を規定した。 
( ) ( )( )∑∑=

x ai
aipsaiQaipsaipsai

xx

xxxxxthxxxxxxxx
QuwU

,
,,,,,,,,,,, qq h (2) 

ここで、 ( )qu は各サービスアプリより得られる個別効用

を、 w は管理ポリシーにより決定される各サービスアプ

リの優先度をそれぞれ表す。なお、重み
xxx psaiw ,,, と個別

効用
xxx psaiu ,,, の値、ならびに QoE 

xxx psaiQ ,,, と通信品質

q との対応関係は伝送している情報 i 、サービスアプリの

種類 a 、状況 s 、ユーザの立場 p に依存する。 ( )Q
thQh はQ

が要求 QoE thQ 以上では 1（満足）、 thQ 未満では 0（不

満足）となるステップ関数である。 ( )Q
thQh の導入により、

ネットワーク全体の効用U からユーザが満足しない低品

質の通信を排除する。従って、U が大きくなるようにネ

ットワークを制御すれば、無線リソースの無駄な利用を回

避できる。本研究開発では、ここで定義・規定した QoE
とネットワークの評価指標をベースに検討を進めた。 

 
２．１．２．複数無線システム共存に向けたシステ

ム検出技術の検討 
 ISM 帯はアクセス方式や信号帯域幅、チャネル間隔が

異なるシステムが混在するため、即応性の高い与被干渉制

御を行うには混在するシステムの種類と使用チャネルを

短時間（数秒以内）で検出する必要がある。既存のフィル

タバンクを用いた絶対受信電力に基づく電力検出では、隣

接チャネル干渉や帯域外輻射により誤検出が発生する恐

れがある。そこで、広帯域センシングにより取得したスペ

クトログラムの電力変動に基づき信号単位のスペクトラ

ム形状抽出を行い、これに基づき存在するシステムとその

使用チャネルを検出する手法を考案した。 
 具体的には、観測対象システムの各無線チャネルに対し

て観測帯域を設定し、観測帯域内の広範囲にわたる一定量

以上の電力値の時間変化（隣接時間点間電力比）に基づき

送信信号を検出する。次に、送信時間内で各周波数点上の

電力値に対して Max-Hold 処理を行い、各検出信号の周

波数スペクトラム形状を求める。そして、周波数スペクト

ラム形状に対する対数電力の一次微分（隣接周波数点間電

力比）を形状特徴量としてパタンマッチングを行い、存在
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する無線システムとその使用チャネルを推定する。これに

より、大電力信号の帯域外輻射による誤検出や、広帯域シ

ステムの信号による狭帯域システムの誤検出等を低減し

つつ、各システムの無線チャネル単位の存在が検出できる。 
図3は IEEE 802.11g（CH08）と IEEE 802.15.4（CH19）

の信号のみを含むスペクトログラムの一例である。図 4
は図 3 から上記の方法で取得した周波数スペクトラム形

状である。図 4 中の IEEE 802.11g と IEEE 802.15.4 の

周波数スペクトラム形状から算出した隣接周波数点間電

力比を図 5 と図 6 にそれぞれ示す。図中の白と灰色の境

界は検出対象の無線システムおよび無線チャネル毎に設

定される検出閾値であり、隣接時間点間電力比の各値が白

い領域に収まると（図 5 左）、対応する無線システムが対

応する使用無線チャネルに存在すると判定する。 
 

  

図 3 IEEE 802.11g（左）および IEEE 802.15.4（右）

の信号を含むスペクトログラムの例 
 

  
図 4  IEEE 802.11g（左）および IEEE 802.15.4（右）

における各検出信号の周波数スペクトラム形状 
 

  

図 5 IEEE 802.11g（CH08）の各検出信号から算出した

隣接周波数点間電力比と検出閾値（左：CH08、右：CH07） 

  
 

 
 
電波暗室内で取得した実サンプリングデータを用いて

本方式の検出特性を評価した。SNR = 5 dB（IEEE 
802.11g OFDM の最低感度レベル）において誤検出率が

ほぼ 0 となるよう検出閾値を設定した場合の、IEEE 
802.11g および IEEE 802.15.4 のパケット到来数に対す

る検出確率を図 7 に示す。同図より、10～20 パケットを

観測すれば両システムとも高い精度で検出可能であるこ

とがわかる。また、両システムが衝突した場合においても

同様の評価を行い、IEEE 802.15.4 から見た SIR が 3 dB
程度あれば、図 7 と同程度の検出精度が得られることも検

証した。以上より、本研究開発ではシステム検出技術とし

てスペクトラム形状をベースにパタンマッチングを行う

本技術を適用する方向とした。 
 

２．１．３．スペクトラムセンシングに基づく収容

限界の推定 
サービスアプリが機能するには最低限の情報を伝送す

る必要があるため、要求 QoE の充足には少なくとも所要

のスループットの確保が不可欠である。従って、適切な制

御を行うには各サービスアプリのスループットを予測す

る必要がある。従来の予測手法[1-3]では干渉源の存在や

フレーム衝突の影響が十分に考慮されておらず、干渉源が

多い 2.4 GHz 帯での実運用には適さない。本研究開発で

は自セルのフレーム送受信から自セルのリソース利用率

を、電力検出により無線チャネルの総リソース利用率をそ

れぞれ測定し、これらと後者から前者を減じて算出する干

渉源のリソース利用率から、自セルのトラフィック量の変

化に伴う干渉源のそれの変動を予測し、これに基づき所要

スループットの達成可否を予測する手法を検討した。 
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図 8 自セルおよび干渉源のリソース利用率に対する自

セルの所要スループット達成可否 
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図 9 自セルのリソース利用率増加による干渉源のリソ

ース利用率増加 
 
自セルと干渉源が混在する環境において各々のトラフ

ィック量を変化させ、自セルと干渉源のリソース利用率、

ならびに自セルの全サービスアプリに対する印加トラフ

ィック量の 98%以上のスループット（ノードの送信キュ

ーに伝送データがほとんど滞留しないレベル）の達成可否

をネットワークシミュレーションにより評価した結果を

図 8 に示す。同図より、全サービスアプリで所要スループ

ットを達成可能な領域は自セルと干渉源のリソース利用

率に関する一次式で近似できることがわかる。これは、全

サービスアプリが印加トラフィック量に近いスループッ

図 6 IEEE 802.15.4の各検

出信号から算出した隣接周

波数点間電力比と検出閾値 

図 7 IEEE 802.11g およ

び IEEE 802.15.4のパケッ

ト到来数に対する検出確率 
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トを達成するには少なくともネットワークが非飽和かつ

フレーム衝突確率が低い必要があり、これを満たせる限界

は概ねトラフィックの総量で定まるためと考えられる。図

8 の結果に対して達成可否の誤判定確率が最小となるよ

う support vector machine を用いてその境界線（収容限

界）を定式化した。干渉源の印加トラフィック量を固定し、

自セルの印加トラフィック量を変えて干渉源のリソース

利用率を評価した結果を図 9 に示す。非飽和状態と飽和状

態の境界近くに至るまでは衝突確率が小さいため干渉源

の印加トラフィック量が一定の場合、自セルと干渉源のリ

ソース利用率が概ね一次の関係で表現できる。これを最小

二乗法を用いて定式化し、リソース利用率の測定結果を用

いて自セルの伝送予定トラフィック量から所要スループ

ットの達成可否を予測する手法を考案した。 
 

２．２．クロスレイヤ制御による無線リソース割当

技術の研究開発 

２．２．１．全体効用最大化に向けた要求 QoE 充足

状況を考慮したアクセス制御 
前述した収容限界予測に基づき、評価指標U を極力大

きくするアクセス制御方式を考案した。評価指標の最大化

には、各トラフィックの効用や優先度のみならず、トラフ

ィックの収容効率も考慮する必要がある。そこで、各 AP
はセル内のデータ伝送に関して、優先度を加味した単位使

用リソース当たりの個別効用が大きいフローから優先的

に伝送を許可することで、効率的なトラフィック収容を実

現する。具体的には、AP は以下の制御を定期的に行う。 
 
1. 使用中の無線チャネルにおける総リソース利用率をス

ペクトラムセンシングにより得る。 
2. 総リソース利用率から自セルのフレーム送受信に起因

するリソース利用率を減じ、各無線チャネルでの干渉源

のリソース利用率を求める。 
3. 式(3)で示される単位使用リソース当たりの個別効用

W が高いフローから順に送信候補群に加え、その状況

での自セルと干渉源のリソース利用率を予測する。これ

らが収容限界内に納まる場合は当該フローのデータ伝

送を許可し、そうでなければ拒否（送信候補群から除外）

する。ここで R は受信電力から決定される物理層伝送

レートである。また、L は印加トラフィック量であり、

ネットワークの飽和を回避するため、要求 QoE 充足に

必要最小限のスループットが達成できるよう、予めトラ

フィックの流量制限を行うことを前提とする。 

xxxxxxxxxx axpsaipsaipsai LRuwW ,,,,,,,,, =  (3) 

4. データ伝送を許可した全サービスアプリに対して要求

QoE を充足すると次回の制御における収容限界を多め

に補正し、そうでない場合は少なめに補正する。 
 
ここで、上記処理 4.は要求 QoE の充足に際してスループ

ット以外（伝送遅延等）の通信品質への要求が著しく厳し

いサービスアプリが存在する場合に、伝送を許可するトラ

フィックの総量を抑制して当該サービスアプリのフロー

を収容可能にするための処理である。 
 複数サービスアプリ混在時の特性例として、印加トラフ

ィック量と優先度の異なる 3 種類のサービスアプリ（動画

視聴、印加トラフィック量 780 kb/s・低優先度）、（音声通

話、同 68.8kb/s・中優先度）、（センサ、同 14.8 kb/s・高

優先度）の混在時の伝送遅延をシミュレーションにより評

価した。自セルは IEEE 802.11e EDCA を用い、端末

（STA）数は最大で 23 台とした。また干渉源として動画

トラフィックを最大 3 フロー伝送する干渉セル（通常の

DCF）を 2 つ配置した。要求 QoE 充足条件は印加トラフ

ィック量に対して98%のスループット達成とした。なお、

スループットに基づく制御の効果に着目し、収容限界調整

処理は行わない。 
文献[3]の手法を利用して解析的に求めたサービスアプ

リ毎の収容限界における伝送遅延の累積確率分布（CDF）
を図 10 に示す。EDCA の効果により優先度が高いフロー

ほど伝送遅延が小さく、高優先度のセンサでは 10 ms 以

下となっている。またアクセス制御によりネットワークが

非飽和であることから、低優先度の動画においても伝送遅

延が 70 ms 程度に留まっていることが分かる。 
次に、動画の要求 QoE 充足条件に伝送遅延 25 ms 以下

の条件を追加した場合の、動画の QoE 充足スループット

（要求 QoE を充足したフローの総スループット）と最大

平均伝送遅延を図 11 と図 12 にそれぞれ示す。収容限界

非調整時は動画 10 フローを収容しようとして遅延要件を

充足できていない。一方、収容限界調整時は収容動画フロ

ー数を 9 に抑えることで、伝送を許可したフローに対して

遅延条件を充足できており、本アクセス制御により数 10 
ms 程度の伝送遅延要求を有するフローの収容数が向上す

ることがわかる。 

 
図 10 収容限界非調整時の伝送遅延の CDF  

 
図 11 伝送遅延要件を加味した場合における動画 
サービスアプリの QoE 充足スループット特性 

 
図 12 伝送遅延要件を加味した場合における動画 

サービスアプリの最大平均遅延特性 
 

 また、要求 QoE に応じた流量制限の有効性検証のため、

200 m 四方のエリア内に音声サービスアプリ（双方向トラ

フィック・印加トラフィック量 68.8 kb/s・印加トラフィ

ック量の 98%で要求 QoE 充足）10 フローと図 13 に示さ

れるスループット－QoE 関数を有する下り方向のマルチ

レート動画サービスアプリフローの双方が存在する自セ

ルと、マルチレート動画サービスアプリ 1 フローが存在す
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る 4 つの干渉セルとが混在する状況を想定したシミュレ

ーションを実施した結果を図 14 に示す。同図より、自セ

ルが既存無線 LAN の場合、動画フロー数が 3 以上では過

負荷となり音声フローが収容できなくなる。一方、アクセ

ス制御適用時は収容困難な動画フローの伝送を抑制する

ため、全ての音声フローを収容できている。要求 QoE が

0.4 の場合は要求 QoE 充足に必要なスループットが小さ

いため、要求 QoE が 0.7 の場合と比較して多くの動画フ

ローを収容している。要求 QoE が 0.4 の場合における各

動画フローのスループットを図 15 に示す。既存無線 LAN
は流量制限を行わないため衝突がランダムに発生し、各動

画フローのスループットが不均一になる。一方、アクセス

制御適用時は流量制限により各動画フローが必要最小限

のデータのみ伝送することで飽和状況を回避するため、同

図に示すように各フローのスループットが均一となる。以

上より、考案したアクセス制御により過剰な無線リソース

利用を回避できることがわかる。また、FTP トラフィッ

クに対しても類似の評価を行い、本アクセス制御の有効性

を検証した。 

 
図 13 （左）動画サービスアプリのスループットと QoE

の関係 （右）要求 QoE に対する送信帯域制御 

  
図 14 要求 QoE が充足したサービスアプリフロー数 

（左）要求 QoE が 0.4 （右）要求 QoE が 0.7 

 
図 15 動画フローのスループット（要求 QoE が 0.4） 

 
２．２．２．伝送遅延要求充足に向けたバックオフ

制御手法の検討 
IEEE 802.11e EDCA は優先トラフィックに対して小

さい contention window（CW：送信待ち時間を決めるラ

ンダムなパラメータ）を設定するため、優先トラフィック

が増加するとフレーム衝突が増加し、伝送遅延が増加して

しまう。そこで、スループットと伝送遅延の要求を充足可

能な範囲で minCW を最大化して各トラフィックの送信タ

イミングを分散させ、衝突を低減する手法を考案した。 
具体的には、各 access category（AC）に対し、割り付

けられたトラフィックのスループット充足に必要な送信

成功間隔 reqI を算出する。ランダムバックオフのカウンタ

の平均値は CW の 1/2 のため、平均スループットを保障

する場合、 maxCW は次式より得る。 
( ) sreq TCORICW )1(2max −=   (4) 

ここで、COR は無線リソース利用率、 sT はコンテンショ

ンスロット長である。一方、最大伝送遅延を保証する場合、

最大再送回数が M ならば reqI の間に最大 1+M 回の送信

機会を得る必要があることから、 maxCW は次式より得る。 
( ) ( ))1()1(max +−= MTCORICW sreq   (5) 

従って、式(4)および式(5)より、求めた maxCW のうち小さ

い方を選択する。また、 minCW を maxCW の 1/2 とする。 
 本手法の有効性をシミュレーションにより評価した。自

セルは本方式、既存 EDCA および DCF とし、干渉セル

は EDCA を使用する。物理層伝送レートは 48 Mb/s、サ

ービスアプリは動画（下りリンク、AC[VI]使用、印加ト

ラフィック量 3.44 Mb/s、所要スループット 3.37 Mb/s）
とリアルタイムサービスアプリ（上りリンク、AC[VO]使
用、印加トラフィック 68 kb/s、許容伝送遅延 10 ms）の

2 種類を想定する。自セルと干渉セルの双方に同数の動画

フローが存在し、これに加えて自セルのみリアルタイムサ

ービスアプリ 6 フローが存在する。 
リアルタイムサービスアプリの平均／最大遅延の平均

値を図 16 に、自セルの平均フレーム誤り率（FER）およ

びエリア全体における動画サービスアプリの平均スルー

プットを図 17 にそれぞれ示す。DCF では各フローに対し

て均一に送信機会が与えられるため、トラフィックの増加

に伴い遅延が著しく増加し、高負荷時に許容遅延を満たせ

ていない。また、EDCA では高負荷時に優先トラフィッ

クの衝突確率が他方式と比較して高くなるため、FER が

高く高負荷時に要求スループットを満たせていない。一方、

本手法では要求性能を満たせる範囲内で衝突が減るよう

に CW を制御するため、混雑時にも許容遅延要件を充足

し、かつ要求スループットも満たせている。以上より、提

案 CW 制御手法が有効に作用することがわかる。 
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図 16 リアルタイムサービスアプリにおける平均／最大
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図 17 自セルの平均 FER およびエリア全体における動

画サービスアプリの平均スループット 
 

上記の他、センサネットワークにおいて重要なデータの

伝送遅延を低減する手法として、重要なデータほど送信待

ち時間が短くなるよう、取得した値の大きさに応じて送信

待ち時間を制御することでネットワーク全体の送信タイ

ミングを分散し、重要データの伝送品質を改善する手法も

考案し、ZigBeeを用いた実験により有効性を検証した [4]。 
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２．３．動的ネットワーク構成制御技術の研究開発 

２．３．１．複数セルネットワークのための動的ネ

ットワーク再構成制御 
局所的にトラフィック量が過剰な場合、高優先度フロー

の QoE 充足を維持しながら、伝送抑制中のフローが QoE
充足できるようネットワークを再構成することで、ネット

ワーク全体の効用が向上する。ネットワーク再構成を自律

分散で行う場合、複数のセルから一つのセルへの STA の

移動が同時に発生すると、移動先セルでトラフィックが過

剰となり、既存フローの QoE 充足が損なわれる恐れがあ

る。そこで、管理主体が各セルの追加利用可能な無線リソ

ース率と、伝送抑制中のフローの収容に必要な無線リソー

ス率を収集し、STA のセルの変更あるいはセルの使用無

線チャネルの変更を指示する手法を考案した。 
STA は起動時と伝送抑制中にチャネルスキャンし、接

続可能 AP とそこでの利用可能物理層伝送レートを検出

し、AP に通知する。AP は伝送抑制中 STA が接続可能

AP への移動時に要求 QoE 充足に必要となる無線リソー

ス率をセル内アクセス制御と同様の手法で導出し、自セル

の追加利用可能無線リソース率（収容限界から現在のリソ

ース利用率を減じたもの）と合わせて管理サーバに通知す

る。管理サーバは高優先フローを有する STA から順に、

接続先変更に必要な無線リソースが最小となる AP への

帰属先変更を決定する。また、無線チャネル変更はトラフ

ィックの伝送中断を引き起こすため、適切な帰属先変更が

行えない場合にのみ使用無線チャネルの変更を行う。具体

的には、現在の使用無線チャネルよりも余裕のある無線チ

ャネルが存在する場合に、当該チャネルへの変更を決定す

る。決定した変更内容は AP を介して STA に通知され、

チャネルが変更される。なお、STA が上記通知を受信で

きるよう、スキャン期間を調整する。図 18 に本動的ネッ

トワーク再構成制御の処理手順を示す。なお、本制御の有

効性評価については 2.4.節にて述べる。 

 

 
図 18 動的ネットワーク再構成制御の処理手順 

２．３．２．IEEE 802.11無線 LAN と IEEE 802.15.4

無線 PAN の効率的共存に関する検討 
ISM帯では無線 LANのみならず M2M無線機器の利用

が拡大しており、様々な無線機器の共存が課題である。特

に、IEEE 802.15.4 を使用する M2M 無線機器は重要度が

高い少量のデータ伝送を行うことが多く、その保護が必要

となる場合がある。そこで、両ネットワークの共存に関す

る定量的な検証に向けて、電波暗室内伝送実験を行った。 
表 1 に実験諸元を、また表 2 に実験結果を示す。IEEE 

802.15.4 より無線 LAN の送信間隔の方が短く、輻輳時に

は無線 LAN が常に送信機会を得る。このため、センサは

無線 LAN のスループットにほぼ影響を与えない。一方で

センサのロス率は無線 LANのトラフィック量増加ととも

に顕著に劣化し、100%近くまで達することを確認した。 

 
表 1 無線 LAN と M2M 無線機器の共存実験諸元 

 
 

表 2 無線 LAN と M2M 無線機器の共存実験結果 
無線 LAN 
Traffic 

センサ 
Traffic 

無線 LAN 
Throughput 

センサ 
ロス率 

使用リ 
ソース量 

1.0Mbps×3 20bps×198 1.0Mbps 60.8% 52% 
1.4Mbps×3 20bps×198 1.4Mbps 92.5% 72% 
1.6Mbps×3 20bps×198 1.6Mbps 99.5% 84% 

 

上記結果を踏まえ、図 19 に示す無線 LAN と IEEE 
802.15.4 センサネットワークが共存する環境でセンサ情

報の保護するシステムを設計した。センサネットワークで

はパケットロスが QoE に支配的な影響を与えるため、パ

ケットロス率の測定結果を管理サーバに通知し、無線セン

サのそれが目標値以下となるように無線 LANのチャネル

を動的に制御する。図 20 に制御シーケンスを示す。 

 
図 19 無線 LAN と IEEE 802.15.4 センサネットワーク

の共存環境 

 
図 20 無線 LAN とセンサネットワークの共存に向けた

制御シーケンス 

 
図 21 共存システムの適用効果 

 
実機による評価結果を図 21 に示す。システム間干渉に

よりセンサ情報に 17.2%のパケットロスが発生する環境
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にて、無線 LAN の使用チャネルをセンサが未使用のもの

に変更することで、センサ情報のパケットロス率は 0.16%
に改善することを確認した。以上より、考案した動的ネッ

トワーク構成制御技術が有効に作用することを確認した。 
 

２．４．無線ネットワークの統合実験 
２．４．１．無線装置の試作 
考案技術の実験的検証に向けて、通信ノード（AP/STA）

とセンシングノードを試作した。図 22 に外観を示す。 
 

  
図 22 通信ノード（左）とセンシングノード（右） 

 

 
図 23 通信ノードの構成 

 

 
図 24 リソース利用率計測モードの画面表示例 

  
通信ノードの構成を図 23 に示す。通信ノードは MPU

と市販の無線 LAN モジュールを搭載している。考案した

各種制御は OS 上で動作する「管理エンティティ」と呼ば

れるサービスアプリとして実装し、改造ドライバを通じて

所望の動作となるよう無線 LAN モジュールを制御した。 
センシングノードは AP の通信を停止せず 2.4 GHz 帯

の全無線チャネルのリソース利用率をリアルタイムに計

測するために試作した。センシングノードは 2.4 GHz 帯

を一括受信する RF 部、FPGA 部および CPU 部より構成

され、FPGA 部では FFT を用いたピリオドグラム算出と

各無線チャネルの idle/busy 判定を行う。CPU 部には AP
や制御用 PC との間のインタフェースが設けられている。 

本センシングノードにはスペクトログラム表示モード

とリソース利用率計測モードの 2 種類を実装した。前者は

周波数分解能が 1.25 MHz、約 1 秒分のスペクトログラム

を取得し、制御用 PC 上の画面に表示する。一方、後者は

2.4 GHz帯 IEEE 802.11無線LANの各チャネルにおける

総リソース利用率を算出し、制御 PC 上での画面表示ある

いは計測結果を AP へ通知するモードである。図 24 にリ

ソース利用率計測モードの画面表示例を示す。 
 

２．４．２．統合実験によるサービスアプリ収容能

力の検証 
考案技術の有効性検証のため、試作無線装置を用いて以

下の 2 種類の環境を想定した屋内伝送実験を実施した。 
1) 高負荷かつ高信頼度の通信が要求される医療現場

（サービスアプリ間に明確な優先度の差が存在するクロ

ーズドネットワークの例、14 ノード） 
2) 広範囲に多数のユーザが存在し、既存 LAN と混在

する空港ロビー（広範囲に展開されるオープンなネットワ

ークの例、50 ノード） 
14 ノード実験ではナースステーションと病室が存在す

る病院のフロアを想定し、多数の患者が無線でバイタルデ

ータを伝送する 12 誘導心電計（ECG）を装着し、患者 5
人分（印加トラフィック量 1.44 Mb/s）が束ねられて送信

されるものとした（図中の EGC x 5）。その他、看護師の

医療データアクセス（M-FDL）と患者の私的なファイル

ダウンロード（P-FDL）も想定した。想定した医療現場

および実験でのノード配置を図 25 に、トラフィック諸元

を表 3 にそれぞれ示す。本評価シナリオは大学病院のネッ

トワーク管理者へのヒアリング結果を踏まえて作成した。

要求 QoE 充足条件は、9 割のユーザが満足することを念

頭に設定した。セルは 2 つとし、共に IEEE 802.11g およ

び EDCA を用いる。 
 

 
図 25 14 ノード実験の（上）想定環境（下）ノード配置 
 
実験結果を図 26 に示す。既存 EDCA は輻輳するセル 1

では要求 QoE がほぼ充足できていない。セル内アクセス

制御を適用すると、効用が小さい（低優先度な）P-FDL
と一部の EGCフローの送信を抑制して輻輳を回避するこ

とで、他のフローの要求 QoE をほぼ充足している。さら

にネットワーク再構成制御を行うと、収容が困難なフロー
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を有するSTAをセル 1からリソースに余裕のあるセル 2
に移動させ、当該フローの収容に成功している。この結果、

アクセス制御とネットワーク再構成制御の適用により、既

存 EDCA に対して収容サービスアプリフロー数、全体効

用および QoE 充足スループットが 2.02 倍、2.10 倍、2.24
倍にそれぞれ改善されている。 

 
表 3 14 台規模の実験におけるトラフィック諸元 

アプリ 
種別 

効
用 

伝送
方向 AC トラフィ

ック量 
要求 QoE 
充足条件 

ECG x 5 20 上り 
方向 VI 1.468 

Mb/s 

スループット 
≧1.438 Mb/s、 

伝送遅延≦1 s、 
パケットロス率≦0.05 

N-FDL 4 下り
方向 BE 0.5 Mb/s スループット 

≧0.490 Mb/s 
P-FLD 1 下り

方向 BE 1 Mb/s スループット 
≧0.98 Mb/s 

 

 
図 26 14 ノード実験の実験結果 

（上）各セルの帰属・送信 STA 数と QoE 充足フロー数 

（左下）全体効用 （右下）QoE 充足スループット 
 
図 27 に空港ロビーを想定した 50 ノード実験における

ノード配置を示す。遮蔽が存在する約 30 m 四方の部屋を

用い、見通しで 50 m 四方相当の実験環境を構築した。

DCF を用いる 3 つの既存無線 LAN セル（セル 1～セル 
3）と、EDCA を用いる 2 つの考案技術適用セル（セル 4、
セル 5）を設置した。既存無線 LAN と開発したネットワ

ークの STA 数はそれぞれ 30 台と 15 台とし、初期状態で

は最大の RSSI が得られる AP に接続した。待合客による

ネットワーク利用を想定したトラフィックを表 4 に示す。 
 実験結果を図 28 に示す。本実験では ch 1 が過負荷であ

り、既存 EDCA の場合はセル 1 の全サービスアプリとセ

ル 5のVideoの要求QoEが充足していない（図中の「A」）。

特に、DCF を用いるセル 1 では EDCA を用いるセル 5
のトラフィックに送信機会を奪われるため、各フローのト

ラフィック量に関わらず十分な送信機会が得られていな

い。一方、セル 4、セル 5 でアクセス制御を行うと、単

位使用リソース当たりの効用が小さい Video フローの伝

送を停止して ch 1 の過負荷状態を解消することで、セル 
1 のフローを収容している（図中の「B」）。さらにネット

ワーク再構成制御を適用すると、セル 5 で収容困難な

Video フローを有する STA の一部をセル 4 に移動させ、

当該フローの収容に成功している（図中の「C」）。この結

果、既存 EDCA と比較して両制御を行う場合は QoE 充足

スループットを 2.01 倍に改善されている。以上より、想

定した典型的な 2 つの環境下で、本研究開発で目標設定し

た「異無線システムが混在する 50m 四方程度のエリアに

おいて、従来システムより構成される無線ネットワークと

比較して、要求 QoE の充足率を考慮した面的周波数利用

効率を 2 倍以上」が実現できていることがわかる。 

 
図 27 50 ノード実験におけるノード配置 

 
表 4 50 ノード実験のトラフィック諸元 

アプリ 
種別 

効
用 

伝送
方向 AC トラフィッ

ク量 
要求 QoE 
充足条件 

Voice 5 双 
方向 VO 各リンク 

87.2 kb/s 
スループット 
≧85.46 kb/s、 

伝送遅延≦150 ms 
Video 

（1080p） 4 下り
方向 VI 4.08 Mb/s スループット 

≧4.00 Mb/s 
File 

download 3 下り
方向 BE 204 kb/s スループット 

≧199.9 kb/s 
 

 
図 28 50 ノード実験の実験結果 

（上）各セルの帰属・送信 STA 数と QoE 充足フロー数 

（左下）全体効用 （右下）QoE 充足スループット 
 

２．４．３．ネットワーク再構成所要時間の検証 
200 台ノード規模の無線ネットワークにおいて、ネット

ワーク再構成の所要時間（管理サーバが指示した時点から

動的再構成を完了するまでの時間）を、シミュレーション

と伝送実験を組み合わせて評価した。 

まず、3 台の AP と 200 台の STA をランダムに配置し

たシミュレーションで 100 回の試行を行い、様々なチャ

ネル利用状況でのネットワーク再構成対象 STA 数を評価

した。表 5 にシミュレーション諸元を、表 6 にトラフィ

ック諸元をそれぞれ示す。STA は 25 m×25 m のエリア

内に一様ランダムに配置する。エリアを 4×4 のマス目で

区切りランダムに AP を配置し、AP 間の最小距離は 1 m
とした。STA の MCS は IEEE 802.11g の受信感度に基づ

き設定し、初回接続先は受信電力が最大の AP とした。結

果から、本諸元においては、ネットワーク再構成対象 STA
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数は最大 8、平均 0.9 であることがわかる。 
 

表 5 シミュレーション諸元 
項目 値 
シミュレーション時間 2 分 
無線 LAN mode IEEE 802.11e/g 
TxPower 12 dBm 
RxTh Standard OFDM 
Rx/Tx Mask 矩形マスク 20Mbps 幅 
Pathloss WINNERⅡ A1 scenario(office)  NLOS 

A = 36.8、 B = 43.8、 C = 20、X=0 
Fading なし 
アンテナ指向性 無指向性 
使用チャネル 各 AP に CH1、7、13 をランダム設定 
セル内制御の周期 3 秒 
ネットワーク全体制御の周期 20 秒 

 
表 6 トラフィック諸元 

種別 方向 優先度 トラフィッ

ク設定 
AC QoE 充足条件 

Voice 双方向 5 76 kbps 
190 byte 

VO Throughput: 
offeredloadの98% 

Delay : 150 ms 
Video 
(720p) 

DL 4 2.5 Mbps 
1472 byte 

VI Throughput : 
 offeredloadの98% 
Delay : 500 ms 

Data DL 3 200 kbps 
1472 byte 

BE Throughput : 
offeredloadの98% 

 
次に、8 台の STA（上記シミュレーショにおける最大の

同時接続先 STA 数）が同時にネットワーク再構成を行う

際の所要時間を以下の手順で実験により評価した。 
 
手順 1： AP 2 台（AP0、AP1）と STA  8 台を準備 
手順 2： AP0 をチャネル 1、AP1 をチャネル 13 に設定 
手順 3： AP0 に STA 8 台を接続 
手順 4：チャネル 1 に干渉電波を発生させ、STA 8 台の 

通信品質を劣化させる 
手順 5：下記制御シーケンスの所要時間を動作ログで確認 
①管理サーバが AP0 に STA 8 台のトポロジ変更を指示 

 ②STA 8 台が AP0 からトポロジ変更指示を受信 
 ③STA 8 台が AP0 との接続を切断 
④STA 8 台が AP1 と接続し認証処理まで完了 

 
②においてトポロジ変更指示を確実に受信できるよう伝

送停止時のチャネルスキャンタイミングを調整し、④に際

してスキャンの対象無線チャネルを AP1 の使用チャネル

に限定し、かつ無線ドライバの再帰属確認周期を 100 ms
に短縮することにより、接続先変更の高速化を図った。管

理サーバがトポロジ変更を指示してから STA の接続先変

更完了までの所要時間を表 7 に示す。結果より、各 STA
の所要時間は 1 秒以下となることを確認した。以上から、

目標である「200 台程度の無線ノードが存在する環境にお

いてトポロジ変更を 1 秒以内に完了」の達成を確認した。 
 

表 7 STA の接続先変更に要した時間（単位：秒） 
STA 1 STA 2 STA 3 STA 4 STA 5 STA 6 STA 7 STA 8 

0.705 0.715 0.712 0.688 0.892 0.695 0.720 0.915 

 

３．今後の研究成果の展開 

３．１．標準化活動 
考案技術の実用化、普及に向けた施策として one M2M、

IEEE 802.11/.15、Asia Pacific Telecommunity（APT）
傘下の APT Wireless Group（AWG）、および電波産業会

（ARIB） 2020 and Beyond Ad Hoc Group（20B-AH）

に参画し、考案技術を標準規格に反映させるべく活動した。  
oneM2M は M2M に関連した service capability の標準

化組織である。考案技術の適用先候補の一つである災害時

通信の適用訴求に向けて被災地での情報伝達ユースケー

スを提案し、他企業の協力を受け Technical Report に採

択された。 
考案技術は既存標準規格の変更なしに実現可能である

が、本技術を効率的に機能させるには無線状況観測に関す

るインタフェース及び情報交換機構に関する標準規格の

利用が望ましい。IEEE 802.11 には本機構の標準規格が

存在するが、IEEE 802.15 には存在しない。そこで、IEEE 
802.15 の Interest Group である Spectrum Resources 
Usage において、本機構の標準化作業に向けて議論を主

導し、H26 年 9 月に Task Group（TG4s）が発足した。

TG4sでは医療情報システム等のユースケースや研究開発

成果に基づく無線リソース測定情報交換のインタフェー

ス案を提案し、標準規格の基となる Technical Guidance 
Document に採択された。 

AWG では本技術の国際的アピールと APT 加盟国での

ニーズ把握に向けて Technology Working Group 配下の

Short Range Device Task Group にて活動した。具体的に

は M2M ユースケースやサービスアプリに対するユーザ

品質満足度に関する質問票を作成し、各国の回答に基づく

分析結果を APT 報告にまとめた。同時に同 APT 報告に

先進的研究開発事例として QoE に基づくネットワーク制

御技術を盛り込み、技術内容をアピールした。 
QoE に基づくリソース制御技術は自営系システムのみ

ならず、公衆系システムにも有用なため、開発技術の公衆

系システムへの展開に向けた機運醸成に向けて ARIB 
20B-AH にて本技術を提案し、「2020 年以降の移動通信シ

ステム」に関する白書に記載された。 
 

３．２．実用化へ向けた取り組み 

自営無線ネットワークを低コストで構築する手段とし

て無線 LAN は広く普及している。複数の自営無線空間の

共存は、置局設計に大きく依存しているのが現状である。

また、工場、病院等の環境では M2M 無線機器が情報重要

度の高い無線システムとして活用されている。このため、

ISM 帯を利用する様々な無線機器が混在する環境に新た

な無線ネットワークを構築する場合には、自システムに対

する被干渉と他システムに対する与干渉のケアは避けて

通ることのできない重要課題となっている。 
この課題を解決する手段として、自システム内のサービ

スアプリ品質情報と無線通信品質情報を管理サーバで集

約し、人手を介さずに無線ネットワークを最適化するシス

テム構成を図 29 に示す。本研究開発の成果である、商用

無線 LAN モジュールを用いて実現可能な、無線通信の専

門家である管理者が不在であっても他システムの干渉か

らセンサ情報伝送を保護し、QoE を確保するネットワー

ク制御機構について、M2M サービスアプリとパッケージ

化したソリューションを商用展開すべく平成 28 年度事業

化を目標に検討中である。 

 
図 29 QoE 指向型動的ネットワーク制御システム 
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４．むすび 

人の手を介さずに、より多く・より優先度の高いサービ

スアプリをユーザが満足するレベルで機能させる無線ネ

ットワーク技術の実現に向けて、QoE 充足度を考慮した

ネットワーク評価指標を構築し、センシングから得られる

情報を用いてこれを最大化する無線リソース割り当て技

術と動的ネットワーク構成制御技術を確立した。これらの

技術を搭載した無線機を開発し、200 台規模のネットワー

クシミュレーションおよび最大 50 台規模の実証実験およ

びを通じ、研究開発の目標である、既存無線 LAN と比較

して所要の QoE 充足に寄与したエリアスループットを 2
倍に改善できること、200 台程度のノードが存在する環境

下で通信品質改善のためのネットワーク再構成を 1 秒以

内に完了可能であることを確認した。 
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	図16　リアルタイムサービスアプリにおける平均／最大遅延の平均値
	図17　自セルの平均FERおよびエリア全体における動画サービスアプリの平均スループット
	上記の他、センサネットワークにおいて重要なデータの伝送遅延を低減する手法として、重要なデータほど送信待ち時間が短くなるよう、取得した値の大きさに応じて送信待ち時間を制御することでネットワーク全体の送信タイミングを分散し、重要データの伝送品質を改善する手法も考案し、ZigBeeを用いた実験により有効性を検証した [4]。
	２．３．動的ネットワーク構成制御技術の研究開発
	２．３．１．複数セルネットワークのための動的ネットワーク再構成制御
	局所的にトラフィック量が過剰な場合、高優先度フローのQoE充足を維持しながら、伝送抑制中のフローがQoE充足できるようネットワークを再構成することで、ネットワーク全体の効用が向上する。ネットワーク再構成を自律分散で行う場合、複数のセルから一つのセルへのSTAの移動が同時に発生すると、移動先セルでトラフィックが過剰となり、既存フローのQoE充足が損なわれる恐れがある。そこで、管理主体が各セルの追加利用可能な無線リソース率と、伝送抑制中のフローの収容に必要な無線リソース率を収集し、STAのセルの変更あ...
	STAは起動時と伝送抑制中にチャネルスキャンし、接続可能APとそこでの利用可能物理層伝送レートを検出し、APに通知する。APは伝送抑制中STAが接続可能APへの移動時に要求QoE充足に必要となる無線リソース率をセル内アクセス制御と同様の手法で導出し、自セルの追加利用可能無線リソース率（収容限界から現在のリソース利用率を減じたもの）と合わせて管理サーバに通知する。管理サーバは高優先フローを有するSTAから順に、接続先変更に必要な無線リソースが最小となるAPへの帰属先変更を決定する。また、無線チャネル...
	図18　動的ネットワーク再構成制御の処理手順
	２．３．２．IEEE 802.11無線LANとIEEE 802.15.4無線PANの効率的共存に関する検討
	ISM帯では無線LANのみならずM2M無線機器の利用が拡大しており、様々な無線機器の共存が課題である。特に、IEEE 802.15.4を使用するM2M無線機器は重要度が高い少量のデータ伝送を行うことが多く、その保護が必要となる場合がある。そこで、両ネットワークの共存に関する定量的な検証に向けて、電波暗室内伝送実験を行った。
	表1に実験諸元を、また表2に実験結果を示す。IEEE 802.15.4より無線LANの送信間隔の方が短く、輻輳時には無線LANが常に送信機会を得る。このため、センサは無線LANのスループットにほぼ影響を与えない。一方でセンサのロス率は無線LANのトラフィック量増加とともに顕著に劣化し、100%近くまで達することを確認した。
	表1　無線LANとM2M無線機器の共存実験諸元
	表2　無線LANとM2M無線機器の共存実験結果
	上記結果を踏まえ、図19に示す無線LANとIEEE 802.15.4センサネットワークが共存する環境でセンサ情報の保護するシステムを設計した。センサネットワークではパケットロスがQoEに支配的な影響を与えるため、パケットロス率の測定結果を管理サーバに通知し、無線センサのそれが目標値以下となるように無線LANのチャネルを動的に制御する。図20に制御シーケンスを示す。
	図19　無線LANとIEEE 802.15.4センサネットワークの共存環境
	図20　無線LANとセンサネットワークの共存に向けた制御シーケンス
	図21　共存システムの適用効果
	実機による評価結果を図21に示す。システム間干渉によりセンサ情報に17.2%のパケットロスが発生する環境にて、無線LANの使用チャネルをセンサが未使用のものに変更することで、センサ情報のパケットロス率は0.16%に改善することを確認した。以上より、考案した動的ネットワーク構成制御技術が有効に作用することを確認した。
	２．４．無線ネットワークの統合実験
	２．４．１．無線装置の試作
	考案技術の実験的検証に向けて、通信ノード（AP/STA）とセンシングノードを試作した。図22に外観を示す。
	図22　通信ノード（左）とセンシングノード（右）
	図23　通信ノードの構成
	図24　リソース利用率計測モードの画面表示例
	通信ノードの構成を図23に示す。通信ノードはMPUと市販の無線LANモジュールを搭載している。考案した各種制御はOS上で動作する「管理エンティティ」と呼ばれるサービスアプリとして実装し、改造ドライバを通じて所望の動作となるよう無線LANモジュールを制御した。
	センシングノードはAPの通信を停止せず2.4 GHz帯の全無線チャネルのリソース利用率をリアルタイムに計測するために試作した。センシングノードは2.4 GHz帯を一括受信するRF部、FPGA部およびCPU部より構成され、FPGA部ではFFTを用いたピリオドグラム算出と各無線チャネルのidle/busy判定を行う。CPU部にはAPや制御用PCとの間のインタフェースが設けられている。
	本センシングノードにはスペクトログラム表示モードとリソース利用率計測モードの2種類を実装した。前者は周波数分解能が1.25 MHz、約1秒分のスペクトログラムを取得し、制御用PC上の画面に表示する。一方、後者は2.4 GHz帯IEEE 802.11無線LANの各チャネルにおける総リソース利用率を算出し、制御PC上での画面表示あるいは計測結果をAPへ通知するモードである。図24にリソース利用率計測モードの画面表示例を示す。
	２．４．２．統合実験によるサービスアプリ収容能力の検証
	考案技術の有効性検証のため、試作無線装置を用いて以下の2種類の環境を想定した屋内伝送実験を実施した。
	1) 高負荷かつ高信頼度の通信が要求される医療現場（サービスアプリ間に明確な優先度の差が存在するクローズドネットワークの例、14ノード）
	2) 広範囲に多数のユーザが存在し、既存LANと混在する空港ロビー（広範囲に展開されるオープンなネットワークの例、50ノード）
	14ノード実験ではナースステーションと病室が存在する病院のフロアを想定し、多数の患者が無線でバイタルデータを伝送する12誘導心電計（ECG）を装着し、患者5人分（印加トラフィック量1.44 Mb/s）が束ねられて送信されるものとした（図中のEGC x 5）。その他、看護師の医療データアクセス（M-FDL）と患者の私的なファイルダウンロード（P-FDL）も想定した。想定した医療現場および実験でのノード配置を図25に、トラフィック諸元を表3にそれぞれ示す。本評価シナリオは大学病院のネットワーク管理者へ...
	図25　14ノード実験の（上）想定環境（下）ノード配置
	実験結果を図26に示す。既存EDCAは輻輳するセル 1では要求QoEがほぼ充足できていない。セル内アクセス制御を適用すると、効用が小さい（低優先度な）P-FDLと一部のEGCフローの送信を抑制して輻輳を回避することで、他のフローの要求QoEをほぼ充足している。さらにネットワーク再構成制御を行うと、収容が困難なフローを有するSTAをセル 1からリソースに余裕のあるセル 2に移動させ、当該フローの収容に成功している。この結果、アクセス制御とネットワーク再構成制御の適用により、既存EDCAに対して収容サ...
	表3　14台規模の実験におけるトラフィック諸元
	図26　14ノード実験の実験結果
	（上）各セルの帰属・送信STA数とQoE充足フロー数　（左下）全体効用　（右下）QoE充足スループット
	図27に空港ロビーを想定した50ノード実験におけるノード配置を示す。遮蔽が存在する約30 m四方の部屋を用い、見通しで50 m四方相当の実験環境を構築した。DCFを用いる3つの既存無線LAN セル（セル 1～セル 3）と、EDCAを用いる2つの考案技術適用セル（セル 4、セル 5）を設置した。既存無線LANと開発したネットワークのSTA数はそれぞれ30台と15台とし、初期状態では最大のRSSIが得られるAPに接続した。待合客によるネットワーク利用を想定したトラフィックを表4に示す。
	実験結果を図28に示す。本実験ではch 1が過負荷であり、既存EDCAの場合はセル 1の全サービスアプリとセル 5のVideoの要求QoEが充足していない（図中の「A」）。特に、DCFを用いるセル 1ではEDCAを用いるセル 5のトラフィックに送信機会を奪われるため、各フローのトラフィック量に関わらず十分な送信機会が得られていない。一方、セル 4、セル 5でアクセス制御を行うと、単位使用リソース当たりの効用が小さいVideoフローの伝送を停止してch 1の過負荷状態を解消することで、セル 1のフ...
	図27　50ノード実験におけるノード配置
	表4　50ノード実験のトラフィック諸元
	図28　50ノード実験の実験結果
	（上）各セルの帰属・送信STA数とQoE充足フロー数　（左下）全体効用　（右下）QoE充足スループット
	２．４．３．ネットワーク再構成所要時間の検証
	200台ノード規模の無線ネットワークにおいて、ネットワーク再構成の所要時間（管理サーバが指示した時点から動的再構成を完了するまでの時間）を、シミュレーションと伝送実験を組み合わせて評価した。
	まず、3台のAPと200台のSTAをランダムに配置したシミュレーションで100回の試行を行い、様々なチャネル利用状況でのネットワーク再構成対象STA数を評価した。表5にシミュレーション諸元を、表6にトラフィック諸元をそれぞれ示す。STAは25 m×25 mのエリア内に一様ランダムに配置する。エリアを4×4のマス目で区切りランダムにAPを配置し、AP間の最小距離は1 mとした。STAのMCSはIEEE 802.11gの受信感度に基づき設定し、初回接続先は受信電力が最大のAPとした。結果から、本諸元に...
	表5　シミュレーション諸元
	③STA 8台がAP0との接続を切断
	④STA 8台がAP1と接続し認証処理まで完了
	②においてトポロジ変更指示を確実に受信できるよう伝送停止時のチャネルスキャンタイミングを調整し、④に際してスキャンの対象無線チャネルをAP1の使用チャネルに限定し、かつ無線ドライバの再帰属確認周期を100 msに短縮することにより、接続先変更の高速化を図った。管理サーバがトポロジ変更を指示してからSTAの接続先変更完了までの所要時間を表7に示す。結果より、各STAの所要時間は1秒以下となることを確認した。以上から、目標である「200台程度の無線ノードが存在する環境においてトポロジ変更を1秒以内に完...
	表7　STAの接続先変更に要した時間（単位：秒）
	３．今後の研究成果の展開
	３．１．標準化活動
	考案技術の実用化、普及に向けた施策としてone M2M、IEEE 802.11/.15、Asia Pacific Telecommunity（APT）傘下のAPT Wireless Group（AWG）、および電波産業会（ARIB） 2020 and Beyond Ad Hoc Group（20B-AH）に参画し、考案技術を標準規格に反映させるべく活動した。
	oneM2MはM2Mに関連したservice capabilityの標準化組織である。考案技術の適用先候補の一つである災害時通信の適用訴求に向けて被災地での情報伝達ユースケースを提案し、他企業の協力を受けTechnical Reportに採択された。
	考案技術は既存標準規格の変更なしに実現可能であるが、本技術を効率的に機能させるには無線状況観測に関するインタフェース及び情報交換機構に関する標準規格の利用が望ましい。IEEE 802.11には本機構の標準規格が存在するが、IEEE 802.15には存在しない。そこで、IEEE 802.15のInterest GroupであるSpectrum Resources Usageにおいて、本機構の標準化作業に向けて議論を主導し、H26年9月にTask Group（TG4s）が発足した。TG4sでは医療情報...
	AWGでは本技術の国際的アピールとAPT加盟国でのニーズ把握に向けてTechnology Working Group配下のShort Range Device Task Groupにて活動した。具体的にはM2Mユースケースやサービスアプリに対するユーザ品質満足度に関する質問票を作成し、各国の回答に基づく分析結果をAPT報告にまとめた。同時に同APT 報告に先進的研究開発事例としてQoEに基づくネットワーク制御技術を盛り込み、技術内容をアピールした。
	QoEに基づくリソース制御技術は自営系システムのみならず、公衆系システムにも有用なため、開発技術の公衆系システムへの展開に向けた機運醸成に向けてARIB 20B-AHにて本技術を提案し、「2020年以降の移動通信システム」に関する白書に記載された。
	３．２．実用化へ向けた取り組み
	この課題を解決する手段として、自システム内のサービスアプリ品質情報と無線通信品質情報を管理サーバで集約し、人手を介さずに無線ネットワークを最適化するシステム構成を図29に示す。本研究開発の成果である、商用無線LANモジュールを用いて実現可能な、無線通信の専門家である管理者が不在であっても他システムの干渉からセンサ情報伝送を保護し、QoEを確保するネットワーク制御機構について、M2Mサービスアプリとパッケージ化したソリューションを商用展開すべく平成28年度事業化を目標に検討中である。
	図29　QoE指向型動的ネットワーク制御システム
	４．むすび
	人の手を介さずに、より多く・より優先度の高いサービスアプリをユーザが満足するレベルで機能させる無線ネットワーク技術の実現に向けて、QoE充足度を考慮したネットワーク評価指標を構築し、センシングから得られる情報を用いてこれを最大化する無線リソース割り当て技術と動的ネットワーク構成制御技術を確立した。これらの技術を搭載した無線機を開発し、200台規模のネットワークシミュレーションおよび最大50台規模の実証実験およびを通じ、研究開発の目標である、既存無線LANと比較して所要のQoE充足に寄与したエリアス...
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