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はじめに

できる. しかしながら, アプリケーションの要件や静的

近年，様々なモノがインターネットに接続, 通信を行

に設定した機器の情報を用いて処理の分散を行うため,

うことでサービスを提供する IoT(Internet of Things)

リアルタイムでの機器のリソースの変化に対応してい

が注目されている．IoT を実現することで，モノの識

ない. そのため, 使用する機器の性能が大きく異なる場

別や制御，計測などを遠隔で行うことができる．IoT

合やリアルタイムでの局所的な負荷の集中時には効率

の例として環境モニタリングや HEMS(Home Energy

が悪くなる問題点がある.
そこで，本稿ではサーバの処理を動的に分散するデー

Management System) が挙げられる．IoT の応用は産

タ収集システムの提案を行う．提案システムは，セン

業や家庭用機器など様々な分野で広がっている．

IoT を用いたシステムでは，モノに取り付けたセン

サ等の大量のデバイスからデータをサーバに集約して

サからデータを収集し解析することでユーザに情報や

分析を行い, 分析結果を元にしたサービスを提供する

サービスの提供を行う．このようなシステムではデー

ような IoT の環境下での動作を想定している．そのた

タの加工や蓄積, 解析をサーバが行うことが一般的であ

め，データの蓄積や処理の定義をサーバで行い，ゲート

る．しかしながら，従来のクライアントサーバシステ

ウェイはリソースの余裕に応じて，サーバで行うデー

ムと比べて IoT では膨大な数のセンサや機器がサーバ

タの処理の一部を実行することにより負荷分散が可能

と通信を行うため，ネットワークの負荷やサーバの処

になるシステムを提案する.

理の増大が懸念されている．この問題を解決するため
に，データを送る前にセンサやゲートウェイで処理を
行うことで，送信するデータ量やサーバの処理を削減
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提案手法
提案するデータ収集システムは，センサ，ゲートウェ

イ，サーバで構成される．センサは一定の周期でセン

することは有効である．
ゲートウェイで予測不可能な値のみ送信しデータ量
を削減するシステムとして，L-SIP(Linear Spanish In-

quisition Protocol) を用いたシステムがある [1]. しか
し，このシステムはセンサ値等の数値データのみを対
象としており，画像等のマルチメディアデータのデー
タ量を削減することはできない. 処理をゲートウェイ
に分散するシステムとして, クラウド上でアプリケー
ションの定義を行い, アプリケーションのコンポーネン
トを動的に機器に割り当てるフレームワークが提案さ
れている [2]. このフレームワークでは，クラウド上で
定義した処理を容易にゲートウェイに配置することが

シングを行い，ゲートウェイにセンサデータの送信を
行う．ゲートウェイはセンサとサーバの通信の仲介を
行い, サーバで行うセンサデータの処理の一部を実行す
る．サーバはデータの処理と蓄積を行う．
ゲートウェイではセンサデータを送信する前に，サー
バから過去の処理の実行時間を取得する．取得した情
報と前回の実行した際のリソースの空き時間を元に, 実
行する処理の数を設定し実行する. その後, ゲートウェ
イは処理を行ったデータと行った処理の情報をサーバ
に送る. サーバはデータを受信後, 処理情報を元に未実
行の処理を行う. センサデータの処理は小さいモジュー
ルに分割し, モジュールごとに処理の分散を行う.
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提案するシステムでは, サーバで行うデータの処理の
一部をゲートウェイ内で実行することでサーバにおけ
る処理とネットワークの負荷を低減を行いつつデータ
の収集を行う. 本システムは, センサデータに対して任
意に処理を定義することが可能であるため, 画像などの
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Ps Pg

≤ (sn−1 + Xn−1 ) − T

(3)

システムの動作

前節より求めた式 (3) を用いて, データ収集システム
の動作を設計する．ゲートウェイはセンサからデータ

図 1: システムのシーケンス図

の収集を行った後に, サーバと通信を行いサーバで行っ
たデータの処理のそれぞれの実行時間を取得する. 取得
マルチメディアデータの収集にも対応することが可能
となる. また, ゲートウェイとサーバのリソースの情報

した時間から Xn−1 を求めて, 式 (3) を用いて追加する
処理の数 ∆l を決定する.

を元に動的に処理を分散するため, ゲートウェイが複数
の種類の機器で構成している場合でも, 機器の性能に適
した量の処理を実行することができる.

3.1

う仮定で負荷分散の条件式である式 (3) を求めたが, こ
の式は前回のサーバの処理の実行時間を使用している
ためサーバの混雑度を考慮した式である. つまり, サー

設計
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前節では, ゲートウェイとサーバが 1 対 1 であるとい

バが混雑している場合は, 大量の処理を行なっているた

パラメータの設定

図 1 にシステムのシーケンス図を示す. t=0 の時点で
システムが開始し，以降周期 T でゲートウェイはセンサ
からデータを収集しサーバに送信する. t=T×(n−1) の
とき, ゲートウェイがセンサからデータを収集して処
理を行い, サーバに送信を開始するまでに tn−1 だけか
かったとする.また, ゲートウェイとサーバ間でデータ
の送信にかかった時間を sn−1 とする．ゲートウェイ
からデータを送信した後，サーバで必要な処理の時間
を Xn−1 とする. t = T × n のとき, サーバがデータを受
信を開始した時に前の処理を終了していると仮定する
と, 式 (1) を満たす.

め, サーバ内で実行する処理の時間は増大する. そのた
め, ゲートウェイが実行可能な処理の時間は伸び, 処理
を増やすことができる. 逆にサーバが混雑していない場
合は, サーバで多くの処理を実行した方が効率的である
ため, ゲートウェイの処理の数を減らす. 前回の実行時
間を元にゲートウェイで行う処理の数を変化させるこ
とで, ゲートウェイやサーバのリソースを考慮した動的
な負荷の分散を可能とする.

4

まとめ
本稿では, 機器のリソースに応じて動的に処理の分散

を行うデータ収集システムの提案を行った.IoT では, 膨

tn−1 + sn−1 + Xn−1

≤ T + tn

(1)

大な数のセンサや機器がサーバと通信を行うため, ネッ
トワークやサーバの負荷の増大の問題が懸念されてい

式 (1) は前回の実行時間より求められるゲートウェ
イの実行可能な時間を表している.

る. そのため, センサやゲートウェイ等に処理を分散さ
せることは, この問題に対して有効である. 本システム

次に, 式 (1) をシステムで使用するために, それぞれ
の時間を求める. データの処理が小さいモジュールに分

は, ゲートウェイやサーバの負荷に応じて適切に処理を
分散することが可能であるため, 容易にネットワークや

割可能とし, 各々の処理を f1 , f2 , …, fm と表し, 処理

サーバの負荷の低減することが可能となる. 今後は本稿

の大きさを f1 (D), f2 (D), …, fm (D) と表すとする.ま

で述べたシステムのモデルを元に実装を行い, システム

た, Pg , Ps をそれぞれゲートウェイとサーバの処理の

の評価実験を通して, 本システムの有効性について検討

速度とし, tg s をゲートウェイとサーバ間の通信速度と

を行う.

する. t = T × (n − 1) のとき, ゲートウェイ内で fl まで
処理を行ったとすると tn−1 は式 (2) の通りになる.

tn−1

=

l
∑
fi (D)
i=1

Pg
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