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通信ポリシー予約型マルチアクセスシステム
佐伯 俊彰†
(株)ＮＴＴドコモ マルチメディア開発部†
１．はじめに
近年、個人を取り巻く日常生活を支えるさまざま
な「モノ」に、通信機能を装備した超小型チップで
あ る 無 線 タ グ （ Ｒ Ｆ Ｉ Ｄ ： Radio Frequency
Identification）を装着し、ユーザの持つ移動機、
ＰＤＡを含む通信端末との近接通信により、気軽に
ネットワークと接続し、モノにリンクしたサービス
を移動体通信網、有線通信網（光ファイバー、ＡＤ
ＳＬ、ＩＳＤＮ等）を介して同通信端末上で容易に
利用することができるようになりつつある。
このような環境では、ユーザの行く先々の家庭、
オフィス、行楽地、各種店舗、遊興施設等内のモノ
に設置されたＲＦＩＤタグの数が、今後増えるにし
たがって、ＲＦＩＤタグと通信端末との通信量が増

大し、さらに、モノにリンクしたサービスを通信端
末上で移動体通信網、有線通信網、ローカル通信網
を介して利用するための通信量、同時アクセス数が
大幅に増えることが予想される。
しかし、現状利用可能な通信技術では、満足のい
く十分な対応ができないという問題がある。
そこで、通信端末、ＲＦＩＤタグ、各種通信網、
サーバ（コンテンツ配信、サービス提供）の間で発
生する通信に対して、通信量、通信品質、通信の形
態（同時アクセス数等）等を通信ポリシーとして予
約設定し、きめ細かく利用状況に応じて制御するこ
とにより、上記問題を解消することを考案した。
ＲＦＩＤタグを介する通信方式の中で、上記制御
の対象とする通信区間は、

図１ 通信ポリシー予約型マルチアクセスシステムの利用イメージ
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①ＲＦＩＤタグと上記各種通信網間、②ＲＦＩＤ
タグとサーバ間、③上記各種通信網とサーバ間、
④通信端末と上記各種通信網間、⑤通信端末とサー
バ間、⑥通信端末とＲＦＩＤタグ間、である。
モノに装着されたＲＦＩＤと通信端末との近接通
信によりアクセス対象とするモノを特定し、同モノ
にリンクしたネットワーク上の各種サービスの中か
らアクセスするサービスを特定し、特定したサービ
スを利用するのに際し、上記①～⑥の通信路を介す
る通信に対して上記制御を行う。
図１にその利用イメージを示す。利用者Ａは、３
つのＲＦＩＤタグ(A,B,C)と交信可能状態にある。
利用者Ａは、ＲＦＩＤタグＡに対して上記通信端
末から情報提供要求を送信すると、ＲＦＩＤタグＡ
からアクセス先とサービス利用時に設定する通信ポ
リシーＡ２が送信される場合と、ＲＦＩＤタグＡか
ら移動体通信を介してＣＰサーバＡにサービスへの
アクセス要求を、通信ポリシーＡ１を適用して送信
し、ＣＰサーバＡから同通信端末に向けてコンテン
ツがＰＵＳＨにて通信ポリシーＡ２を適用して送信
される。
同通信端末では、ＲＦＩＤタグＢから送信された
アクセス先に通信ポリシーＢ１を適用してサービス
Ｂにアクセスする。
ＲＦＩＤタグＣに向けて同通信端末からサービス
へのアクセス要求を、通信ポリシーｄ３を適用して
近接通信にて送信すると、ＲＦＩＤタグＣは、有線
通信網、移動体通信網を介してＣＰサーバＣに、同
通信端末に対してサービスを提供するように通信ポ
リシーＣ１を適用して指示を出す。ＣＰサーバＣは、
有線通信網、移動体通信網経由してＲＦＩＤタグＣ
に向けて通信ポリシーＣ２を適用してコンテンツを
送信し、ＲＦＩＤタグＣは、近接通信にて同通信端
末に向けて通信ポリシーＣ３を適用してコンテンツ
を中継配信する。

信ポリシーにしたがって適宜動的に決定/変更する。
同配信制御情報に基づいて、タイムリーに通信リソ
ースを予約確保して割当て直し、適用すべき、通信
品質、データ品質、配信スケジュール、データ変換
手法、メディア変換手法、通信形態、通信品質の保
証手法、発生する通信料金（課金）の発生のさせ方
に対する制約等を決定し、複数のコンテンツのオブ
ジェクト単位に、同時並行した配信制御（マルチア
クセスサービス）を行う。
また、ネットワークの輻輳状況、通信リソースの
使用状況に応じて、適用する通信ポリシーを適宜変
更する。

２．２ 通信ポリシー
通信ポリシーとは、送信装置から受信装置に向け
てデータを送信する際に決めなければならない規約
であり、ネットワーク上のサービス利用/提供時に
コンテンツデータ、制御メッセージ等を End-End で
送受信する際に従うべき送受信処理規則である。決
めたとおりに通信が行えるように通信ポリシーを予
め予約を行ってから配信処理を行う。
通信ポリシーを構成する規約の例として、
①通信品質
プレミアムベストエフォート型（最大値設定、最
小値設定、上限値と下限値の設定）/ギャランテ
ィ型の通信帯域、ジッター、遅延時間、パケット
廃棄率、スループット、通信量等。
②配信スケジュール
送信開始予定時刻/送信完了予定時刻[タイミン
グ]の指定、各種ポリシー設定項目の適用タイミ
ング/時期(時刻)のスケジューリング。
③通信形態
コネクション、セッション、トンネル等の利用形
態(同時利用数)、通信プロトコル、データの収納
形式あるいはデータの表現形式、データ構造等。
④発生する通信料金（課金）に対する制約条件
・通信料金の上限の設定、通信料金（課金）体系
２．通信ポリシー予約型マルチアクセスシステム
の選択等。
２．１ 概 要
・ここでいう通信料金とは、通信ポリシー適用サ
ネットワーク上の各種サービスの中からアクセス
ービス料金、通信ポリシー適用時のデータの送受
するサービスを特定後、特定したサービスを利用す
信中継処理料金、通信リソースの使用料金、コン
るのに際して、最適あるいは所望の通信ポリシー
テンツ、オブジェクトの使用料金、データを送信
（コンテンツ/データの配信に際して決めなければ
したことにより発生する送信費、データ変換処理
ならない規約）を、必要に応じてネゴシエーション
コスト、通信リソースを使用するために発生した
を行い、予め予約設定し、通信路の輻輳状況、通信
諸費用、コンテンツあるいはオブジェクトの使用
リソースの使用状況、移動端末（通信端末）あるい
料の総計をいう。ここでいう送信費とは、送信し
は配信サーバの負荷状況/動作環境、利用者（端末
たデータのデータ量（バイトサイズ）、送信した
ユーザあるいはコンテンツ送信者）の予算に応じて、
データの種類に応じて発生する費用である。
適用する各種配信制御情報（制御パラメタ）を同通
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⑤通信品質の保証手法
・ネットワークの輻輳状況、通信リソースの使用
状況に応じた保証、情報（データ）の到達度合に
応じた保証、通信品質の優先保証する優先度設定、
再送手法、最大許容遅延時間（例えば、パケット
の送信完了時刻の最大許容遅延時間）の指定。
などがあげられる。
上記①～⑤の各種ポリシー設定項目値は、通信路
の輻輳状況、通信リソースの使用状況等を適用条件
として定める。

２．３ システムの基本動作
図２に示す通信ポリシー予約型マルチアクセスシ
ステムの基本動作について説明する。
通信端末とコンテンツ配信サーバ間で、セッショ
ンを張り、アクセスするコンテンツを決めてそのと
きに適用する通信ポリシーを同マルチアクセスシス
テムに対して設定を行うシーン以降の処理手順につ
いて説明する。
コンテンツのダウンロードに際して適用する通信
ポリシーを予め予約設定する。通信ポリシーの予約
設定が完了すると、予約した通信ポリシーの適用に
際し、通信ポリシーを実現するために必要な通信リ
ソースを、同予約設定した通信ポリシーに、通信路
の輻輳状況、通信リソースの使用状況をパラメータ
として入力して、配信制御情報すなわち、通信ポリ
シーの各設定項目値を算出する。算出された配信制
御情報にしたがって、通信リソースの予約確保を行
う。予約確保処理は、算出された配信制御情報が示
す要求を満足する通信リソースを確保できない場合、
通信ポリシーに設定したルールにしたがって予約確
保処理が決まる。例えば、要求を満たす通信リソー
スに空きができるまで通信リソースの予約確保処理
を待機し、あるいは今予約確保できる通信リソース
の中からルールにしたがって通信リソースを予約確
保する。
また、通信ポリシーに設定された配信スケジュー
ルにしたがって、予約確保を行うタイミングを制御
し、送信開始時刻、送信完了時刻など通信ポリシー
の各設定項目を適用するタイミング、時期に合わせ
て、通信リソースの予約確保を行う。
また、通信ポリシーに設定されたパケットの送信
時の課金単価に対する制約に応じて、送信時に利用
する課金サービスを決定し、また通信ポリシーのポ
リシー設定項目の適用にあたり、そのためにかけて
よい費用の上限値以下になるように、各ポリシー設
定項目値を決定し、そのために必要な通信リソース
を必要に応じてタイムリーに予約確保し変更する。

通信リソースの予約確保が完了すると、予約確保
したリソースをコンテンツ（コンテンツを構成する
オブジェクト単位）に割り当て、それぞれ通信ポリ
シーに設定されたルールにしたがってオブジェクト
の配信制御を開始する。
配信制御を開始してから、ネットワークの輻輳状
況、通信リソースの使用状況が変化すると、直ちに、
通信ポリシーに新たに観測されたネットワークの輻
輳度合、通信リソースの使用度合を入力して、配信
制御情報（パラメータ）を算出する。算出した配信
制御情報に基づいて配信制御を行う。
ネットワークの輻輳状況や通信リソースの使用状
況が大きく変化して、通信ポリシーの達成度合が大
きく悪化すると、通信ポリシーを送信者と受信者で
ネゴシエーションを行って、適用可能で所望の通信
ポリシーを策定する。策定した通信ポリシーは直ち
にシステムに予約設定し直される。

２．４ 通信ポリシーのポリシー設定手法
通信ポリシーは、配信対象コンテンツ単位、コネ
クション単位、セッション単位、トンネル単位に設
定して、データの配信制御に際して利用される。
通信ポリシーを構成するポリシー設定項目に対し
て要求する達成目標値を設定する。次いで、通信ネ
ットワークの輻輳状況、通信リソースの使用状況、
要求する達成目標値と実現値との許容乖離度に基づ
いて、適宜達成目標値を算出し直して再設定する。
再設定された達成目標値に基づいて配信制御する。
２．５ 通信ポリシーに基づく配信制御
配信するコンテンツに適用する通信ポリシー、通
信ポリシーを適用するタイミング、配信対象データ
の送受信する順序等を予め定めた配信スケジュール
にしたがって、配信データに対して通信ポリシーを
適用して配信制御を行う。
配信制御の動作手順について示す。
①タイミング制御ステップ
データの送受信タイミング、送受信に利用するセ
ッション、セッションへの送信データの多重方法、
単位時間当たりの送受信データ量、送受信順位の変
更方法、送受信順位の優先度、送受信データの同期
のタイミングといった送受信タイミングの制御を行
うステップ。
②目標値調整ステップ
コンテンツの配信に対して予め設定されているあ
るいは動的に算出された送受信完了予定時刻、およ
び通信ポリシーを構成するポリシー設定項目の実現
値を参照し、必要に応じて達成目標値および許容乖
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離度を調整するステップ。
③配信処理ステップ
下限、あるいは上限を設定したプレミアムベスト
エフォートな通信品質を保証するように配信制御す
るステップ。
④達成度合制御ステップ
通信ポリシー達成度合を、ポリシー設定項目に割
り付けられた優先度に応じて通信リソースの割り当
て方を調整することによって制御するステップ。
⑤達成優先度設定ステップ。
ネットワークの輻輳状況、通信リソースの使用状
況に応じて、通信ポリシーの策定方法、通信ポリシ
ーの適用方法、通信ポリシーを構成するポリシー設
定項目を達成する優先度を設定するステップ。

３．適用分野
市場性という観点で、コンシューマユース分野に
おいて同期型と非同期型に分けて、通信ポリシーを
通信帯域に絞って評価を行う場合、非同期型は、通
信帯域が保証されることで、減らすことができる待
ち時間に対して対価を支払うと仮定し、同期型は、
通信帯域が保証されることで担保することのできる
クオリティに対して対価を支払うと仮定する。この
ような評価を行った結果、有望なアプリケーション
は、コンシューマ向け非同期のデータ通信という評
価結果を得た。

また、このような通信ポリシー予約型サービスの
適用分野として、予め使用する通信帯域を契約回線
より小さい通信帯域に細かく指定してデータの送受
信を行うことで、通信料金を安くすることが可能と
なるなど、マシンツーマシンコミュニケーションな
どで、細かく使用する通信帯域を設定して使い分け
るような世界での利用は有望と考えられる。
したがって、ＲＦＩＤタグが多数設置されたユビ
キタスな環境下で、通信端末を持って移動中に、多
数のＲＦＩＤタグと同時的にアクセスを行い、移動
体通信網を介して多数のＣＰが提供する多数のサー
ビスに、それぞれ最適な通信ポリシーを予約適用す
ることにより、多数の同時接続したデータの配信が
指定したとおりに可能となる。よって、複数の異な
るコンテンツから構成される複合コンテンツを、サ
ービス性を損なうことのない、ある一定時間内にす
べてのコンテンツをダウンロードすることが可能と
なる。

４．今後の課題
本提案するサービスを実現するにあたっての１番
の課題は、いかにして低コストで予約設定された通
信ポリシーにしたがった配信制御を可能とする通信
設備を開発するかである。
また、移動体通信網における完全なギャランティ
型の通信ポリシーの実現が課題と考えられる。

図２ 基本動作フロー
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