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輸送機関網へのデータオフローディングにおける
遅延許容可能データのためのデータ配送スケジューリング
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高井 峰生2,3

金田 茂4

概要：本論文では、これまでに提案した輸送機関網を用いたデータオフローディング [1] において、遅延を
許容可能な大容量データを要求された遅延時間内に配送するためのデータ配送スケジューリングを提案し
評価する。輸送機関網へデータオフローディングするためのデータの蓄積・転送を行うデータポートにお
いて、First-Come, First-Serve (FCFS) によりデータ配送を行った場合、ユーザの許容可能な遅延時間内
に配送が完了できないデータが発生し、データオフローディングが十分に機能しない。そこで、輸送機関
網へのデータオフローディングの通信性能を改善するために、本論文では、アップロードの通信フローを
対象とし、許容可能遅延時間内にデータ配送を完了するためのデータ配送スケジューリングを提案する。
シミュレーション実験より、データポートにデータ配送スケジューリングを導入することで、バスシステ
ムを対象とした輸送機関網において、バスが運搬したすべてのデータが許容可能遅延時間内に配送が完了
することを示した。
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モバイルデータトラフィック量の増加がユーザへの通信

1. はじめに

品質に与える影響を軽減するために、各通信キャリアとも

Android 端末や iPhone 等の高機能なスマートフォンの

Long Term Evolution (LTE) 等の通信インフラの拡充を進

急速な普及に伴い、モバイルデータのトラフィック量が急

めているが、通信インフラの拡充だけではユーザが要求す

増している。シスコシステムズによるモバイルデータトラ

る多様な通信品質を満たすことは難しい。一方で、段階的

フィックに関する調査報告書 [2] では、2012 年から 2017 年

あるいは従量制データプランへの移行、通信量の多いユー

の 5 年間に全世界のモバイルデータトラフィックが 13 倍

ザに対する通信規制の導入も行われている。しかし、この

増になると予測している。このように急増するモバイルト

ようなデータプラン変更や通信規制は、ユーザの利便性を

ラフィックがモバイルネットワークの通信帯域を圧迫し、

大きく損なうことになると考えられる。

ユーザが求める通信品質を提供することが困難になりつつ
ある。

問題の根源は限られた無線資源にあるため、既存の通信
インフラの拡充だけでは不十分である。そこで、他の無線
資源も有効活用するため、モバイルトラフィックを WiFi
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を用いて固定ネットワークへデータオフローディングする
ことが行われている。しかし、基本的にアクセスポイント

(AP) は喫茶店や駅などの屋内での通信を対象としており、
また、一つの AP 自体が提供可能な通信範囲も狭い。屋内
での WiFi の通信速度は LTE や 3G 等のモバイルネット
ワークより速いが、AP に接続するユーザ数が増加した場
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合、通信速度はモバイルネットワークよりも低下する可能

データを輸送機関へ転送し、輸送機関はそのデータをター

性がある。一方、移動中の使用においては、得られる通信

ミナルまで運搬する。ターミナル到着後、輸送機関は運搬

速度はモバイルネットワークよりも遅いという結果が報告

したデータをインターネットへ転送する。一方、ユーザが

されている [3][4]。

データを受信する際には、輸送機関はインターネットから

WiFi を用いたデータオフローディングの効果を向上さ

ユーザ宛のデータを受信し、ユーザが指定するデータポー

せるために、アプリケーションやユーザが許容可能な遅延

トへデータを届ける。そして、ユーザはデータポートへ向

時間を考慮したデータオフローディング手法も研究されて

かい、高速近接無線通信を用いて大容量データを短時間で

いる [5][6]。ユーザはモバイルネットワークへ接続してい

受信する。輸送機関網はユーザの日常生活に密着 (例えば、

るときは、得られる通信速度に関係なくいつでも通信を開

通勤、通学で利用) しており、特に都市部においては頻繁

始することができるが、アプリケーションによっては遅延

にアクセスする機会を得ることができるため、ユーザがア

を許容可能なデータもある。例えば、リアルタイム性を必

クセス可能な場所、及びアクセスが可能になる時間 (ユー

要としない (遅延を許容可能な) データ (例えば、メール、

ザが輸送機関網へ到達する時間) に対する予測がつきやす

マルチメディアデータ、ソフトウェアアップデート、バッ

い。また、輸送機関は基本的に運行スケジュールに従って

クアップデータ等) は、WiFi エリアに入るまで通信開始

稼動しているため、データの配送時間においても予測が可

を遅らすことで、データオフローディングの効率を向上さ

能となる。文献 [1] では、輸送機関網を用いたデータオフ

せることができる。実際、既存のモバイルネットワークに

ローディングの基本設計と基本性能を示し、本データオフ

おいて得られる通信速度は限られているため、WiFi エリ

ローディング手法を実現するために必要な技術課題につい

アを探してから通信を開始する方が、短時間で通信を完了

て考察した。

できる可能性が高い。また、通信時間の削減はバッテリ消

本データオフローディング手法は Store-Carry-Forward

費の削減にもつながる。しかし、マルチメディアデータや

方式でモバイルデータを配送するため、データの送受信に

バックアップデータ等の大容量データに関しては、遅延を

遅延が発生する。しかし、データはいつか届けばいいとい

許容して WiFi を用いてデータオフローディングしても十

うものではなく、データが許容可能な遅延時間内に配送す

分に対応できない。例えば、既存のモバイルネットワーク

る必要がある。つまり、許容可能遅延時間を超えた場合、

*1

の平均速度を約 2 Mb/s と仮定した場合、約 10 分のビデ

GB*2 )

ユーザにとってそのデータの価値はなくなっているかもし

をダウンロードするために 2 時間以

れない。そのため、ユーザが許容可能な遅延時間内にデー

上を要してしまう。また、アップロードに関してはさらに

タ配送を完了するための仕組みが重要となる。そこで、本

時間がかかる。一方、WiFi はモバイルネットワークよりも

研究では、最初のステップとして、ユーザからのアップロー

通信速度が速いとされているが、混雑度や電波の受信状況

ドの通信フローに着目し、許容可能遅延時間内にデータ配

等により常に安定した通信速度を得ることは難しい。その

送を完了するためのデータ配送スケジューリングを提案す

ため、通信完了時間を正確に予測することは難しく、また

る。また、シミュレーション実験を行い、提案したデータ

データ通信中は通信エリア内に滞在する必要があるため、

配送スケジューリングにより、許容可能遅延時間内に配送

ユーザの移動に制約が生じる。

されるデータ量について評価を行う。

オファイル (2

遅延を許容可能な大容量データを送受信するための方法
として、筆者らはこれまで文献 [1] において高速近接無線通

2. 関連研究

信と輸送機関網を用い、Delay Torelant Network (DTN) [7]

本節では、モバイルデータオフローディングに関する

の概念を取り入れた新たなモバイルデータオフローディン

研究について紹介する。文献 [3][4] では、WiFi を用いた

グ手法を提案した。提案手法では、主に遅延を許容可能な

データオフローディングの効果について、実測に基づいた

大容量データを対象とし、ユーザの移動制約を可能な限り

結果が示されている。文献 [3] は、多くの学生が移動する

取り除くために、バス、電車等の運行スケジュールに従っ

Carnegie Mellon University と商業地の間において、徒歩

て稼動している輸送機関網へデータオフローディングを行

と自動車を用いて移動中の 3G ネットワークと WiFi の通

う。つまり、輸送機関をユーザとインターネット間の通信

信速度を計測している。計測結果から、徒歩および自動車

媒体として用いる。具体的には、ユーザがデータ送信を行

での移動中におけるダウンロードに対する平均通信速度

う際には、ユーザは高速近接無線通信を用いて駅などに設

は、3G ネットワークの方が通信速度が速く、瞬間的な最

置されているデータポートへモバイルデータを転送する。

大通信速度に関しては、WiFi の方が速いと報告している。

そして、データポートはユーザから転送されたモバイル

一方、アップロードに関しては、3G ネットワークの通信速
度は基本的に遅いため、WiFi が平均および最大通信速度

*1
*2

2012 年の全世界でのスマートフォンの平均速度 [2]。
Qucik Time Motion Jpeg 形式 (1270*720, 30fps) の動画を仮
定。

とも良好であることが分かった。文献 [4] では、Amherst、

Seattle、San Francisco の 3 都市において、自動車での移
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動中における 3G ネットワークと WiFi の通信速度につい
ロードの両方において、3G ネットワークが WiFi よりも通
信品質が良好であるという結果が得られている。したがっ

BUS
STOP

て、移動時は 3G ネットワーク、静止時に WiFi を用いる
ことで、ユーザにとって良好な通信品質が得られ、データ
Bus system

オフローディングの効果が向上する。
更に効果的なデータオフローディングを行うために、遅

図 1

high-speed Internet

Terminal

て調査している。調査結果より、ダウンロード及びアップ

Internet

Other
transportation

データオフローディングに使用する輸送機関網

延を許容可能なデータを対象としたデータオフローディン
グに関する研究が行われている [4][5]。文献 [4] では、デー

を予測する手法も提案されている [10]。このように WiFi

タに許容可能な遅延時間の閾値を設定し、移動中に接続

を用いたデータオフローディングに対して様々な提案が行

できる WiFi の予測通信速度とデータサイズを考慮するこ

われているが、データオフローディングの効果を向上させ

とで、可能な限り WiFi を用いて許容可能な遅延時間内に

るためには、基本的にはユーザが接続可能な AP の増設が

データの送受信を行うためのデータオフローディング手法

必要不可欠である。しかし、その一方で、AP の配置や干

が提案されている。WiFi だけで許容可能な遅延時間内に

渉問題による通信品質の劣化も発生するため、ユーザが期

データの送受信ができない場合は、3G ネットワークも使用

待する通信速度を常時提供するためには解くべき課題が多

し、許容可能な遅延時間内でのデータ配送を目指す。一方、

く残されている。

文献 [5] では、Seoul において、97 人の被験者の iPhone の

WiFi への接続状況を調査し、その調査結果から、遅延を許
容可能なデータを WiFi へデータオフローディングした際

3. 輸送機関網を用いたデータオフローディン
グとその効果

の効果を評価している。この結果より、遅延を許容しない

本節では、文献 [1] において提案した輸送機関を用い

とき場合のデータオフローディングの効果 (64.7 %) に比

たデータオフローディング手法とその基本性能について

べて、6 時間の遅延時間を許容した場合、データオフロー

述べる。3.1 節では、本データオフローディング手法を概

ディングに対する効果は 87.5 %まで向上することが分かっ

説し、3.2 節において、その基本性能を示す。3.3 節では、

た。しかし、これらの結果について、Lee らは、データオ

First-Come, First-Serve (FCFS) でデータ配送を行った際

フローディングの効果は WiFi の通信可能エリアとユーザ

に、許容可能遅延時間内に配送が完了したデータ量を評価

モビリティに強く依存すると述べている。一方、WiFi 以

する。

外のデータオフローディング手法としては、ユーザのデバ
イス間において Store-Carry-Forward 方式でモバイルデー

3.1 輸送機関網へのデータオフローディング

タをオフローディングする方法も提案されている [6]。こ

本論文で対象としている輸送機関とは、図 1 に示すよう

のように、アプリケーションやユーザが許容可能な遅延時

に、バス、電車、郵便、配送トラック、飛行機等のスケジュー

間を考慮したデータオフローディングも提案されている。

ルに従って運行している輸送機関を指す。つまり、ユーザ

一方で、モバイルデバイスのバッテリ消費を考慮した

はこれらの輸送機関にデータをオフローディングする。な

データオフローディングも提案されている。文献 [8] では

お、前提条件として、モバイルデバイスは TransferJet [11]

スマートフォン (Nokia N900) を用いて、AP のスキャニン

や WiGig [12] 等の高速近接無線通信インタフェイスを搭

グがバッテリに与える影響を調査し、AP のスキャニング

載していると仮定する*3 。これらの無線通信インタフェイ

間隔を考慮したモバイルデータオフローディングの必要性

スは近距離での超高速無線通信をターゲットとしており、

について述べている。文献 [9] においても、スマートフォ

今後、スマートフォンのようなモバイルデバイスへの搭載

ン (Nokia N–95 と Android G1) を用いて同様に AP のス

が計画されている。

キャニングがバッテリに与える影響を調査している。これ

本論文では例としてバスシステムを対象としたデータオ

らの結果から、AP のスキャニング間隔を長くすればバッ

フローディング方法について説明する。図 2 では、アッ

テリの消費を抑えることができるが、一方で次の WiFi の

プロードとダウンロードの通信フローを示している。アッ

接続先を見つけるタイミングが遅くなる。その結果、移動

プロードの通信フローにおいては、ユーザはいつも利用し

中の WiFi への接続時間が短くなってしまう。したがって、

ているバス停や通りかかったバス停、または通学・通勤中

WiFi へ効率よく接続し、データオフローディングするため

のバスの車内においてデータオフローディングを行うこと

には、AP のスキャニング間隔とバッテリ消費を考慮する

ができる。バス停においては、ユーザはデータに許容可能

必要がある。また、WiFi への効率的な接続を行うために、

*3

ユーザの日々の予測可能な移動に着目し、WiFi の接続先
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TransferJet は 560 Mb/s の通信速度の実現を目指しており、一
方、WiGig は 7 Gb/s の通信速度の実現を目指している。

本数、運行時間から求められる。データポートとバス間の
user

data
port

high-speed short-range
wireless communication

通信メディアを IEEE 802.11n (実行速度: 222 Mb/s [13])

wireless communciation
e.g., 802.11n

vehicle

wired
communciation
move

user in a
vehicle

terminal

Internet

とし、運行時間は 6 時から 24 時までの 18 時間と仮定した
場合、一日の運行時間中のデータオフローディング量は、

server
or
user

データオフローディング量 (MB) = (データポート・バス
間の通信速度 (Mb/s) × バスの停車時間 (s) × バスの本

Data flow

数) / 8、となり、運行時間中のデータオフローディングの

(a) アップロードの通信フロー

スループットは、スループット (Mb/s) = (データオフロー

Data flow

user

ディング量 (MB) × 8) / バスの運行時間 (s) により求め

data
port

られる。
vehicle

Data request

terminal

Internet

図 3(a) は、あるバス停における 1 日の運行時間中のデー

server
or
user

タオフローディング量を示す。例えば、一日のバスの本数
を 54 本 (20 分毎運行)、バス停での平均停車時間を 120 秒
とした場合、1 つのバス停で約 180 GB のデータをバスシス

(b) ダウンロードの通信フロー
図 2

テムへオフローディングすることができる。一方、図 3(b)

オフローディングにおける通信フロー

は、図 3(a) をもとにデータオフローディング量を運行時
間中の実効スループットに換算した結果であり、上記の例

な遅延時間を予め設定した後、バス停に設置されたデータ

では実効スループットは 22.2 Mb/s となる。この結果は 1

ポートに対してデータ転送を行う。そして、データポート

つのバス停での実行スループットを示しているため、例え

に転送されたデータは、バスが到着した際に、データポー

ば、10 のバス停がバスシステムにデータオフローディン

トとバス間で IEEE 802.11n や WiGig 等の無線通信を用い

グした場合、そのバスシステムの実行スループットは 10

てバスのストレージに転送される。一方、バスの車内にお

倍の 222 Mb/s となる。また、本データオフローディング

いては、ユーザは座席に設置された端末を使用して、バス

は、エンドツーエンドでの通信を必要せず、ユーザはデー

内のストレージに直接データを転送する。そして、バスは

タポートとのみ直接データ通信を行うため、混雑や電波状

ストレージ内のデータをターミナルまで運搬した後、イン

況等による通信速度の低下が起こりにくく、大容量データ

ターネットへそれらのデータを転送する。

を短時間でオフローディングをすることができる。

一方、ダウンロードの通信フローにおいては、ユーザは
自分が立ち寄るバス停にデータが配送されるようにサー

3.3 許容可能遅延時間を考慮した際の通信性能
3.2 節では、許容可能遅延時間を考慮せずに理想環境で

バ等にリクエストを送信する。ターミナルにおいて、バス
はユーザが要求したデータをインターネットから受信し、

の基本性能を示した。本節では、前節の条件の下で、許容

ユーザが指定するバス停のデータポートへ指定時間内に

可能遅延時間を考慮した際のアップロードの通信フローに

データを配送する。そして、ユーザはモバイルデバイスを

対する通信性能をシミュレーションにより評価する。本研

用いて短時間でデータポートからデータを受信する。この

究では特に、ユーザと輸送機関網をつなぐ役割を果たし、

ように、ユーザの日常生活の中にデータポートを配置する

かつ、許容可能遅延時間内にデータ配送を行う上で最も重

ことで、ユーザの移動に対する制約が緩和され、また、高速

要となるデータポートでの通信性能を評価する。
表 1 にシミュレーションで用いるパラメタを示す。ユー

近接無線通信により短時間で大容量データをオフローディ

ザはポアソン分布に従いデータポートに到着し、平均到着

ングすることが可能となる。

時間間隔が 20 秒から 1,200 秒までの結果を調査する。ユー
ザが送信するデータのデータサイズは 1 MB から 2,000 MB

3.2 バスシステム上での基本性能
本節では、バスシステムを例とし、1 つのバス停でのデー

の一様分布に従い、また、許容可能遅延時間も 3,600 秒か

タオフローディングの基本性能について述べる。また、問

ら 7,200 秒または 14,400 秒の一様分布に従う。このとき、

題を簡略化するため、以下の仮定の下で通信性能を求める。

データサイズが 22.5 MB 以下の場合*4 、ユーザは既存のモ

通信フローはアップロードを対象とし、データポートとバ

バイルネットワーク経由でデータ送信を行い、一方、22.5

ス間のデータ通信は、バスがバス停に停車している間のみ

MB よりも大きい場合、バスシステムへデータオフロー

行われ、また、データポートには送信のためのデータが十分

ディングを行うと仮定する。また、ユーザがデータポート

に蓄積されていると仮定する。このとき、運行時間中にバ

に到着した時、他のユーザがデータポートを使用中の場合

スシステムが扱えるデータオフローディング量は、データ

*4

ポートとバス間の通信速度、バス停での停車時間、バスの
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アップリンク速度を 300 kb/s した場合、ユーザは 10 分間のデー
タ送信は許容できると仮定する。

シミュレーション諸元
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300
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(a) データオフローディング量

図 4 は、データポートにおける 1 台のバスに対する理
想的なデータ転送量 (Ideal data)、実際に運搬されたデー

での仮定の下では、バス 1 台当たりに 3,330 MB を運搬可

80

100

了したデータ量 (Successful data) を示す。なお、これま
能である。しかしながら、実際に運搬されたデータ量にお

60

いて、データポートがデータ転送のためのデータを十分に
蓄積していたとしても、バスシステムはその運搬可能容量

40

を十分に利用できていない。このような現象がおこる一つ
の理由としては、本シミュレーションではデータが分割さ
れて運搬されることは仮定していないため、あるデータが

20

Throughput (Mb/s)

タ量 (Carried data)、及び許容可能遅延時間内に配送が完

100 buses
70 buses
54 buses
20 buses

バスの出発時間までに転送が完了しない場合、そのバスへ

0

データ転送することは行わず、次のバスの到着時に転送を
行う。そのため、データポートのキューの後続にバスの出
0

50

100

150

200

250

300

発時間までに転送可能なデータがあったとしても、FCFS

Stoppage time (s)

の head-of-line blocking によりデータ転送が行われない。
(b) 運行時間中の実行スループット
図 3

また、FCFS ではユーザの許容可能遅延時間内のデータ配

1 つのバス停におけるデータオフローディングの基本性能

送を保証することもできない。例えば、ユーザの平均到着
時間間隔が大きくなると転送するデータ量も減少するた

は、新たに到着したユーザはデータ転送を行わずに立ち去

め、許容可能遅延時間内に配送可能なデータ量は増加する

る。一方で、到着時にデータポートが使用可能であれば、

が、各データが保持する許容可能遅延時間はランダムであ

ユーザは TransferJet を用いてデータ転送を行う。

るため、キュー内のデータの転送順番によっては許容可能

次にバスシステムに関するパラメタについて説明する。

遅延時間を保証することはできない。従って、輸送機関網

バスシステムの運行時間は 6:00am から 12:00am の 18 時

を用いたデータオフローディングにおいて、許容可能遅延

間とし、20 分間隔でバスが到着すると仮定する。つまり、

時間内にデータ配送を完了するためには、データポートに

1 日のバスの本数は 54 本となる。バス停では、バスは 2

おいてデータ配送スケジューリングが必要となる。

分間の停車時間中に IEEE 802.11n を用いてデータポート
からデータを受信する。このとき、バスが受信するデータ

4. データ配送スケジューリング

は、許容可能遅延時間を考慮することなく、データポート

本節ではデータポートからバスへデータ転送を行うため

から FCFS でバスに転送される。また、バスはバス停を出

の 2 つのデータ配送スケジューリングを提案する。データ

発すると、50 分後にターミナルに到着し、10 分以内にイ

配送スケジューリングを提案することで、ユーザの許容可

ンターネット経由で運搬してきた全てのデータを転送する

能遅延時間内に配送が完了するデータ量を増加させる。4.1
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4.2 Forward-packing delivery scheduling algorithm (FPA)
1 つ目のデータ配送スケジューリングとして、Forward-

500

The amount of data objects / bus

3500

Put phone

0

packing delivery scheduling algorithm (FPA) を提案する。
20

160

320

480

640

800

図 6 に示すように、FPA は各バスに対して停車時間内に

960 1120

送信可能なデータ量 (transmittable data amount within

Average inter−arrival times (s)

stoppage time) とインターネットへデータを配送するまで
Max. of user desired delay: 14,400 sec

バスに対するデータ配送を決定する。FPA の動作について
説明する。図 5 に示すように、ユーザがスマートフォンを
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へのデータ転送が完了するかを評価する。データ転送が可

0
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3500

にかかる時間 (arrival time to the Internet) を管理し、各
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320

480
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能であれば、データポートはユーザからのデータ受信を開

Average inter−arrival times (s)

図4

始し、同時にバスへのデータ転送も開始する。もし、(1) ま

ユーザの平均到着時間間隔に対する理想的なデータ運搬量、運

たは (2) の条件を満たさない場合は、(1) と (2) を満たす後

搬されたデータ量、許容可能遅延時間内に配送が完了したデー

続のバスを順番に調べる。条件を満たすバスが存在する場

タ量

合、データポートはユーザからデータを受信し、条件を満
たしたバスが停車した際にそのデータを転送する。なお、
データの許容可能な遅延時間内に配送可能なバスが利用で

節では、データポートに必要な機能について述べ、4.2 節

きない場合は、データポートはユーザからのデータを受信

と 4.3 節において、2 つのデータ配送スケジューリングを

しない。したがって、FPA ではバスの到着順にデータの許

提案する。

容可能な遅延時間とバスへの転送時間をもとに、データ配
送のスケジューリングを行う。

4.1 データポートに必要な機能
許容可能遅延時間内にデータ配送を完了するためには、

4.3 Backward-packing delivery scheduling algo-

データポートは遅延時間内に配送できないデータを受け付

rithm (BPA)

けてはいけない。そこで、図 5 に示すように、ユーザが

次 に Backward-packing delivery scheduling algorithm

データをデータポートに転送する前に、データポートが転

(BPA) について述べる。BPA では FPA と同様に、デー

送予定のデータのデータサイズと許容可能遅延時間を取得

タサイズとデータの許容可能遅延時間をもとに配送スケ

し、許容可能遅延時間内にデータ配送を完了できるかどう

ジューリングを行うが、FPA のようにバスの到着順に配

かを示す必要がある。また、バスの運搬能力を向上させる

送スケジュールを行うのではなく、許容可能遅延時間内に

ために、データサイズと許容可能遅延時間に基づいたデー

送信可能なバスの中で最も後続のバスから前方のバスへス

タ配送スケジューリングが必要となる。

ケジューリングを行う。BPA の動作を図 7 に示す。BPA
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では、データポートはスマートフォンからデータサイズと
図 7 Backward-packing delivery scheduling algorithm

許容可能遅延時間を取得すると、許容可能遅延時間内に
データ配送が可能な最も後続のバスを調べる。もし、条件
を満たすバスがない場合、データポートはスマートフォン

分かる。しかしながら、FCFS の結果 (図 4 Max. of user

からのデータを受信しない。一方で、条件を満たすバスが

desired delay: 7,200 sec) と比較すると、FPA と BPA は

ある場合は、データはポートはそのバスへデータを転送す

データのデータサイズと許容可能遅延時間を考慮してデー

るために十分な時間があるかを調べる。十分な時間があれ

タを受け入れを決定するため、ユーザの平均到着時間間隔

ば、データポートはそのデータを受け入れ、そうでなけれ

が長くなるにつれて FCFS よりも運搬されたデータ量が減

ば、データポートはその 1 つ前のバスを調べる。この動作

少している。

を繰り返し、条件が合えば、データポートはデータを受信

図 10 は FCFS、FPA、BPA における全生成データ量に

し、該当のバスが到着した際にデータ転送を開始する。ま

対する許容可能遅延時間内に配送が完了したデータ量の割

た、許容可能遅延時間内に配送可能なバスが存在しても、

合 (Satisfaction data ratio) を示している。ここでの全生

データ転送を完了するための十分な時間がなければ、デー

成データ量とは、データポートにデータを転送したかどう

タポートはスマートフォンからのデータを受信しない。こ

かに関わらず、シミュレーション時間内に全ユーザが生成

のように、BPA の特徴としては、FPA と違い、後続のバ

したデータ量のことを指す。つまり、データポートが使用

スからデータ配送を割り当てるため、許容可能遅延時間が

できずに去ったユーザのデータ量も含んでいる。図 10 で

短いデータを受信した時に受け入れられる可能性を持つ。

は FCFS を基準として、FCFS と FPA、FCFS と BPA の
結果をそれぞれ示している。FCFS との比較により、FPA

5. シミュレーション評価

と BPA の両方において、ユーザの平均到着時間間隔が 20

本節では前節で述べた 2 つのデータ配送スケジューリン

秒から約 500 秒の間で Satisfaction data ratio が大幅に改

グの通信性能を示すために、FCFS、FPA、BPA をシミュ

善されていることが分かる。一方、ユーザの平均到着時間

レーション実験により評価する。本シミュレーション評価

間隔が大きい場合、FCFS、FPA、BPA の 3 つにおいてほ

では、特に許容可能遅延時間内に配送が完了したデータ量

とんど同じ結果となり、バスの運搬可能なデータ量を使い

に着目する。なお、シミュレーションモデルにおいては、

切れていないことが分かる。原因としては、本シミュレー

3.3 節と同様とし、要求遅延時間の最大値を 7,200 秒に設

ション実験では、バスへの転送時におけるデータのフラグ

定した環境で評価を行う。

メント化は考慮しないと仮定していたためと、ユーザが

図 8 と図 9 に、FPA と BPA におけるデータポートか

データポートに到着した際に他のユーザが使用している場

ら各バスへ運搬されたデータ量 (Carried data objects) と

合はデータ転送を諦めるためである。また、FPA と BPA

運搬されたデータの中で許容可能遅延時間内に配送が完了

を比較すると、FPA の Satisfaction data ratio が BPA よ

したデータ量 (Successful data objects) を示す。これらの

りもわずかに良い結果を示している。これは BPA がデー

グラフから、FPA と BPA の両方において、バスが運搬し

タを許容可能遅延時間内に配送可能なバスの中で最も後続

たデータはすべて許容遅延時間内に配送されていることが

のバスからデータ配送を決定するため、その結果、たとえ
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内に配送が完了したデータ量

BPA におけるバスで運搬されたデータ量と許容可能遅延時間
内に配送が完了したデータ量

前方のバスにデータを運搬する余裕があったとしても利用

許容可能な遅延時間内に配送が完了するデータ量の割合が

できないためである。また、今回のシミュレーションでは

低いことを示した。そこで、許容可能な遅延時間内に配送

示していないが、BPA において、バスに予期しない遅延

が完了するデータ量の割合を向上させるために、FPA と

が発生した場合、データポートのデータを他のバスに再割

BPA のデータ配送スケジューリングの提案を行った。その

当てすることができないため、Satisfaction data ratio は今

結果、データポートにおいてデータ配送スケジューリング

回の結果よりも低下することも予想される。以上の結果よ

を用いることで、ユーザからのデータを許容可能遅延時間

り、データポートにデータ配送スケジューリングアルゴリ

内に配送可能かどうかを判断できるようになり、結果とし

ズムを導入することで、遅延がないバスシステムにおいて

て、バスが運搬したデータに対して、100 %の割合で許容

許容可能遅延時間内の配送効率が向上することを示した。

可能遅延時間内にデータ配送が完了することができること
を示した。また、FPA と BPA を比較した場合、前方また

6. おわりに

は後続のバスからの配送スケジュールの違いにより、FPA

本論文では、遅延を許容可能な大容量データを輸送機関

が BPA よりもわずかに配送効率が向上することを示した。

網にデータオフローディングし、許容可能遅延時間内に

今後の課題として、本シミュレーション結果は問題を単

データ配送を完了するためのデータ配送スケジューリング

純化するために多くの仮定を用いている。そのため、より

の提案及び評価を行った。データポートが FCFS でバスへ

現実的な輸送機関網での通信性能を評価するためには、実

データ転送を行った場合、バスのデータの運搬量に対して

際のバスの遅延等を考慮する必要がある。次に、ユーザの
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は、データのフラグメント化および再構築が重要となり、
いつ、どこで、どのように、これらのフラグメント化され
たデータを元のデータに再構築するかについての仕組みに
ついて検討する必要がある。
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