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多元性と統合
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1. はじめに

近年，わが国においても衛星回線の増加に伴し、，広域

性，同報性，機動性，耐災害性といった衛星通信の特長

を生かした通信需要が増大することが見込まれている.

とりわけ，超小型地球局(Very Small Aperture Terｭ

minal: 以降VSAT と略称する)ネットワーク [IJ [2J 

が注目を集めている. VSAT ネットワークでは，各利

用者が通信衛星に向けて直接送受信機能を持つため，中

継の階梯が極端に少なくなり，新しく通信網を構成する

ことが極めて容易となる.特に，通信網が未発達な開発

途上国では非常に有効な手段である.また，先進国にお

いても， ISDN , INS等のシステムを補完し，航空

機や自動車等の各種移動体の利用者とか，サテライト・

オフィスの利用者に対し，高度な通信+ーピスを実現す

るうえで重要である.

VSAT ネットワークを用いて，多数の利用者に対し

多様な通信サービスを提供するためにさまざまな多元接

続方式 [3J [4J が提案されている.これは，ユーザー側

のパースト型のデータ，ストリーム型のデータ，可変メ

ッセージ長のデータなど多種多様なデータをできるだけ

効率よく，低ディレイで伝達することを目的とする方式

である.将来的には，たとえばATTの SDNサービス

や，支払う料金に応じてメッセージに優先度をつけると

L 、った，ユーザーの要求にきめ細かく対応していくため

の高度サーピスにも対応できるようにしなければならな

い.つまり，多元接続方式には，各ユーザーの持つ多元

性と全体の統合という一見矛盾する 2 つのモーメントを

調和的に実現することが要求される.

本稿では，多元接続方式のなかでも VSAT ネットワ

ークで特によく使われているランダムアクセス方式 [3J
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[ 4J[5Jに焦点を合わせ， 2. でその基本的特性を明らかに

する.次に，従来の固定化した多元接続方式に起因する

性能限界を解決するため， 3. ではエキスパートシステム

を用いたアプローチについて述べる.

2. ランダムアクセス方式

ランダムアクセス方式は，通信系にしばしば使われて

いる有用な通信方式である.具体的には，アロハ方式や

CSMA方式等があげられる.さらに，一般の情報処理

系でも随所に見られる.

ランダムアクセス方式を用いた通信システムでは，負

荷の変動あるいは制御の仕方によって，急激な性能劣化

が観測される.この現象は安定性[5J と呼ばれ，ランダム

アクセス方式の利用限界を示すので非常に重要である.

ランダムアクセス方式を用いた通信、ンステムの安定性

解析法としては，カタストロブ理論[6J[7]が使われ，上

述の問題について十分な見通しが得られている.その解

析手法は，通信システムを 1 つの力学系としてとらえ，負

荷の変動あるいはシステムの制御を変えることによる力

学系の変化をカタストロフ理論の成果を援用して解明し

通信システムの定性的なふるまいを明確にする.本解析

手法の適用範囲として，アロハ方式 [8J ， C SMA方式

[9J , C SMA/CD方式[9J ， ランダム・予約複合アクセ

ス方式日OJ が統一的に議論できる.しかし，通信シス

テムをモデル化し，その解析が可能であるためには，ラ

ンダムアクセス方式やモデ，].-化の条件がきわめて制限さ

れねばならない.

2.1 通信システムのモデル

ランダムアクセス方式ではつの通信チャネルをあ

らかじめスケジューリングすることなしに，多数のユー

ザーで共有する.そのため，あるユーザーから送出され

たメッセージの伝送中に他のユーザーからのメッセージ

送出がなければ伝送は成功するが，チャネル上で‘メッセ

ージ同士が衝突した場合は失敗に終わる.このときは，
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各ユーザーがランダムな遅延の後にメッセー

ジの再送出動作を開始する

ランダムアクセス方式を用いた通信・ンステ

ムを，メッセージの再送過程に着目し，図 1

のようにモデル化する.通信システム内のユ

ーザー数は有限でN とする o Transmission 

Mode(TM) で，ユーザーはメッセージを生

起し Random Access Channel(RAC) へ

送出する o RACでは，多元接続が行なわれ

る.もし，接続に失敗した場合は， Retransｭ

mission Mode (RM) に移り，成功するま

でランダムな時間間隔を置いて接続が試みら

れる.成功したらTMに移り同じふるまいを

繰り返すo TMにおけるメッセージ生起，な

図 1

らびにRMにおける再送はポアッソン分布に従うものと

仮定し，単位時間当りのメッセージ生起率を q ， 再送率

を f とする q ， r はランダムアクセス方式の性能を左

右する基本的なパラメータで，コントロール変数と呼

ぶ.時間軸は l メッセージの伝送時間で規格化し l 単位

時間とする.スロット付きアロハ方式では，時間軸を 1

単位時間のスロットで区切り，メッセージ送出時点を同

期化している.

通信システムは，定常状態にあるものとする.任意の

ある時点において，ユーザーはTMかRMのいずれかの

モードをとる.モデルの内部状態を，ユーザーがRMに

いる割合z で表わす.ただし， O~五 z 孟1.ユーザーがT

Mにいる割合は， (1 -x) で与えられる.たとえば，状

態z のとき， TMには， N(I-x) 人のユーザーが， R

Mには Nx 人のユーザーがL 、ることになる.

システムの性能を大きく左右するのは RAC の部分

(図 l 参照)である.そこで， RACに着目し， RAC 

への入出力フローをもとにメッセージフローパランス

F(x) を次のように定義する.

F(x)=( 入力フロー率)ー(出力フロー率)

ここで，

(入力フロー率)=(単位時間当り RAC へ入ってゆく

メッセージの平均トラヒック量)

(出力フロー率)=(単位時間当り RAC から出てくる

メッセージの平均トラヒッグ量)

とする.

以上の定義より F(x)は状態空間 {x/O話Z孟 1} 上でベ

クトル場を形成する.任意の状態空間の点zに対して，

方向は F(x)>O のとき右向き， F(x)<O のとき左向
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ランダムアクセス方式を用いた通信システムのモデル

き，大きさは /F(x)/ のベクトルが与えられる.フロー

のベクトル場は再送によりメッセージの伝送が完了され

てい〈過程を的確に表現でき，ランダムアクセス方式を

用いた通信システムを力学系とみなせる.ここで力学系

とは，ある空間におけるベクトル場のことである.

次に，システムの安定性解析のためにポテンシャル関

数 f(x) を F(x) を用いて，

f(x)=-~: F(付

と定義する.

f(x) の勾配が点z のフローを決めることになり， グ

ラジエンド・ベクトル場となる.ポテンシャル関数を調

べることにより，通信システムの安定性が判明する.ポ

テンシヤノL関数は複雑なので，カタストロフ理論を用い

てシステム解析を行なう.システムが安定である条件は

分岐集合により与えられる.

3.2 スロ 0"1 トイすきアロハシステムの安定性解析[8J

スロット付きアロハシステムの入出力フローは，チャ

ネルトラヒックをG とすると以下で与えられる.

(出力フロー率)=G ・ e-G

(入力フロー率)=N(I-x)q

分岐集合は 2 つのコントロール変数 q ， r を用いて次

式で与えられる.

{(q , r)/q=G2e-GjN, G=Nr(1:t行=互刀Vr)j21

分岐集合の一例を図 2 に示す.分岐集合は， r "?;, 4jN 

のときのみ存在する. 分岐集合の先端を， くさびの点、

(qc , rc) と呼び，以下で与えられる.

qc=4j[N(e2+ 1)] 
rc=4jN 
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r 1 

0.1 

でなく，さらにユーザーのさまざまな要求に

適合した方式を導出できる.また，ルールと

インスタンス群を分離，独立させることで，

システムの提供するサーピス機能の変更，管

理が容易にできるという利点も兼ね備えてい

る.

3.1 インスタンス競合割当て方式の概要

0.01 
0 0.002 0.004 0.006 0.008 q 

インスタンス競合割当て方式は図 3 に示す

ようにチャネル情報(channel information) 
図 2 スロット付きアロハ方式の分岐集合

これは，再送率 r を r<4/N を満たすように設定すれ

ばシステムを常に安定に保てることを意味する.N人の

ユーザーを順番にサービスするようなTDMA方式では

送出間隔はNになる所を，スロット付きアロハ方式では

平均再送間隔で N/4 に短縮できる. ただし， ここで注

意しておきたいのは，本解析ではNが十分大きいことを

仮定している.

図 2 に示すように， (q , r) 平面上で分岐集合はくさび

状の曲線となり，くさびの内部ではスループットの急落，

応答時間の急増など急激な変化が起こることがあり，シ

ステムが不安定な領域である.くさびの外部ではシステ

ムは常に安定である.しかし，アロハ方式の最大能力は

このくさびの内部に存在することがわかっている.した

がって，最大能力を得るためには，勇敢にもくさびの内

部に入って L、かなければならない.このとき，急激な変

化を避けるように制御しなければならないのはもちろん

である.

3. インスタンス競合割当て方式[IIJ

近年の急速な計算機資源、の発達を背景に，さまざまな

ユーザーの要求に対応できる多元接続方式の提供を可能

とするイスンタンス競合割当て方式について考察する.

本方式は，ノレールとインスタンス群を導入することによ

りユーザー要求に応じてチャネルを割当てる方式であ

る.ルールにもとづいてインスタンス群が総体としてユ

ーザーの要求をモデル化する.モデル化の具体的な方法

は，ノレールによって表わされる.本方式では，ルールを

インスタンスに働きかける規則の集合という意味で用い

る.ルールにもとづくモデル化は，インスタンスという

アクセス権割当てを抽象化した対象を扱えばよい.その

結果， 本方式を用いると， 従来提案されてきたアロハ

方式，予約方式， TDMA方式， urn 方式等の多元接続

方式を同じ枠組みにもとづいた考え方で‘実現できるだけ
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にもとづいたルールの適用によってスロット

インスタンスを生成・操作・消去し，それらインスタン

スの競合結果にしたがってスロット割当 (slot assignｭ

ment) を決定する方式である.

インスタンスは，さまざまな時点でのスロットをソフ

トウエア的に具象化する.実際には，インスタンスは計

算機のメモリ上に，たとえばC言語の構造体といった形

で保持される.インスタンスは，図 4 に示すようにイン

スタンスの種類 (type of instance) とそのインスタン

スが代表する局名 (station name) および，競合に必要

な競合係数 (Conf1ict val ue) からなる.

インスタンスは，表 1 に示すように予約によってアク

セスが許されるスロットを代表する予約インスタンス

(Reservation instance) とそれ以外の非予約インスタ

ンスに大別できる.さらに非予約インスタンスはTDM

A方式のように 1 つのスロットには 1 つの局のアクセス

しか許されないスロットを代表する単局インスタンス

(Sing le instance) , urn 方式のように 1 つのスロット

に複数の局のアクセスが許されるスロットを代表する局

slot assignment control sys同m

Channel 
Information 

図 3 インスタンス競合割当て方式
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群インスタンス(Grou p instance)，ス

ロット付きアロハ方式のようにすべての

局のアクセスが許されるスロットを代表

する全局インスタンス (ALOHA insｭ

tance)に分類できる.ここで，これらイ

ンスタンスによって代表されるスロット

を単局スロット，予約スロットというよ

うにスロットと関係したインスタンスの

名前を用いて呼ぶことにする.

このようなさまざまな種類のスロット

を状況に応じて適切に配分することをめ 図 4 インスタンスの構成例

Slot Inδtance 

statﾍon n九口18

Typο 

Conflict value 

ざす. インスタンス競合の方法として

は，競合係数と呼ぶ数字をルールによって操作し，その

大小によって競合結果を決定する方法，およびインスタ

ンスの種類により競合させる方法などが考えられる.た

とえばトランプのゲームのように，ある種類のインスタ

ンスは，その競合係数のいかんにかかわらず思IJの種類の

インスタンスとの競合に生き残ることができる，という

ルールも設定できる.

3.2 S AR方式

インスタンス競合割当て方式の適用例として SAR方

式を示す.ランダム・予約複合アクセス方式では， long 

メッセージの予約用パケットと short メッセージパケ

ットの送出をスロット付きアロハ方式で送出する.その

ため，メッセージ生起率が高くなるとふくそう状態に陥

る可能性がある.これを避けるために種々工夫されてい

る [2]. SAR方式ではトラヒックが増加してきたら，

long メッセージの予約用パケット，または short メッ

セージパケットは，全局スロットだけではなく，単局ス

ロットにおいて送出することを考える.つまり， SAR 

方式とは，単局スロット，全局スロット，予約スロット

)
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図 5 SAR方式のスループット (8)ーディレイ (D)

特性

1990 年 3 月号

表 1 インスタンスの分類

'JO約インスタンス

スロット

インスタンス

。[ instance 
~I 予約インスタンス

.lì\.j，Jインスタンス

局群インスタンス

~で局インスタンス
etc. 

をそのトラヒックに応じて適切に配置する方式である.

SAR とは，おのおののスロットを表わす Single，

ALOHA , Reservation の頭文字を連ねたものである.

3.3 ，性能評価

SAR方式の性能評価を計算機シミュレーションによ

り行なう. スループットーディレイ特性を図 5 に示す.

参考までに同じパラメータの時のスロット付きアロハ方

式と， TDMA方式の特性も同図上に示す.図 5 より，

SAR方式は， トラヒックが低いときにはスロット付き

アロハ方式の特性を示し，高いときにはTDMA方式の

特性を示す.

4. むすび

多克性を保ちながら全体の統合が図れる多元接続方式

を開発することは，今後の重要な研究課題である.
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