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あらまし 	
���における複数の分散 �に対してクエリを発行する場合，一般にデータ中継ノードは単に管理

ノードまでのデータ転送の中継のみを行い，���処理はデータ管理ノードにおいてまとめて実行される．これに対し

提案フレームワークでは，データ中継ノードはデータを中継するだけではなく，自身の �において ���処理の一

部を実行した後にデータ転送を行う．本研究では，そのような	
���上の分散モバイル �に適したミドルウェア

を実装し，中継ノードの �上において，受信したテーブルにおいて ������を実行してから転送したり，自身のテー

ブルと受信したテーブルを ����する等，中継ノードの �における ���処理の部分実行を実現する．更に本研究で

は、	
���を構築し，提案フレームワークと，データを管理ノードに集めてからまとめて ���処理を行う通常の

フレームワークのミドルウェアをインメモリ型 �を用いて動作させ，その性能比較を行い，提案フレームワークの

有効性を確認する．
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�� は じ め に

近年，無線通信の技術やモバイル端末の性能の向上に伴い，

����� 環境におけるモバイル �� について多くの研究が行

われている ��	，�
	，��	．�����において複数の分散 ��に対

してクエリを発行する場合，一般にデータ中継ノードは単に管

� � �



理ノードまでのデータ転送の中継のみを行い，��処理はデー

タ管理ノードにおいてまとめて実行される．これに対し本研究

においては，データ中継ノードがデータを中継するだけではな

く，自身が持つ ��において ��処理の一部を実行した後に

データ転送を行うフレームワークを提案する．

�����における中継ノードの高機能化については，シミュ

レーション等では議論がなされているが，実環境を用いた研

究はあまり行われていない．特に ����� のノードに対して

�� 処理実装を行う研究は知られていない．そこで本研究で

は，����� 上の分散モバイル �� に適したミドルウェアを

実装する．中継ノードの ��上において，受信したテーブルに

対し ������を行ってから転送したり，自身のテーブルと受信し

たテーブルの ���� を実行する等，中継ノードの �� における

��処理の部分実行を実現し，提案フレームワークと通常フ

レームワークの性能比較を行うことにより，�����における

中継ノード高機能化について，実アプリケーションと実データ

を用いて議論を行う．

�� 中継ノードの高機能化

�� � マルチホップ通信に関する考察


�で述べたような�データの分散および収集処理における通

信環境の例として� モバイルノード群がデータを収集してデー

タ管理端末がそれを回収したり� 逆にデータ管理端末がある

データを分散したモバイルデータ群に一斉に送信する� すなわ

ちデータ管理端末がデータの ����������� � ����� �������を

行う図 �のような場面が想定される�

ノード �がデータ管理端末でインターネットに接続してお

り�モバイル環境へのゲートウェイにもなっている� ノード �～

ノード �がモバイルノード群で�ノード �は他のモバイルノー

ド群のデータ中継の役割も果たす�

このような場面において�ノード �のような中継ノードは�単

にデータを中継するだけではなく� 中継データをキャッシュし

たり�各ノードが集めてきたテーブルを ���� してからデータ管

理端末に送るなどといったデータの ��������� を行うことも可

能である� �����は無線 ���の一部の区間が断続的に切断

してしまうような状況が多く起こると考えられるが� その場合

このような形態は極めて有効である�

また�無線 ���は有線 ���と異なり�帯域に大きな制約が

あることから� 通信は出来るだけ節約し�中継ノードの機能を出

来るだけ高機能化させる事が有効なのではないかと考えられる�

これらのことから������やセンサなどの環境において�中

継ノードは上位層における処理を例えば

（ �） マルチホップ仲介

（ 
） データキャッシュ

（ �） データアグリゲート

というように高機能化していくことが望ましいと考えられる�

�� 研 究 目 的

前節で見たように，中継ノードにおける高機能化は非常に有

効であるが，現状ではマルチホップ通信の高度利用は，シミュ

図 � 無線 ��� マルチホップ通信環境例（中継ノードの高機能化）

レーション等では議論がなされているが，実環境を用いた研究

はあまり行われていない．特に�����のノードに対して��

処理実装を行う研究は知られていない．そこで本研究では，無

線通信分野において新しい技術であるマルチホップ通信と ��

分野において新しい技術であるモバイル ��を組合わせ活用す

るためのアーキテクチャを提案し，提案アーキテクチャを利用

してマルチホップネットワーク環境におけるモバイル ��処理

フレームワークを提案する．更にフレームワークを実現するミ

ドルウェアを実装し実アプリケーション，実データを用いて評

価を行う．

�� � 提案アーキテクチャ

図 
のようなフレームワークを提案する．�!!��������層と

�"#層の間に������$���層を設ける．この������$���層と

���，�"#層，%#層や&������� ���等を連携させること

で，�����のトポロジの変化に対応したり，��の分散処

理最適化を行うなどの柔軟性が実現する．本研究での実装では

この ������$��� の一部を実装し，���，�"# 層と連携す

るような仕様とした．また，�"# 層は通信性能に直接影響を

与える重要な層であり，'�
 節で述べるように，モニタを挿入

し解析を行う．マルチホップ通信は %# 層においてルーティン

グテーブルを書き換えることで実現する．

図 � 提案アーキテクチャ

�� � マルチホップネットワーク環境におけるモバイル ��

処理フレームワーク

前節で提案したアーキテクチャを利用して図 �のようなマル

チホップネットワーク環境におけるモバイル ��処理フレーム

ワークを提案する．図 �のように，データ管理ノードが各分散

ノードからデータを収集する際，標準的なフレームワークでは，

データ管理ノードに全てデータを集めてきてから一括して ��

� 
 �



処理を行うが，提案フレームワークでは，��処理を各ノード

のところで分散して処理を行わせる．

図 � 提案フレームワーク

�� 既 存 研 究

�� � ��	輻輳ウィンドウ解析

筆者らはこれまで，無線 ���通信環境における �"#パケッ

トの振舞を可視化し� 解析を重ねてきた．具体的には，図 ' に

示すように� まずカーネル内部の �"# ソースファイルにモニ

タ関数を挿入しカーネルを再構築することで� �"#パラメータ

のリアルタイムの可視化を実現した�さらにパケット転送タイ

ミングとスループット時間変化を可視化し� これらを元に有線

����無線 ���環境における�あるいはその両方を含むマルチ

ホップ環境における �"# パラメータの振舞を比較� 解析して

きた�

無線 ���環境においては広告ウィンドウサイズを変えるこ

とで輻輳ウィンドウを制御し通信効率を上げ �'	� 有線 ���と

無線 ���からなる無線 ���アクセスポイントの使用を想定

した無線 ���アクセス環境においては� 現実の通信で輻輳ウィ

ンドウがどのように振舞うかを解析することが出来た �(	�

図 � ��	 パラメータの可視化手法の概念図

�� � 
���における輻輳ウィンドウ

�"# では，輻輳制御において輻輳ウィンドウという概念を

用いている．���)* +の �"# は状態機械として実装されて

おり，パケット送受信における処理は，その状態によって変化

する．

輻輳ウィンドウとはネットワークの輻輳制御を目的として

データ送信側が自主的に制限するための �"# パラメータで，

受信側からの確認応答パケット ,��-��$����� ���.�"/0 無

しに連続送信できる最大のパケット数を表す．正常な通信時に

は確認応答を１つ受信するごとに輻輳ウィンドウが増加し，エ

ラーが起こると急激に減少する．エラーには

　・送信側デバイスドライバのバッファが溢れること

　　による ����� "��������� エラー ,"&10

　・重複 �"/，�"/を受信 ,1���2��30

　・タイムアウトを検出 ,����0

の �つがある．これらのエラーにより輻輳ウィンドウが急激

に減少した後，回復と判断されると再度正常な状態に遷移し増

加を始める．単位時間あたりに受信する確認応答の個数によっ

て差はあるものの，輻輳ウィンドウの減少時に比べると緩やか

に増加していくため，�"# 輻輳ウィンドウ制御において，輻

輳ウィンドウの時間変化は鋸型となる．また，���)* の �"#

実装では，通信中にひとたび設定された輻輳ウィンドウは，そ

の値を使い切らない限りは変化せず，その間のスループットは

ほぼ一定の値で安定する，ということが分かっている．

�� 基 礎 実 験

�� � 実 験 概 要

一般に，マルチホップ通信において中継ノードにアプリケー

ション層で高度な処理を行わせた場合，アプリケーション層ま

でデータを引き上げての処理に時間がかかるため� 中継ノード

に %#層で折り返してデータの中継のみをさせる場合よりもス

ループットが低下することが予想される� そこで本研究では�モ

バイル中継ノードを単にデータを中継するノードとして動作さ

せた場合と� 中継ノード自身がアプリケーション層で処理を行っ

てからデータを中継する場合とでどのくらい通信性能に差が

出るのか実験を行い��"#パラメータの振舞�スループット�パ

ケットの流れなどを元に解析を行う� その結果を元に中継ノー

ドの高機能化について�今後の展望を得る�

�� � 中継ノードにおける ����������処理

�� �� � 実 験 概 要

まず�中継ノードにおいてアプリケーション層で ����4$����

処理をさせた場合と %# 層でデータの中継のみを行う場合の

比較実験を行う� 実験環境は図 ( に示すように � 台の端末を

%���56
���7無線 ���のツーホップ通信で接続したものを用

いた� 実験においてはデータ送信側ノードおよび受信側ノード

がお互いに直接ではなくマルチホップ通信でパケットをやりと

りするように，ルーティングテーブルを書き換えて経路を制御

し，�!��7��コマンドによって，中継ノード経由以外のパケット

を遮断するようにした� 各マシンのスペックを表 �に示す�

両端のノードのデータのやり取りとしては�送信側が受信側に

接続要求を出し，受信側が許可すると，送信側が一定のブロッ

クサイズのデータを繰り返し送信し続けるという形のソケット

通信プログラムを用いた� このような環境において，中継ノー

ドが受信したデータを自身のアプリケーション層で ����4$����

してから転送（データを一旦 �����2� してから次のノードへ

����）するようにさせた場合と，受信したデータをマルチホッ

プ用ルーティングテーブルを元に %#層で折り返し� すぐにもう

一方の端末に転送するというように中継ノードをルータとして

のみ動作させた場合の，両方について測定を行った�

�� �� � 通信性能測定

実験結果を図 8～図 �6に示す� 図 8は横軸がブロックサイズ

� � �



図 
 実験環境 �

表 � ��������� 処理実験およびディスク型 ��実験

で用いた実験機の概要
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�/�	，縦軸がスループットの平均値 ��7!�	を表している� ブ

ロックサイズは �/�から �6
'/�まで 9段階の値で測定した�

中継ノードに ����4$���� 処理をさせた場合とさせなかった場

合の両方ともブロックサイズによってスループットの値に変化

は見られなかった�

図 :は中継ノードに ����4$����をさせなかった場合�図 5は

����4$����をさせた場合の輻輳ウィンドウの時間変化のグラフ

である�ブロックサイズは �6
'/� である� グラフ中の縦の点

線は重複 �"/受信エラーが発生したことを示してる� すなわ

ち�中継端末に ����4$����をさせた場合もさせなかった場合も

同様に� パケットロスによる重複 �"/が頻発していることが

分かる�

図 9は中継ノードに ����4$���� させなかった場合�図 �6 は

����4$����させた場合のパケットトレースの図である．各端末

において ��!�) !コマンド �8	を用いてパケットをキャプチャ

しパケットの送受信の様子をグラフ化して可視化した� 横軸が

経過時間�縦軸がノードを表していて�各パケットが各ノードを

どのタイミングで通過しているかが分かる� 中継ノードにおい

て ����4$����をした場合の方が ����4$����をしなかった場合

より受け取ったデータを転送するのに時間がかかっていること

が分かる� しかし� それは端末間のデータ転送にかかる時間と

比べるとわずかな差と言える� また�パケットの転送は大体同じ

ペースで実行されており� パケット送信タイミングがほぼ同じ

であることが分かる．

�� �� � 測定結果に対する考察

以上見てきたように� 中継装置にアプリケーション層レベル

で ����4$����をさせた場合と %#層でデータの中継のみを行う

場合とを比較すると� ����4$���� をさせた場合は中継ノードに

負荷がかかり通信性能が下がる可能性が予想されたが� 実際に

は通信性能には殆ど影響しないことが分かった�

図 9�図 �6 から分かるように� 上位層での処理は何もしない

ときよりも時間はかかっているが�%��� 56
���7 無線 ���の

帯域幅が狭いためデータの転送速度が遅く� またパケットの送

信ペースもゆっくりであるため� 上位層の処理によってかかる

時間は通信性能に大きな影響を与えずに� 図 8 のように実際の

スループットに差が殆ど出ないのであろうと考えられる�

�� � 中継ノードにおける��アクセス

次節から ��を搭載した 
台の端末の間に中継ノードを設け

図 � ��������� に対するスループット �����������

図 � 中継のみを行った場合の輻輳ウィンドウ時間変化

図  ��������� ありの場合の輻輳ウィンドウ時間変化

図 ! 中継のみを行った場合のパケットトレース

図 �" ��������� ありの場合のパケットトレース

てマルチホップ通信を行い，
台の端末間で ��転送を行う際

に，中継ノードに受け取ったデータを自身の ��に書き込みを

行いキャッシュさせた場合と��アクセスを行わずに単に %#層

� ' �



でデータを中継させた場合について通信性能を比較する� まず，

'�'では一般的なハードディスクを使用するタイプの ��,以降

ディスク型 ��と呼ぶ）を用いて実験を行い，次に '�(ではよ

りモバイル ��に適すると考えられるインメモリタイプの ��

を用いて実験を行う．

�� � 中継ノードにおけるディスク型��アクセス

�� �� � 実 験 概 要

ディスク型 ��を搭載した 
台の端末の間に中継ノードを設

けてマルチホップ通信を行い，
台の端末間で ��転送を行う

際に，中継ノードに受け取ったデータを自身のディスク型 ��

に書き込みを行いキャッシュさせた場合と ��アクセスを行わ

ずに単にデータを中継させた場合について通信性能を比較す

る．� 実験環境は '�
と同様図 (のように �台の端末を用意し�

それぞれに ��を搭載した� 各端末のスペックは表 �のように

なっている．��は #��������:�'��' �:	 を用いた� �� 転送

におけるデータのやりとりとしては以下のような ��アクセス

を伴ったソケット通信プログラムを用いた�

まず受信側が送信側に送信要求を出すと送信側が自身の ��

から一行ずつ ������を取り出し�それらをまとめてソケット通

信で送信するという動作を繰り返す� 一方受信側はまとめてソ

ケット通信で受けたデータを一行ずつ ��に ������していくと

いう動作を繰り返す� このような環境において� 中継ノードに

送信側から来たデータを自身の %#層で折り返して単にデータ

を転送させる場合と，受けたデータを自身のディスク型 ��に

������（データキャッシュ）をしてから受信側ノードに転送する

場合との両方について実験を行い� ブロックサイズに対するス

ループット�輻輳ウィンドウの振舞�パケットトレースを元に解

析を行う�

�� �� � 性 能 測 定

実験結果を図 ��～図 �� に示す� 図 �� は横軸がブロックサ

イズ �73��	� 縦軸がスループットの平均値 ��7!�	 を表してい

る� ここでいうブロックサイズとは�ソケット通信において一度

に $����4���� するデータサイズのことで� ��の �873�� のレ

コードを複数まとめて $����4���� した時の大きさを示してい

る� また� スループットとは� 受信側が受信したデータ量を� 受

信し始めてからそのデータ ,������の集まり）を自身の ��へ

の ������が完了するまでの時間で割って算出しており，通信性

能だけではなく ��の読み書きも含んだ ��転送処理性能を表

している� ブロックサイズは �873��から 
6'573��まで 5段階

の値で測定した�

中継ノードの ��にデータをキャッシュさせた場合とデータ

の中継のみを行った場合の両方ともブロックサイズに対してス

ループットが比例に近い形で増加していることがわかる� これ

は�ブロックサイズが小さいときには帯域を効率的に利用出来

ていないのに対し� ブロックサイズが大きくなると，帯域を有

効に活用できていることを表していると言える� また�ブロック

サイズが小さい時には� 中継ノードにおいて中継のみを行った

方が高いスループットを出しているが� ブロックサイズが大き

くなるにつれ�その差は殆ど無くなる�

図 �
 は中継ノードにおいて �� アクセスをさせた場合の

輻輳ウィンドウの時間変化のグラフである� ブロックサイズは

�6
'73��である� 中継ノードでデータの中継のみを行った場合

も図 �
 と同様な振舞を見せた� 輻輳ウィンドウの値はある程

度まで成長したのち�その値を使い切らずに一定となっている�

これは�送信側ノードは ��からレコードを取り出しソケット

に $����するという中継ノードや受信側ノードに比べて軽い処

理を行っており� 中継ノードおよび受信側ノードでの実行時間

に比べ短時間のうちに安定した状態で終了するためであると考

えられる�

図 �� は中継ノードにおいて ��アクセスをさせた場合のパ

ケットトレースの図である� 説明のため� パケットを 8 つのみ

抽出し簡素化してある� '��で調べた図 9�図 �6では�中継ノー

ドにおいて ����4$����処理をさせたとしても� かかる時間は端

末間のデータ転送に比べると極めて短かったが� 中継ノードに

おいてデータをディスク型 ��にキャッシュさせた場合はかな

りの処理時間がかかっていることが分かる�

�� �� � 測定結果に対する考察

以上見たように，中継ノードにおいてデータを自身のディス

ク型 ��に書き込みを行いキャッシュさせるという処理はかな

りの負荷がかかることが分かった� 図 �� で見たように，中継

ノードにおいて ��アクセスをさせた方がさせなかった場合よ

りもスループットは少し低くなった� しかし，ブロックサイズ

が大きくなるにつれ，その差が殆ど無くなるという現象が見ら

れた� これは，ブロックサイズが大きくなるほど，レコード数

が増えて ��の処理も増えることで，中継ノードと受信ノード

における �� の ������ 処理のオーバーラップする時間が増加

し ��の転送処理全体の効率が上がるためではないかと考えら

れる�

この実験では，中継ノードにおいて��にデータをキャッシュ

させることを試みた� 実験を行いパケットトレースを見ると，

中継ノードにおける処理にかなりの時間がかかっており，やは

りソケット通信と比較してディスク型 ��の書き込み処理は重

いことが分かる� このことから，中継ノードにおいて ��アク

セスをさせた方がさせなかった場合よりも ��転送処理性能が

少しだけ低くなるが，中継ノードと受信ノードにおける ��ア

クセスがオーバーラップしてくるにつれ，その差は殆ど無くな

るという興味深い結果が得られた�

しかし図 �� の通り，中継ノードにおけるディスク型 ��ア

クセスは重く，多数のノードからなるモバイル ��マルチホッ

プ通信環境において更に高度な処理をさせることは困難である

と考えられる．そこで，よりモバイル ��に適していると考え

られるインメモリタイプの ��を用いて同様の実験を行い，中

継ノードの高機能化についての更なる考察を行う．

�� � 中継ノードにおけるインメモリ型��アクセス

�� �� � 実 験 概 要

(�� で述べたように本節ではインメモリ型 �� を搭載した 


台の端末の間に中継ノードを設け，
台の端末間で ��転送を

行う際に，中継ノードに受け取ったデータを自身のインメモリ

型 ��に書き込みを行いキャッシュさせた場合と ��アクセス

を行わずに単に %#層でデータを中継させた場合について通信

� ( �



図 �� ��������� に対するスループット ��� 転送�

図 �� 輻輳ウィンドウ時間変化

図 �� 中継ノードに �� アクセスさせた場合のパケットトレース

性能を比較する�

実験環境は図 (のように � 台の端末を用意し�それぞれにイ

ンメモリ型 �� を搭載した� 各端末のスペックは表 
 のよう

になっている．インメモリ型 ��は �����; ��2�������6� �5	

を用いた� ��転送におけるデータのやりとりとしては '�' 節

で用いたプログラムと同じような振る舞いの �� アクセスを

伴ったソケット通信プログラムを用い，中継ノードにおいて送

信側から来たデータを自身の %#層で折り返して単にデータを

転送させる場合と，受けたデータを自身のインメモリ型 ��に

������（データキャッシュ）をしてから受信側ノードに転送する

場合との両方について実験を行い� ブロックサイズに対するス

ループット�パケットトレースを元に解析を行う�

�� �� � 性 能 測 定

実験結果を図 �'～図 �8 に示す� 図 �' は横軸がブロックサ

イズ �73��	� 縦軸がスループットの平均値 ��7!�	 を表してい

る� ここでいうブロックサイズとは�ソケット通信において一度

に $����4����するデータサイズのことで� ��の �
573��のレ

コードを複数まとめて $����4���� した時の大きさを示してい

る．また�スループットとは�受信側が受信したデータ量を�受

信し始めてからそのデータ ,������の集まり）を自身の ��へ

図 �� ��������� に対するスループット ��� 転送�

図 �
 中継のみを行った場合のパケットトレース

図 �� 中継ノードに �� アクセスさせた場合のパケットトレース

の ������が完了するまでの時間で割って算出しており，通信性

能だけではなく ��の読み書きも含んだ ��転送処理性能を表

している．ブロックサイズは �
573��から '/73��まで 8段階

の値で測定した．中継ノードにおいて ��アクセスをさせた場

合とデータ中継のみを行った場合とでスループットに差が生じ

ないことが確認できる。

図 �(は中継ノードにおいてデータ中継のみを行った場合� 図

�8 は �� アクセスをさせた場合のパケットトレースの図であ

る．やはり，中継ノードにおいてインメモリ型 ��処理をさせ

た方が中継ノードにおいて受け取ったデータを転送するのに時

間がかかっているが，前節の図 �� と比べると，明らかに中継

ノードにおける ��アクセスが格段に軽くなっている．

�� �� � 測定結果に対する考察

以上見たように，中継ノードにおけるインメモリ型 ��アク

セスは中継ノードを単にルータとして動作させた場合よりも若

干時間がかかることが分かったが，ディスク型 ��処理に比べ

ると極めて処理が軽く，図 �' のように，実際のスループット

にはほとんど影響を及ぼさなかった．

表 � インメモリ型 �� 実験で用いた実験機の概要
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表 � 実装ミドルウェアの評価実験で用いた実験機の概要

　　　　

�� ����� ��&�
��


��� ��������� � ����� ������� 	 ��&$� 

!��"# � ����� ������� 	 �$� 

����� � (���%�� ��&&$�
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���
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�� マルチホップネットワーク上の分散モバイル
��に適したミドルウェア実装と性能評価

�� � 概 要

前節で見たように，マルチホップネットワークにおいて中継

ノードの高機能化を考える場合，%�型 ��を用いると非常に

有効であるということが分かった．そこで，本節ではインメモ

リ型 ��を採用し，��節で提案したフレームワークを実現する

ミドルウェアを実装し，提案フレームワークと通常のフレーム

ワークを用いた場合の各々の性能を比較する．本研究では中継

ノードにおいて ������ および ���� の処理を行う 
 種類のミド

ルウェアを実装し，性能測定を行う．

�� � ミドルウェア実装と性能評価 �

�� �� � ミドルウェア実装概要 ,������0

図 �: に示すマルチホップ通信環境を構築する．�����～"

はデータ集計ノードで �� ��はデータ管理ノード，1���3 は

�����～"と �� ��の間にある中継ノードである．このよう

な環境において，�����～"のデータ集計ノードが保持するリ

レーショナルテーブルに対しデータ管理ノードが ������のクエ

リを発する．

前節のように 
つのケースを比較する．"����は提案フレー

ムワークを用いた場合で，中継ノードにおいて �����～" か

ら集められたテーブルに対し ��クエリの一部としてアグリ

ゲートが実行され，それに対する ������ の結果がデータ管理

ノードに転送される．"���
は通常フレームワークを用いた場

合で，中継ノードは単にデータを中継するのみで，データ管理

ノードがデータをアグリゲートし ������を実行する．

この実験では，�� クエリの例として ������ 文によってレ

コードが抽出される．"����，"���
 に対する 
種類のミドル

ウェアを実装し，システム全体の処理に対するスループットの

比較を行う．%�型 ��としては �����; ��2����� ��6�を用

いた．各端末のスペックは表 �の通りである．

�� �� � 性能評価 �

無線 ��� には %���56
���� を用い，��� モードと ('�

モードの両方で測定を行いた．セレクト文によって元の ��サ

イズの �4
のレコードが抽出される場合と，�45のレコードが

抽出される場合の 
種類の実験を行った．その結果が図 �5，図

�9である．
種類のグラフの横軸はブロックサイズ �-�	，縦軸

はスループット ��7!�	 を表している．ここでいうスループッ

トとは単なる通信速度という意味だけでなく，�����～"から

転送されるデータ量をデータ管理ノードからクエリが発せられ

て実行結果のテーブルがデータ管理ノードの ��に ������され

図 �� 実験環境 �
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図 � スループット �レコード数 ��� の場合�
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図 �! スループット �レコード数 �� の場合�

るまでの時間で割ることにより算出した，システム全体の ��

データ通信処理性能を表している．

図 �5から分かるように，抽出されるレコード数が全体の �4


の場合は "���� のスループットが "���
 よりも少しだけ高く

なるのに対し，図 �9 から分かるように，抽出されるレコード

数が全体の �45 の場合は "���� のスループットが "���
 より

も大幅に高くなる．更に，%���56
���� の ���7!� モードと

('�7!�モードの結果には大きな差が生じた．これは，インメ

モリ型 ��の処理が極めて軽く，��処理にかかる時間は無視

できるもので，性能は無線 ���のスループットによって決定

されているためであると考えられる．"����の方が "���
より

も高いスループットになったのは，������ によって転送される

データ量が削減されたためであると考えられる．

�� � ミドルウェア実装と性能評価 �

�� �� � ミドルウェア実装概要 ,����0

次に，������よりもノードに対する負荷の高い ����を実行す

るミドルウェアを実装する．図 
6 に示すマルチホップ通信環

境を構築する．�����はデータ集計ノードで �� ��はデータ

管理ノード，1���3は �����と �� ��の間にある中継ノード

であるとともに自身もデータ集計ノードである．このような環

境において，データ管理ノードが �����と 1���3と自身が持

� : �



図 �" 実験環境 �

つ各テーブルに対して ����のクエリを発行する．

"����は提案フレームワークを用いた場合で，中継ノードに

おいて ��クエリの一部として�����から受信したテーブル

と自身のテーブルを ����を実行し，その結果がデータ管理ノー

ドに転送され，データ管理ノードの保持するテーブルと ����

が実行される．"���
 は通常フレームワークを用いた場合で，

中継ノードは単に �����からのデータを中継し，また自身の

テーブルもデータ管理ノードに転送し，データ管理ノードにお

いてまとめて ���� が実行される．この実験では，��クエリ

の例として ������ 文によってテーブルが ���� される．"����，

"���
に対する 
種類のミドルウェアを実装し，システム全体

の処理に対する実行時間の比較を行う．各端末のスペックは表

�の通りである．

�� �� � 性 能 評 価

モバイルノードに適すると思われる小さなテーブルの ����を

�
5-，
(8-，(�
-，�6
'-回繰り返し行い，データ管理ノード

からクエリが発せられ，全ての処理が終了するまでの実行時間

を計測した．これを図 
�．

図 

 は本実験の際にシステム全体で転送されたデータ量で

ある．図 

のように，"���� では中継ノードで ����が実行さ

れ，その結果次第では転送データ量が削減される．

また図 
�に示されているように "����は "���
よりも短い

時間で全体の処理を行っているが，これは "���
 では �� ��

でまとめて ��処理が実行されるのに対し，"����では1���3

と �� ��において分散して ��処理を行っているため，その

ような結果となったと考えられる．

	� まとめと今後の課題

本研究ではマルチホップ通信環境におけるモバイル ��処理

において，中継ノードの高機能な処理をするような通信フレー

ムワークを提案し，提案フレームワークを実現する 
種類のミ

ドルウェアを実装した．また提案フレームワークを用いた場合

と通常フレームワークで処理を行った場合について，実アプリ

ケーションと実データを用いて評価を行った．その結果，中継

ノードにおいて高度な処理を行うことによって，負荷がかかり

処理に時間がかかり性能が低下する可能性も予想されたが，本

実験環境において，提案フレームワークは通常フレームワーク

よりも高い処理性能を示し，提案フレームワークの有効性が確

図 �� 実 行 時 間

図 �� 総通信データ量

認できた．

今後はより様々なトポロジーや用途を想定し，それらに対す

るミドルウェアを実装し，性能測定実験を重ねて行く．
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