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内容梗概 
 

あらゆる情報をパケットに分割して転送する高速パケット通信網は、近年のインターネットを始め、多

種多様な情報通信サービスの基盤となっている。高速パケット通信網を利用する通信サービスは、パケ

ット遅延やパケット廃棄率、あるいは、呼損率といった通信品質に対する要求が、それぞれに異なって

いる。通信品質制御は、こうした各通信サービスの通信品質に対する要求を満足させつつ、最大限の

通信トラヒックを収容することで、通信網を高品質かつ高効率で運用する技術である。本論文では、この

ような通信品質制御において、多様化が続く通信サービスの要求に応えるための柔軟性を向上させる

手法、および、将来の省エネルギー化に向けた広域同期スケジュール型高速パケット網を実現するた

めの効率的トラヒック収容手法の提案を行う。 

高速パケット網の通信品質制御の柔軟性向上については、神経回路網を用いたオンライン学習を活

用する手法を提案する。これまでの通信品質制御では、通信サービス毎にトラヒックの性質を解析した

上で、それぞれの通信サービスに対応した制御手法を検討し、網に組み込むという手法を用いていた。

しかし、近年の高速パケット通信網では、多様な通信サービスやアプリケーションが次々に生み出され

ており、全ての通信サービスについてトラヒックを解析することや、その組み合わせも考慮した制御手法

を検討することが困難になっている。そこで、運用中の通信網から観測した過去データを用いて、網の

状態から通信品質を推定する関数をオンライン学習し、この関数を用いて通信品質を制御するという新

たな通信品質制御手法を提案した。通信品質制御は、呼レベルの制御や、網レベルの制御などの階

層的な制御により実現されているが、階層ごとにオンライン学習を行うことで、網全体の通信品質制御を

統合的に最適化することも可能である。本論文では、具体的な適用例として、呼受付制御において、通

信サービス毎のトラヒックの性質が未知であっても、適切な通信品質制御が実現できることをシミュレー

ションにより示した。また、学習型の呼受付制御と、学習型のリンク容量割当制御を組み合わせ、学習に

よる呼受付制御の変化に追従した最適なリンク容量割当制御が行えることをシミュレーションにより明ら

かにした。一方、通信状態の良否を判定するオンライン学習制御では、学習データとして、通信品質が

良い状態だけでなく、通信品質が悪い状態も観測する必要がある。これは、オンライン学習制御を実網

に適用する際の大きな課題となる。そこで、本論文では、通信品質が悪い状態を観測しなくても、効率

の良い通信品質制御を学習できる仮想出力バッファ法を提案した。この手法では、実際の通信網よりも

帯域が狭い仮想的な網をリアルタイム・シミュレートし、これから得られたデータを学習に利用する。具体

例として、仮想出力バッファ法を用いた呼受付制御のシミュレーションを行い、実際のパケット廃棄を観

測することなく、精度のよい呼受付限界を学習できることを明らかにした。 

一方、広域同期スケジュール型高速パケット網は、網内に配置された光スイッチの同期的な制御によ

り、パケットを転送する技術である。この網では、各リンク上にタイムスロットが規定されており、全てのパ

ケット転送に対し、網内で光パケットが衝突することなく、かつ、効率的に転送されるように、タイムスロッ

トが割り当てられる。このため、パケットノード内のバッファやヘッダ処理や光・電気信号変換が不要とな

り、抜本的な省エネルギーが可能となる。しかし、このような方式の網を広域化すると、同期誤差が大きく

なるため、光スイッチの切り替え時間を考慮してタイムスロット毎に挿入するガードタイムを長くする必要

がある。タイムスロットの割り当て手法として、これまで、様々なヒューリスティック手法が検討されてきたが、

従来法は、長いガードタイムへの対応が考慮されていないため、広域網に適用すると網利用効率が低

下するという課題がある。本論文では、従来のヒューリスティック手法を大幅に効率化する手法として、同

一経路に割り当てる複数のタイムスロットを可能な限り連続的に配置する連続タイムスロット割当法を提

案した。同一経路のタイムスロットが連続していると、タイムスロットの間で光スイッチ切り替えを行う必要
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がないため、先頭以外のガードタイムの期間中は情報転送を行なうことができる。そこで、連続タイムス

ロット法では、情報転送に有効利用できない先頭ガードタイムの数を最小化するため、同一経路のタイ

ムスロットを、最も大きな連続空き領域から順に割り当て、できる限り少ない分割数の連続タイムスロットと

して割り当てる。また、連続タイムスロット割り当てを容易にする疑似的フレーム位相同期法を提案した。

この手法では、各リンク上でのタイムスロット割り当て開始位置を、網内の基準となるノードからの伝搬遅

延に応じてシフトする。これにより、基準となるノードの先頭タイムスロット位置に相当する位置から詰め

たタイムスロット割り当てが行えるため、任意の順序で網内の各経路にタイムスロットを割り当てても、残

された空き領域が大きな連続領域となる。これにより、同一経路のタイムスロットを、より少ない分割数の

連続タイムスロットとして割り当てることができる。具体例として、１０ノード、および１８ノードの網を用いた

シミュレーションにより、これらの手法を組み合わせて利用することで、ガードタイムがタイムスロット長の

半分となるような状況であっても、９５％以上の効率でリンクを有効利用するスケジューリングが行えるこ

とを示した。 
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略称、用語集 

 

略称 意味 

ATM Asynchronous Transfer Mode (非同期転送モード) 

DSP Digital Signal Processing 

GPS Global Positioning System 

IETF Internet Engineering Task Force 

ITU-T International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector 

（国際電気通信連合電気通信標準化部門) 

ＩＰ Internet Protocol （インターネットプロトコル） 

MMPP Markov-modulated Poisson Process 

NGN Next Generation Network （次世代ネットワーク） 

NN Neural Networks （神経回路網） 

RFC Request For Comments  

SIP Session Initiation Protocol 
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第１章 序論 

 

１．１ 背景 

 近年のインターネットの発展により、誰もが簡単に広帯域のライブ映像を受信したり、オンラインショ

ッピングを楽しむことが可能となった。最近では、スマートホンのような携帯型端末と無線アクセスを利用

すれば、いつでも、どこからでも、こうした大量の情報にアクセスすることができる。インターネット上で、

音声、映像、文書ファイルなどの様々なマルチメディア情報を自由に情報交換できるのは、あらゆる情

報を、IPパケットやイーサネットフレームのような “パケット” と呼ばれる形態で転送する技術が進展した

ためである。パケットは、送信したいデータを、数十バイトから数千バイトを単位として分割し、分割した

データごとにヘッダと呼ばれる情報を付加したものである。ヘッダには、データの送信元や転送先、デ

ータ長、データ種別等の情報が含まれている。パケット毎に、転送先情報やデータ種別情報が付加さ

れているため、複数個所への通信や、音声、映像、文書ファイルなどの様々なマルチメディア情報を、

一つのアクセス回線上に混在させて転送することが可能である。 

パケット通信では、パケット毎に、ヘッダの内容を読み取りパケットの転送先の判定処理等を行う必要

がある。このため、ネットワークの大規模化や大容量化には、パケット処理の高速化が不可欠となる。パ

ケット通信が 1960 年代に提案された当初は、コンピュータ間を接続する回線上のデータ通信の方式と

して用いられたため、パケット生成や、ヘッダ部を分析し次の宛先にパケットを転送する処理は、計算機

のソフトウェア処理によって行なわれていた[1]。しかし、パケット通信方式の汎用性や重要性が認識さ

れるようになると、パケット転送処理を高速に行う専用 LSI の開発が盛んに行なわれるようになった。

1980 年代後半になると、音声や動画などのリアルタイム情報をパケット転送することを目指した ATM

（Asynchronous Transfer Mode）と呼ばれる通信方式に関する研究が非常に盛んになった[2-4]。ATM

方式では、パケット毎の転送遅延短縮のために、５３バイトという短い固定長パケットを規格化し、ATM

セルと呼んだ。この ATMセルを高速に転送するための ATMスイッチ LSIや制御ソフトの開発が精力的

に進められ、様々な実用サービスで利用された[5-7]。一方で、シンプルでフラットなエンドツーエンドの

パケット通信の実現を目指した IPv4 プロトコルが急速に世界中に普及し、インターネットを生み出した。

また、ATMスイッチ LSIやTCAMメモリなどを活用した大容量の IPルータやイーサネットスイッチの開発

が進められ、１５００バイト程度の可変長パケットを 1Gｂｐｓ以上のスループットで高速に転送処理できるよ

うになった。これにより、インターネット上で、音声、映像、データを混在させた多様な通信アプリケーショ

ンが利用可能となり、利用者が爆発的に増大するようになった。また、こうした技術を活用しながら、高品

質のキャリアサービスを提供する NGN（Next Generatioｎ Network）の標準化や実用化研究も進められ、

2000年代後半には、世界中で商用化が行われた [8-10]。その後も、様々なハードウェアおよびソフトウ

ェア技術の工夫による大規模化、広帯域化に向けた研究開発が続けられ、現在では、１００Gbps クラス

の超高速パケット転送技術や、ペタビット級のルータが実現されている[11-13]。しかし、最近では、高速

パケット通信網の大規模化、広帯域化に伴う電力消費の増大が大きな課題として認識されるようになり、

高速パケット網の省エネルギー化に向けた研究開発も活発になっている。特に、光スイッチ技術を活用

することで、パケットノード毎の光電気信号変換を不要とする光パケット技術が注目されている[14-17]。

さらには、バッファやヘッダ処理のような複雑な処理を行う電気回路を利用しない抜本的な省エネルギ

ー技術として広域同期スケジュール型高速パケット網の研究が活発になっている[18-20]。 

高速パケット通信網における通信品質制御とは、高速パケット通信網を利用する多様な通信サービ

スに対し、それぞれが要求する通信品質を満足させつつ、最大限の通信トラヒックを収容し、通信網を

可能な限り効率的に運用する技術である[21-23]。高速パケット網で制御対象となる通信品質パラメタと

しては、電話網における呼損率、故障率などの従来からの通信品質パラメタに加え、パケットの転送遅
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延やパケット廃棄率のようなパケット通信特有の通信品質パラメタも含まれている。パケットの転送遅延

や、パケットの廃棄とは、一つの回線にパケットが集中して到着したときに、パケットを一時的に保持する

バッファにおいて、パケット転送の待ち時間が延びたり、バッファに空きがなく一部のパケットを廃棄する

ことによって生じるものである。通信品質制御は、網に加わるトラヒック量や、トラヒックを収容する経路な

どを制御することで、こうした多様な通信品質パラメタの値を、通信の利用者、あるいは通信サービスの

提供者が要求するレベルに維持する技術である。また、通信品質を維持する一方で、通信網のリソース

を最大限に運用できるように、トラヒックを効率的に収容することも求められている。従って、通信品質の

維持と、通信網利用効率の最大化の最適な両立を行うための手法を明らかにすることが通信品質制御

技術の本質課題である。 

本論文では、この高速パケット通信網における通信品質制御において、次々に創出される通信サー

ビスに対応するための通信品質制御の柔軟性の向上、および、今後の省電力高速パケット網実現のキ

ーとなる広域同期スケジュール型高速パケット網のトラヒック収容の効率化に着目する。以下では、１．２

節で本研究が注目する課題の概要と提案する通信品質制御の概要を述べた上で、１．３節で本論文の

構成を述べる。 

 

１．２ 研究概要 

１．２．１ 高速パケット通信網の概要 

現在の典型的な高速パケット通信網の構成を図 1-1に示す。高速パケット網は、パケットノードと端末

とを大容量光リンク（実線）で結んだ任意トポロジーのネットワークである。パケットノードは、各入力回線

に対応するラベル処理部と、高速スイッチ部と、各出力回線に対応する出力バッファ部、およびノード全

体を制御するための制御部から構成される。また、網制御部は、網全体の制御や管理を行うもので、網

内の各パケットノードと接続され（破線）、各パケットノードの制御部の情報を設定したり、制御部が保持

する情報（ノード状態やパケット到着数、廃棄数等）を取得することができる。図を単純にするため、左側

に示した端末（送信）から、右側に示した端末（受信）に向けて、パケットを転送する場合に対応した構

成を図示しているが、実際には、それぞれの端末やパケットノードは、双方向の回線で結ばれており、

端末間やパケットノード間では双方向のパケット転送が行なえる。 

各送信端末は、送信したいデータがあるとき、そのデータの受信端末の識別子やデータの処理方法

に関する情報などを含んだヘッダを付加してパケットを送出する。送出されたパケットは、高速回線を経

由してパケットノードに入力される。パケットノードでは、それぞれの入力回線に到着したパケットに対し

て、ヘッダ処理部が各パケットのヘッダ部の情報を読み取り、制御部に伝える。制御部は、各パケットの

ヘッダ情報に基づき、網制御部が設定したルーチング情報を参照しながら、パケットの出力回線を判定

し、高速スイッチの切り替え制御を行う。各ラベル処理部を通過したパケットは、高速スイッチで所定の

出力回線に振り分けられ、各出力回線に対応した出力バッファ部に蓄積される。バッファ部に蓄積され

たパケットは、先頭から順に読みだされ、出力回線を通じて次段のパケットノードや端末に転送される。

このような各パケットノードによる転送処理を何度か経由し、最終的には、所定の受信端末にそれぞれ

のパケットが転送される。なお、出力バッファを設けているのは、出力回線の伝送速度よりも早い頻度で

多数のパケットが到着したときに、転送できないパケットを一時的に保持しておくためである。大量のパ

ケットが集中到着すると、出力バッファから出力回線に転送されるまでの待ち時間（転送遅延）が増大し

たり、バッファに空きがなくなり（オーバーフロー）、一部のパケットを廃棄する（パケット廃棄）ことになる。 

各パケットノードは、パケットの転送に関する統計情報を収集する機能を備えている。例えば、入力回

線毎に、一定時間中に到着したパケット数やバイト数を数えたり、出力回線毎に、転送できたパケット数

やバイト数、あるいは、バッファオーバーフローにより廃棄したパケット数を数えることが可能である。パケ
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ットノードの制御部は、各入出力回線の状態やパケットノードの障害状態も監視する。また、パケットノー

ドの制御部は、第２章で詳述するような呼受付制御などの通信品質制御も行う。 

網制御部は、各パケットノードから、各回線のパケット到着量やノードの障害状態などの情報を定期

的に収集し、その情報に応じて、各送信端末から各受信端末にパケットを転送するときのルーチング情

報（パケットが経由する回線、および、経由するパケットノード）や、ノード間を結ぶ回線容量などを決定

する。網制御部は、決定したルーチングに変化があると、各パケットノードの制御部に対して、到着パケ

ットのヘッダの値に対する出力回線の対応付け等の情報を更新する。 

 

図 1-1 典型的な高速パケット通信網の構成 

 

現在も、高速パケット通信網の大規模化、広帯域化に向けた研究開発が続けられているが[11]、これ

に伴い高速パケット網の電力消費の増大が大きな課題として認識されるようになった。現在の大規模な

高速パケット通信網は、電気回路によりパケット転送処理を行う高速パケットノードを、大容量光伝送リン

クで結ぶ構成であるため、網内ではパケットの光信号／電気信号変換が繰り返し行われており、これが

大きなエネルギー消費の一因になっている。そこで、電気回路によるパケットスイッチに光スイッチを組

み合わせ、パケットの一部を光信号のままで転送することで、エネルギー削減を図る技術が研究されて

いる[24]。また、パケットのヘッダ処理や出力バッファなどを光信号処理回路で実現することで抜本的な

省エネルギーを実現する全光パケット網の技術も研究されている[14-17]。さらに、現時点では光回路で

の実現が容易でないヘッダ処理や大規模バッファを必要としない構成の同期制御型パケット転送方法

の研究も行われている[18-20]。 

図1-2は、全光パケット網の実現に向けた網構成に関するオルタナティブを示している。図1-2(a)は、

従来構成のパケットノードである。一般的な光パケット技術では、全ての構成要素を光化することを目指

し、光スイッチと、ファイバ遅延線を用いた出力バッファや、光電気 IC を用いたヘッダ処理部を組み合

わせてパケットノードを実現する方法を研究している。図 1-2(b)に示したバッファレスパケットスイッチ網

は、パケットノード毎にバッファを配置しない構成である。スケジューラが、網内の全端末からのパケット

送信量を制御し網内でのパケット衝突確率を十分小さくすることにより、ノード内の大規模なバッファを

不要としている。ただし、各端末が送信したパケットは、任意のタイミングでノードに到着するため、個々

のパケットの転送先を判断するためのヘッダ処理部はノード毎に必要である。一方、図 1-2(c)に示した

同期型パケットスイッチ網では、各パケットノード間を結ぶ光ファイバの伝搬遅延が正確に把握されてお

制御部

パケットノード

出力バッファ

パケット
ノード

端末（送信）

端末（受信）

高速
スイッチ

ラベル処理
高速
回線

網制御部
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り、全ての端末と光スイッチが、定められたスケジュールに基づき高精度に同期して動作することでパケ

ットを転送する[25-27]。各端末が送信したパケットが光スイッチに到着するとき、どの方路に向けたパケ

ットがどのタイミングで到着するかが決まっているため、光スイッチの切り替えタイミングをあらかじめ決め

ることができる。従って、パケットノードには、バッファもヘッダ処理も不要である。各端末間の通信要望

に基づき、全ての端末からのパケット生成タイミングと光スイッチの切り替え動作を、あらかじめ完全にス

ケジュールするのがスケジューラである。近年、広域での高精度同期確立の技術が進展してきたため

[28, 29]、このような同期型パケットスイッチ網の方式に基づいて、数百ｋｍ規模の広域同期スケジュー

ル型高速パケット網を実現する研究が活発になっている[18-20, 30]。 

 

 
図 1-2 全光化に向けた網構成のオルタナティブ 

 

１．２．２ オンライン学習型通信品質制御 

本論文では、高速パケット通信網における通信品質制御において、次々に創出される通信サービス

に対応するための通信品質制御の柔軟性の向上に向けて、通信品質制御へのオンライン学習機能の

適用を提案する。 

高速パケット網で制御の対象とする通信品質には、呼損率や故障率のような従来網での通信品質に

加え、パケット遅延やパケット廃棄率といったパケット網特有の通信品質があるが、これらの通信品質パ

ラメタは、それぞれの通信品質を観測するレベルに応じて、表 1-1 に示すように、パケット転送レベル、

呼レベル、網レベルといった階層に分類することができる。そして、それぞれの階層ごとに、各通信品質

パラメタを制御する様々な手法が検討されている[21, 23]。パケット転送レベルの品質制御とは、パケット

の優先転送制御のような各パケットノードのバッファ毎の転送を制御する技術である。呼のレベルの制

御とは、接続要求に対する可否判定や経路割当のような、個々の通信（呼）に対する制御のことである。

網レベルの制御とは、網全体のトラヒックを鳥瞰し、網全体としてのマクロな通信の経路を制御したり、リ
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ンク毎の容量割り当てを制御するような技術である。各階層の制御については、第２章で詳述するが、こ

れらの各階層の制御を協調的に組み合わせることにより、網全体での通信品質と網の効率的運用が実

現される。 

 

表 1-1 高速パケット通信網における通信品質パラメタの例 

レベル 通信品質パラメタ 

網レベル リンク使用率、故障率 

呼レベル 呼損率 

パケット転送レベル パケット転送遅延、遅延ゆらぎ、パケット廃棄率 

 

この様々な通信品質制御の手法を、実際の網に適用する際には、それぞれの手法の中で用いてい

る様々な制御パラメタ等について、制御対象とする通信サービスやトラヒックの特性に応じた具体的な値

を定める必要がある。このため、対象とする通信サービスのトラヒックの性質を解析した上で、それぞれ

の特性に対応した制御パラメタ等を規定し、それぞれの制御手法を網に組み込むという手順が必要とな

る。しかし、現在の高速パケット通信網では、多様な通信サービスやアプリケーションが次々に生み出さ

れており、全ての通信サービスについて、網羅的にトラヒックを解析することや、その組み合わせも考慮

して詳細な制御パラメタを定めていくという手法を用いることが困難になってきている。 

そこで、本論文では、トラヒックの性質が未知であるような通信サービスへの対応や、新たな通信サー

ビスの追加にも容易に対応できる柔軟性の高い通信品質制御を実現するため、新たなオンライン学習

型通信品質制御手法を提案する。この手法では、通信品質を推定する関数を、運用中の通信網から観

測した網状態や通信品質値からオンライン学習により生成するため、個々の通信サービスの特性を事

前に分析するような手順が不要となる。また、通信品質制御で利用する多様な任意関数学習の手段とし

ては、多様な多入力多出力の関数を柔軟に学習できる神経回路網[31-33]を用いることを提案する。こ

れまでにも、ルーチング制御や回線交換網のトラヒック制御において、学習オートマトンやポテンシャル

関数法を用いた適用制御方式が提案されていたが、こうした手法では、学習の対象が、単純なパラメタ

や近似が容易な関数に限定されていた[34, 35]。これに対し、高速パケット通信網の制御では、多数の

観測パラメタから多様な通信品質を精度よく推定する汎用性の高い学習能力が必要である。このため、

神経細胞を自由に追加することにより、多様な多入力多出力関数を任意の精度で近似できることが知ら

れている神経回路網を利用する[36]。 

高速パケット網では、呼レベルの制御や、網レベルの制御などの階層的な通信品質制御が連携して

動作する。このため、ひとつの階層で学習機能を利用すると、上位階層における制御の最適条件が変

化することがある。例えば、呼受付制御に学習を適用すると、一定容量の回線に対して、品質を満足す

る範囲内で受付可能な通信サービスの数が変化する。これにより、一定のトラヒックに対して必要となるリ

ンク容量も変化するため、リンク容量の割当を最適化する網レベルの制御に影響を与えることになる。こ

のとき、網レベルの制御においても学習機能を適用すれば、こうした影響を吸収することができる。本論

文では、階層化された高速パケット網の通信品質制御において、それぞれの階層毎に学習機能を適用

することにより、各階層の制御の柔軟性を向上するだけでなく、網全体での通信品質制御の統合的な

最適化を図ることを提案する（図 1-3）。このような学習制御による階層的通信品質制御の統合的な最適

化は、全く新しい考え方である。 

オンライン学習型通信品質制御では、学習データの収集と保存が重要な課題となる。これは、オンラ

イン型の学習制御では、誤った制御を行ったときのデータを必要とするためである。呼受付制御を例に

とると、学習の初期段階では、回線に対してどの程度の通信までを多重できるかは未知である。しかし、
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徐々に接続数を増やし、過剰な数の通信を接続すると、通信品質の低下が観測される。この観測結果

を学習すれば、受付可能な最大の接続数を学習することができる。しかし、この時、通信中の利用者は、

通信品質が低下した状態を経験することになるため、こうしたデータが観測されれば、急速に学習を行

ない、このような状態を最短時間とするような制御を行う必要がある。一旦、適切な通信制御が行えるよ

うになると、通信品質を低下させるような状態が発生しなくなるため、通信品質が悪いときのデータは、

極めて貴重であり、以後の学習のために長期的に保持しておく工夫などが必要となる。本論文では、こ

のような学習データの保存方法についての工夫も提案する。 

さらに、本論文では、実網での制御誤りの観測を必要としないオンライン学習法も提案する。この手法

は、仮想出力バッファ法と呼ばれ、実際の通信網よりも帯域が狭い仮想的な網をリアルタイム・シミュレ

ーションし、この仮想的な網から得られたデータを学習に利用する。仮想網から得られたデータを近似

し、かつ、これを外挿するような関数を学習することにより、実際の網の品質低下を観測しなくても、実網

の接続限界を精度よく推定することが可能となる。これは、オンライン学習の実網への適用に向けた大

きな課題を解決する。 

 

図 1-3 高速パケット通信網における学習型通信品質制御の全体像 

 

１．２．３ 広域同期スケジュール型高速パケット網のタイムスロット割当効率化 

広域同期スケジュール型高速パケット網（広域同期網）の網利用効率の向上に向けて、本論文では、

広域同期網におけるタイムスロット割当の効率化手法を提案する。 

想定する広域同期スケジュール型高速パケット網の構成を図 1-4 に示す。多数の端末がアダプタを

介して網と接続されている。アダプタの役割は、端末が任意のタイミングで送るパケットを一旦受信し、ア

ダプタ内部のバッファに保存した上で、網内の光スイッチと同期したタイミングで送信し直すことである。

網内の各光ファイバ上では波長多重光伝送が利用されるが、網内での波長変化は行わず、各波長の

転送は独立である。以下では、光スイッチノードやアダプタ間を結ぶ光ファイバ上のひとつの波長を、単

にリンクと呼ぶこととする。各リンク上の情報転送は、一定時間のタイムスロットに区切られており、それぞ

れのアダプタ間のパケット転送に対して、タイムスロットが周期的に割り当てられる。タイムスロットの割り

当て周期はフレーム長と呼ばれる。なお、同期制御網では光スイッチの切り替え中に情報を転送しない

ように、タイムスロットの間にはガードタイムと呼ばれる情報転送禁止期間が挿入されている。広域同期

網では、光スイッチノードにはバッファがないため、網内のパケット遅延やパケット廃棄は発生しない。し

かし、各アダプタ間の通信に対して十分な量のタイムスロットが割り当てられないと、アダプタ内のバッフ
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ァにおけるパケット遅延やパケット廃棄が増大する。従って、この網における通信品質制御の課題は、

端末間の任意の通信需要に対して、可能な限り効率よくタイムスロットを割り当て、網のスループットを最

大化することとなる。 

 

図 1-4 広域同期スケジュール型高速パケット網の構成 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

同期制御網において、通信要求に対して、各リンク上で他の通信との衝突がないタイムスロットを、最

も効率よく割り当てる問題は、TA問題（timeslot assignment problem）[37]と呼ばれている。この問題は、

困難な最適組み合わせ問題となることが知られており、これまでに、多様な解析的手法やヒューリスティ

ック手法が提案されている。例えば、単純な片方向リング網においては、Chenらによって、割り当て効率

の最悪値が解析的に抑えられる効率の良いタイムスロット割当手法が提案されている[38, 39]。任意トポ

ロジー網については、解析的な手法の適用が困難なため、ヒューリスティック手法が検討されている。中

でもFirst-Fit法と呼ばれるヒューリスティック法が単純で効率が良い手法として広く知られている[40, 41]。

First-Fit法は、各アダプタ間に要求された通信の中で、経路の長い通信から順番にタイムスロットを割り

当てる手法である。また、タイムスロットの割り当てにおいては、各経路の第一ホップのリンクのフレーム

の先頭タイムスロットから詰めてタイムスロットを割り当てる。しかし、従来の手法では、タイムスロット毎に

挿入するガードタイムについての考慮がされていなかったため、網の広域化に伴いガードタイムを長く

すると、網の利用効率が低下していくという課題があった。第２章で述べるのように、数百ｋｍ規模の広

域同期網では、ガードタイムがタイムスロット長の半分同程度になるが、このような状況では、タイムスロッ

ト割当が効率的であっても、網の利用効率の上限が５割程度になる。 

このような課題に対して、本論文では、同じ経路のタイムスロットが連続する場合には、光スイッチの

切り替えが不要であり、先頭のガードタイム以外のガードタイム期間では情報転送を行えるという点に着

目する[42]。即ち、本論文では、同一経路に複数のタイムスロットを割り当てる際には、分割数が最小と

なるようにできる限り連続して割り当てる手順を付加した連続タイムスロット割当法を提案する。これによ

り、情報転送に活用できない先頭ガードタイムの数を最小化し、網の利用効率を大幅に向上させること

ができる。また、残された未割当領域が、できる限り大きな連続空き領域となるように、各リンク上での空

きタイムスロット探索の開始位置を、網内の基準となるノードからの遅延に応じてシフトさせる疑似的フレ

ーム位相同期法を提案する。同期制御網でのタイムスロット割当では、複数のリンクを経由する経路に

スケジューラ

光スイッチノード

タイムスロット フレーム

λ１

λ2

光ファイバ

アダプタ

端末 端末
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おいては、先頭ホップのリンクで割り当てるタイムスロット位置に対し、次ホップ以降のリンクで割り当てる

タイムスロット位置は、経由したリンクの伝搬遅延分だけ遅らせた位置となる。従って、様々な経路の先

頭ホップのリンクのフレーム先頭位置からタイムスロットを詰めて割り当てると、途中のリンクでは、先頭位

置から離れた様々な位置のタイムスロットが割り当てられる。このため、空きタイムスロットには、大きな連

続領域が残らず、上述の連続タイムスロットの割り当てにおいて、同一経路のタイムスロットの分割数が

多くなってしまう。これに対して、網内に基準となるノードを選び、そのノードからの伝搬遅延に応じて、

各リンクでの空きタイムスロット探索の位置をシフトさせておけば、どの経路からタイムスロット割り当てを

行っても、基準となるノードのフレーム先頭位置に相当する位置からタイムスロットを詰めて割り当てるこ

とができるため、残された空きタイムスロットが大きな連続領域となる。このため、連続タイムスロット割り当

てにおける分割数が少なくなり、網の利用効率が一層向上する。シミュレーションでは、これらの手法の

組み合わせにより、ガードタイムがタイムスロット長の半分となるような場合でも、９５％以上の効率でリン

クを有効利用するスケジューリングが行えることを明らかにする。 

 

１．３ 論文構成 

本論文は、以下のように構成される。 

第２章では、本論文で提案する手法に関連する従来研究と課題背景を説明する。高速パケット通信

網のオンライン学習型通信品質制御の課題背景として、従来からの高速パケット通信網における階層

的な通信品通信制御の概要と課題や、学習制御に用いる３層神経回路網に関する従来研究について

説明する。また、広域スケジュール型高速パケット網におけるタイムスロット割当法に関する課題背景と

して、数百ｋｍ規模の広域網を実現するための関連研究と、タイムスロット割当の評価において考慮す

べきパラメタの典型値や、従来のタイムスロット割当法に関する関連研究について述べる。 

第３章から第５章では、高速パケット通信網のオンライン学習制御の提案と具体的な適用例について

詳細に述べる。第３章では、提案するオンライン学習制御の基本的な考え方を述べ、神経回路網の入

出力の選択に関する検討や、運用中の網から観測される誤った制御時の学習データを保存するための

リーキーパターンテーブル法などの詳細について説明する。その上で、適用例として、呼受付制御によ

るパケット廃棄率制御にオンライン学習機能を適用した場合の評価結果を示す。そして、様々なシミュレ

ーションにより、性質が未知のトラヒックに対する安定した制御方法の導出や、トラヒックの性質が運用中

に変化する状況での追従性などの提案手法の有効性を明らかにする。第４章では、呼受付制御に加え、

リンク容量割り当て制御にもオンライン学習機能を適用する方法を提案する。これにより、呼受付制御レ

ベルでの学習に追従して、リンク容量割当制御のレベルでも学習を行い、階層型制御の統合的な最適

化が行える。シミュレーションにより、階層型制御における学習機能が期待通りに動作することを明らか

にする。第５章では、実網での通信品質が悪い状態の観測を不要とする仮想出力バッファ法の詳細を

述べる。また、非常に小さい値であるパケット廃棄率の値を、非常に精度よく学習するための対数変換

平滑化法を提案する。そしてシミュレーションにより、仮想出力バッファからの得られたデータを学習する

ことにより、実網からのパケット廃棄を観測することなく、効率の良い呼受付判定制御を学習できることを

シミュレーションにより明らかにする。 

第６章では、広域同期スケジューリング型高速パケット網におけるタイムスロット割当の効率化手法の

提案について詳細に述べる。同一経路に割り当てる複数タイムスロットについて、最大限に連続に割り

当てる連続タイムスロット割当法、および、網内の基準ノードからの遅延を考慮して、各リンクでの空きタ

イムスロット探索を開始する位置をシフトさせる疑似的フレーム位相同期法について、その動作の詳細

を述べる。そして様々なシミュレーション評価により提案手法の効果を明らかにする。 

最後に、第７章で本論文の結論を述べる。  
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第２章 関連研究 

 

２．１ 高速パケット通信網における通信品質制御の特徴 

本節では、高速パケット通信網のオンライン学習型通信品質制御の課題背景として、多種多様な通

信サービスを一つの通信網に統合して提供する高速パケット通信網の通信品質制御に関する従来技

術と課題を説明する[21-23]。 

高速パケット通信網の通信品質制御には、表 2-1 に示すような特徴がある。まず、高速パケット通信

網では、それぞれの通信サービスによって、通信がパケットを生成するパターンや、あるいは、発呼率や

保留時間、その分布などの性質が多種多様であるという特徴がある。従来の電話網のようなサービスで

あれば、非常に長い期間、多くの利用者によって利用されてきているため、豊富な観測データの蓄積が

あり、発呼率や、保留時間、あるいはその分布などの通信サービス（呼源）の性質については、十分な

把握がされている。しかし、パケット通信においては、日々、新たな通信サービスや通信アプリケーショ

ンが追加されているため、このようなデータの蓄積がない。また、従来の電話網であれば、通信中の速

度は一定であったが、パケット通信においては、パケットのサイズやパケットの生成間隔は様々に異なっ

ている。従って、パケット生成のパターンを規定するためには、パケット生成量の時間変化のモデル化

や、パケット転送の平均速度やピーク速度、あるいは、ピーク継続時間などといった多様なパラメタの特

定が必要となる。さらに、同じ通信サービスを利用していても、利用者によって、パケット生成のパターン

は異なると考えられる。通信サービスの仕様が変更になったり、新たなコーデックの追加などにより、同じ

通信サービスが提供されていても、呼源の性質が時間と共に変化することも想定される。 

 それぞれの通信サービスが、通信品質に対して異なる要求条件を持っているという特徴もある。例え

ば、リアルタイムの双方向通信であれば、パケット転送の遅延やパケット廃棄率に対する要求は厳しい

が、Web 閲覧のようなデータ通信においては、パケット再送も利用可能であるため、パケット転送遅延や

パケット廃棄率に対する要求は厳しくない。また、通信で利用される符号化方式によっても、要求される

通信品質は異なる。高速パケット網では、このような多様な通信品質要求に対応することが求められる。 

高速パケット通信網の通信品質制御においては、パケット網特有のパケット転送レベルの通信品質

から、電話網と同様の呼レベルの制御、および網全体としての制御からなる階層的な制御手段を組み

合わせることで、上述のような多様な要求条件をもつ多様な通信サービスに対応する通信品質制御を

実現することを目指している。 

 

表 2-1 高速パケット網の通信品質制御の特徴 

項目 特徴 

呼源性質 
呼源の性質（発呼率、保留時間、平均速度、ピーク速度、パケット生成パターン

など）は利用する通信サービス、利用者により、多種・多様である。 

性質変化 
通信サービスの仕様変更や、新たなコーデックの追加など、呼源の性質が、時

間と共に変化する。 

要求品質 
個々の通信品質パラメタ（パケット転送遅延、パケット廃棄率、呼損率、など）に

対して、通信サービス、利用者により、要求される値が異なる。 

制御手段 

パケット転送レベル、呼接続レベル、網制御レベルといった多様なレベルの制

御の最適な組み合わせにより、ネットワークトータルの品質を維持する一方で、

ネットワークの利用効率を最大化することが求められる。 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 
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以下では、このような高速パケット通信網の通信品質制御に関する従来研究として、２．２節では通信

品質の要求条件に関する国際標準の動向、２．３節では階層的通信品通信制御に関する従来研究に

ついて述べる。また、２．４節では学習型通信品質制御と、本論文で利用する３層神経回路網の概要に

ついて述べる。２．５節では、広域同期スケジュール型高速パケット網（広域同期網）の実現技術を述べ

た上で、２．６節では、広域同期網におけるタイムスロット割り当て問題の概要を述べる。 

 

２．２ 通信品質クラスの国際標準 

高速パケット網における通信品質パラメタには、様々なレベルのパラメタがあり（第１章、表 1-1 参照）、

これらの各パラメタに対する要求値は、利用する通信の形態や、通信サービスによってさまざまに異な

っている。特に、高速パケット網特有のパケット転送レベルの通信品質については、利用する通信アプ

リケーションによって要求品質が様々に異なり、通信アプリケーションを利用する利用者への影響も大き

い。そこで、グローバルな通信サービスにおいて、安心して同等品質の通信サービスが利用できる相互

接続環境を実現することや、通信網が備える通信品質制御機能の開発負担軽減を考慮して、品質クラ

スの国際標準を定めることが検討されてきた。その結果、典型的な通信サービスやアプリケーションを想

定した上で、通信品質パラメタに対する要求値を明確にした通信品質クラスを規定し、それぞれの通信

網がこれらの通信品質クラスをサポートしていくことが提言されている。具体的な勧告として、ＩＴＵ－Ｔに

よるＹ．１５４１[43]がある。表 2-2は、Y.1541（12/2012）の Table 1および Table 2の内容を簡単にまとめ

たものである。６つの通信品質クラスが規定され、それぞれの通信品質クラスごとに、パケット遅延、遅延

ゆらぎ、パケット廃棄率、パケット誤り率についての要求条件を定めている。また、VoIP やテレビ会議の

ような典型的な想定通信サービスが対応付けられている。例えば、電話やテレビ会議のような双方型通

信については、パケット遅延やパケット廃棄率に対する要求が厳しいクラス０と、要求値がやや緩やかな

クラス１を規定している。また、クラス２と３については、遅延ゆらぎに対する制約がなく、制御信号やトラ

ンザクション通信のような双方型のデータ通信を想定したクラスとなっている。クラス４は、長い遅延を許

容するクラスで、映像ストリーミングのような片方向型の通信を想定している。クラス５は、パケット転送レ

ベルの通信品質については特に規定を設けない、いわゆるベストエフォートとよばれる通信クラスである。

これは、パケット転送レベルでの通信品質制御を行わない通常の Web アクセスやファイルダウンロード

などのための通信を想定したものである。 

 

表 2-2 ITU-T Y.1541 における IPパケット転送レベル要求品質 

通信クラス パケット遅延 遅延ゆらぎ パケット廃棄率 パケット誤り率 通信サービス例 

クラス０ 100ms 50ms 1x10-3 1x10-4 VoIP、テレビ会議 

クラス１ 400ms 50ms 1x10-3 1x10-4 VoIP、テレビ会議 

クラス２ 100ms 規定なし 1x10-3 1x10-4 双方向制御信号 

クラス３ 400ms 規定なし 1x10-3 1x10-4 双方向ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ 

クラス４ 1s 規定なし 1x10-3 1x10-4 映像ストリーミング 

クラス５ 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし IP アプリ 

（注） ITU-T Y.1541(12/2011) Table 1 および Table 2 より編集 

 

同一の通信網の上で、こうした複数の通信品質クラスが提供されていれば、利用者は、利用する通信

サービスに応じて適切な通信品質クラスを使い分けることが可能となり、より安心した通信サービス利用

が可能となる。なお、これらの通信品質クラスと要求品質が大きく異なる新たな通信サービスが創出され



 

17 

 

た場合には、新たな通信品質クラスが追加される。実際、Y.1541 では、ＩＰネットワーク上での同報的な

映像配信（IPTV）のための通信品質クラス６、および７を、暫定的な通信品質クラス（Provisional network 

QoS Classes）として規定し、Table３に別表として追記されている。 

 

２．３ 階層別通信品質制御 

 高速パケット網の通信品質制御については、これまでに様々な研究がされているが、これらは、パケッ

ト転送レベル、呼レベル、網レベルといった各階層における通信品質制御の組み合わせとして実現され

ている（図 2-1）。以下では、それぞれのレベルにおける通信品質制御の従来研究を述べる。 

 

図 2-1 高速パケット通信網の階層的通信品質制御 

 

（１）パケット転送レベルの通信品質制御 

一つの高速パケット通信網上で、異なる通信品質目標をもつ通信品質クラスを実現する手法として、

パケット転送に優先制御を用いることが提案されている。優先制御とは、パケットノードの出力回線毎に

設けた出力バッファの内部に保持されているパケットを通信品質クラス別に管理しておき、出力回線へ

のバッファの読み出しにおいては、優先度の高いクラスから読み出したり（単純優先）、それぞれの優先

度別クラスからパケットを読みだす比率を調整する（重みづけ読み出し）手法である（図 2-2）。優先制御

を活用するためには、パケットを生成する端末等が、パケット毎にヘッダ部の特定のビット領域を用いて

利用する通信品質クラスを指定することが必要となり、パケットノードも、パケット毎にヘッダ部の通信品

質クラス情報を確認する機能が必要となる。このため、ヘッダ部における通信品質クラスを指定する方法

の標準化が不可欠である。IPネットワークで広く利用されているのは、Diffserv (IETF RFC2474)と呼ばれ

る規定である[44]。この規定では、IP パケットヘッダ部の特定の６ビットを活用してパケット毎の通信品質

クラスを指定する。現在、日本の国内で提供されている NGN のサービスでは、この Diffserv を利用して

IP ネットワーク上で４つの通信品質クラスを提供している[10]。これらの通信クラスの通信品質目標は、

表 2-1 に示した Y.1541 のクラス０、１、４、５を参考として定められており、最優先クラス、高優先クラス、

優先クラス、ベストエフォートクラスと呼ばれている。これらの通信品質クラスを使い分けることで、従来の

電話網と同等の安定した高品質の通話サービスや高品質映像配信と、インターネットアクセスのような

出力バッファ

高速
スイッチ

ラベル処理

パケット転送レベル品質制御

呼レベル通信品質制御

網レベル通信品質制御

通信サービス別
接続数、通信品質

呼受付判定

対地別呼量
呼損率

ルーチング選択
論理パス容量

クラス別パケット
到着量、通信品質

クラス別
読み出し帯域
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ベストエフォートの通信サービスを、同一の IP ネットワーク上で提供している。 

パケット転送レベルの制御では、優先制御のような手法により複数の通信品質クラスを実現することが

可能であるが、優先度の高い通信クラスに出力回線の能力以上の大量のパケットが集中して到着する

と通信品質は悪くなる。従って、各クラスの通信品質の値を目標値以下に制御するためには、各通信ク

ラスに対するパケット到着量の総量を制限する仕組みや、パケット到着量に応じて各クラスの読み出し

比率を調節するような仕組みが必要となる。また、許可されている通信サービスのみが優先度の高いク

ラスを利用できるようにする仕掛けなども重要となる。これらの制御機能は、呼レベルや網レベルの制御

によって実現される。 

 

図 2-2 優先制御付き出力バッファの構成例 

 

（２）呼レベルの通信品質制御 

呼レベルの通信品質制御とは、個々の通信（呼）の開始や終了、経路や状態を管理し、接続中の呼

に対する通信品質を維持する制御機能のことである[45, 46]。通常のインターネットのような通信網では、

通信品質の制御を行っていないため、利用者が Web アクセスやファイルダウンロードをするたびに、網

から許諾を得る必要はなく、いつでも通信を開始することができる。しかし、前述の優先クラスの通信品

質を維持するためには、優先クラスを利用するパケット量が網の能力以上に増大しないように管理する

必要があるため、網の許諾を得た利用者のみが優先クラスを利用できるような仕組みを設けている。 

呼受付制御は、各端末が通信の開始に際して呼接続要求を網に伝えると、網側がその通信を許可し

た後も目標通信品質を維持できると判断した場合にのみ、その要求を受け付け、品質が悪化する場合

には、接続要求を拒否するという制御である。また、現実の網では、網が受け付けていない通信には優

先クラスを利用させないような制御も組み合わせて利用される。以下では、このような制御方式の具体例

として、NGN における呼受付制御の動作例を述べる[10]。 

NGN は、IP ネットワークの技術を利用しており、パケットノードとしては、IP ルータを用いている。NGN

では網の構成上、利用者端末から送られた IPパケットを受信する高機能な IPルータをサービスエッジ、

網内で IP パケットを転送する大容量の IP ルータを大容量コアルータと呼んでいる（図 2-3）。IP ルータ

上では Diffserv プロトコルを利用した４つの通信品質クラスが実現されている。このうち最高品質クラスと

呼ばれるクラスは、従来の電話網と同等の安定した高品質の通話サービスや、高品質音声コーデック

や高品質映像を利用したテレビ電話、テレビ会議などの高品質の双方向通信サービスで利用すること

を想定しており、このクラスの通信品質維持のために呼受付制御が利用されている。 

優先度別出力バッファ

優先度別バッファ
読み出し制御

優先クラス
振り分け

出力回線高速スイッチより 高優先クラス

優先クラス

ベストエフォート

最優先クラス
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図 2-3 ＮＧＮにおける呼受付制御 

[文献(38)より引用、©IEICE 2010] 

 

NGN 網では、利用者端末から送られた全てのパケットは、サービスエッジを介して網内に転送される

が、サービスエッジは、個々のパケットのヘッダ部を読み取り、各パケットの通信品質クラスを確認した上

でパケットを網内に転送する。サービスエッジの通常状態の動作としては、ベストエフォートクラスのパケ

ットのみを網内に転送し、全ての優先クラスのパケットを廃棄するようになっている。利用者が最高優先

クラスを利用する通信を行いたい場合には、通信の開始に先立ち、通信相手端末や利用したい通信帯

域などの情報を網制御部に伝え、網制御部にサービスエッジの設定をしてもらう必要がある。利用者端

末が網制御部にこのような情報を伝えるための通信プロトコルとしては、IETF で規定された SIP プロトコ

ル(IETF RFC3261)が用いられる[47]。SIP プロトコルの通信開始メッセージには、相手端末の電話番号

に加え、利用する通信帯域や通信コーデックなどの情報が記述される。網制御部は、利用者端末から

通信開始メッセージを受け取ると、その内容から、要求された通信の経路を判定し、要求された帯域の

通信が開始後も、その経路上の高通信クラスの品質が維持できるかどうかを判定する。品質が維持でき

ると判定できれば、端末に通信許可（Accept）を返答し、通信品質の維持ができないと判定した場合に

は、通信要求の拒否（Reject）を返答する。また、網制御部は、通信を許可した場合は、その端末からリ

クエストされた通信相手に向けた高優先パケットが要求帯域の範囲内の量であれば、網内に転送する

ように、サービスエッジの設定を行う。なお、双方向通信を想定しているため、網制御部は、着信型の端

末を収容するサービスエッジの設定制御も同時に行なわれる。この後、通信要求が許可された端末が、

IP 電話やテレビ電話などの通信を開始すると、これらのパケットは網内に転送される。しかし、網から許

可を受けた以上の量の高優先パケットを送出したり、網から許可を得ていない端末が高優先パケットを

送信した場合は、これらのパケットは廃棄されることになる。通信が終了すると、通信端末は網制御部に

通信の終了を伝え、この通知により、網制御部は、サービスエッジの設定を元に戻す。 

このような動作により、NGNでは、網制御部の許可を受けた帯域範囲内の高優先パケットのみが網内

を通過するように制御されるため、網制御部は、網内の各パケットノードを通過する高優先パケット量の

上限を制御することが可能となる。これにより、網内の高優先パケットに対する通信品質を所定のレベル

に制御することが可能となり、安全で高品質の通信サービスを実現することができている。 
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（３）網レベルの通信品質制御 

網レベルの通信品質制御では、網全体の通信量（トラヒック）に応じて、通信の経路を制御したり、ノ

ード間を結ぶリンク容量を変更することで、網全体での回線利用率の向上や、呼損率の低減などの通

信品質を制御する。網レベルの通信品質制御について、様々な手法が提案されているが、以下では、

その典型例として、ルーチング制御と、論理リンク容量割り当ての手法について述べる。 

ルーチング制御による通信品質制御は、網制御部が、各端末間の通信トラヒックを把握し、これに基

づき、各端末間のパケット転送の経路を変更することで、網内の特定の回線に負荷が集中しないように

調節するような制御を実現する。網制御部では、網のトポロジーや各回線の容量が分かっているため、

各時点での端末間の通信トラヒックに関する情報が得られれば、多様なアルゴリズムを用いて、それぞ

れの通信品質クラス別に、各通信の経路を最適化し、網のスループットを向上させるようなことも可能で

ある。また、このような制御は、呼制御レベルの制御とは異なり、ベストエフォートクラスのパケットのような

通信の開始時に呼の受付判定を行わないような通信にも適用可能である。 

網レベルの通信品質制御のもう一つの例として論理リンク容量制御がある。論理リンクというのは、物

理回線の容量を伝送装置によって論理的に分割することによって実現された仮想的なリンクのことであ

る[48, 49]。パケットノードから見ると、論理リンクは、次のパケットノードに直結する出力回線と等価であり、

それぞれの論理リンクごとに出力バッファを設けている。論理リンク容量制御では、網制御部が網内のト

ラヒック状況と回線状況を把握し、トラヒックの増減に応じて、物理回線の容量の範囲内で、それぞれの

論理リンクの容量割り当てを最適化する。図 2-4 は、３つのパケットノード X、Y、Z が物理回線と伝送装

置を介して相互に接続されたに簡単な網である。伝送装置によって、それぞれの物理回線上に、パケッ

トノード X と Y、Y と Z、そして X と Zを結ぶ論理リンクが実現されている。図 2-4（ａ）では、全ての物理回

線が１０Ｇｂｐｓの容量を持つ場合に、パケットノードＸ－Ｙ間、Ｙ－Ｚ間、Ｘ－Ｚ間に、それぞれ７Ｇ、４Ｇ、

３Ｇの容量を割り当てた場合を示している。いずれの物理回線でも、通過する論理リンクの帯域の和は、

１０Ｇ以下となっている。一方、図 2-4（ｂ）では、パケットＸ－Ｙ間の通信トラヒックが減少し、パケットＸ－Ｚ

間の通信トラヒックが増えた場合に、論理リンクＸ－Ｙの帯域を２Ｇに減らし、論理リンクＸ－Ｚの容量を６

Ｇに増やした結果を示している。これは、物理回線の１０Ｇの範囲内での容量変更となっている。 

 

図 2-4 論理リンク容量変更による回線負荷の低減 

 

２．４ ３層神経回路網に関する関連研究 

従来の通信品質制御の設計方法では、制御対象である呼源の性質（呼としての性質や、パケット生

成パターンなどのパケット生成源としての性質）を十分に分析した上で、こうした通信サービスが様々な

X Y Z

物理回線
（全て１０Ｇ）

論理リンクX-Y
（７Ｇ）

論理リンクY-Z
（４Ｇ）

論理リンクX-Z
（３Ｇ）

X Y Z

(a) (b)

パケット
ノード

通信端末

伝送装置

論理リンクX-Y
（２Ｇ）

論理リンクY-Z
（４Ｇ）

論理リンクX-Z
（６Ｇ）
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条件で網を利用した時の通信品質を、網羅的な解析やシミュレーションを行うことで把握し、最終的に

制御に必要なパラメタを導出するという手法が一般的である。しかし、高速パケット通信網の通信品質制

御では、２．１節で述べた通り、多種多様な通信サービスに対して、異なる通信品質要求に応えていくと

共に、網を最大限に効率的に運用することが求められている。従って、従来の通信網で行っていたよう

な網羅的な通信サービスの特性の分析や、多様な通信サービスの組み合わせ条件に対する網羅的な

解析やシミュレーションを行い、通信品質を把握するという手法は困難になってくる。 

本論文では、このような状況に対応するために、オンライン学習機能を用いた通信品質制御を提案

する。これまでにも、通信品質制御の柔軟性を向上させるため学習機能を適用する試みはあった。例え

ば、文献[34, 35]では学習オートマトンやポテンシャル関数法を用いてルーチングや回線交換網のトラヒ

ックを制御する方法式が提案されていた。しかし、こうした学習手法では、特定のパラメタや入出力応答

がシンプルな関数の学習に限定されており、パケット生成の多様な性質が未知の呼源に対する幅広い

柔軟性を提供するものではなかった。また、階層的な通信品質制御に対し、それぞれの階層に学習機

能を適用することで網全体の通信品質制御の向上や統合的な最適化を目指すような取組みは、これま

でに検討されていなかった。高速パケット通信網の学習制御では、多数の観測パラメタから多様な通信

品質パラメタを出力する関数を学習する必要があるため、入力数、出力数が多い非線形関数を高速に

演算し学習できる手法が望まれるが、本論文では、こうした通信品質推定関数を学習する手段として神

経回路網に着目する。 

神経回路網は、神経細胞と呼ばれるシンプルな構成要素を単位として、多数の神経細胞を階層状に

接続することで多入力多出力を実現するものである。神経細胞間の結合係数や、神経細胞内のしきい

値を調節することで、神経回路網の入出力関係を様々に変更することができる。また、神経回路網によ

って近似したい関数があり、様々な入力値に対するその関数の出力値が分かっている場合には、この

入出力関係を神経回路網で近似できるように神経細胞間の結合係数や、神経細胞内のしきい値を調

節するアルゴリズムが知られている。このアルゴリズムを用いれば、様々な入力値に対して、神経回路網

の出力値が近似対象の関数の出力値に近づくように、神経回路網内のパラメタの調整を繰り返すことに

より、最終的には、任意の入力値に対して、対象となる関数と同様の出力値を出力する神経回路網が

実現できる。この過程は、学習と呼ばれている。現在、神経回路網の分野では、多様な動作モデル、学

習アルゴリズム、さらにはハードウェア構成法が研究されており、制御分野も含めた多様な応用も報告さ

れている[31-33, 50, 51]。また、学習機能とは別に、神経回路網を用いて組み合わせ最適化問題を高

速に解く手法が提案されており[52]、通信網のルーチング最適解探索への応用も研究されている[33, 

53, 54]。また、通信網での応用としてはスイッチ制御[55]やネットワーク管理[56]への応用も研究されて

いる。しかし、神経回路網を通信網の通信品質制御に必要な未知関数の学習に着目した研究はされて

いなかった。 

以下では、既に広く知られている神経回路網の構成と、学習アルゴリズムの概要について述べる。ま

ず、（１）節では、神経回路網の基本的な構成を述べ、次に、（２）節では、バックプロパゲーション法

（Back-propagation method）[31]として広く知られている神経回路網の学習法を説明する。 

 

（１） ３層神経回路網による多入力多出力関数の実現 

神経回路網は、多入力一出力の非線形しきい値演算を行う神経細胞を、網状に結合した回路網で

ある。神経回路網の接続形態や神経細胞内部の演算処理には様々な提案があるが、多入力多出力の

非線形関数の学習近似に用いられる典型的な神経回路網は、図2-5に示すような３層構造の神経回路

網である。各層は、入力層、中間層（かくれ層とも呼ばれる）、出力層とよばれる。各層の神経細胞は、

他の層の神経細胞と結合されており、その結合には重みと呼ばれる係数が付与されている。図中では、
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入力層、中間層、出力層の各層の神経細胞数（ユニット数）を、NＩ、NＭ、Nｏと表している。また、入力層

のｉ番目の細胞と中間層のｊ番目の細胞の間の重みを𝑤𝑖𝑗
𝐻、中間層のｋ番目の細胞と中間層のｓ番目の細

胞の間の重みを𝑤𝑘𝑠
𝑂 と表している。入力層は、外部から入力された値を保持する形式的なものである。

中間層は、入力層の値の重みづけ線形和に対して、しきい値演算を行った結果を出力する。また、出

力層は、中間層の出力値に対する重みづけ線形和に対して、しきい値演算を行った結果を出力する。 

このような神経回路網の利用方法の典型例は、パターン認識であり、一定区間のサンプルされた音

声信号や２次元の画像データを入力層に入力し、入力されたパターンが、あるカテゴリに属するか否か

を出力細胞の１／０で表すような神経回路網を学習により生成する。しかし、正解値はアナログ的な値で

もよく、正解値が適切な変換を用いて０から１の範囲にマッピングされていれば、任意形状のアナログ的

な関数を学習することにもできる。 

 

図 2-5 3 層神経回路網の構成 

 

3 層神経回路網の入力出力関係を説明するために、まず、１つの神経細胞の役割を説明する。 

中間層や出力層の神経細胞は、複数の入力をもつ。ここで、入力数をｎとし、各入力線ｉへの入力をｘｉ、

入力信号線ｉに対する重み係数をｗｉ、しきい値をθとするとき、神経細胞の出力ｙは 

 y = sig(∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖 − 𝜃𝑖 ) (2.1) 

で表される。ここで sig(x)はしきい値関数とよばれるもので、以下の式で表されるシグモイド関数が一般

的に利用される。 

 sig(x) =  
1

1+𝑒−𝑥 (2.2) 

シグモイド関数 sig(x)は、ｘについて単調増加の関数で、ｘ＝-∞のときに０、ｘ＝＋∞のとき１に収束する。

この関数は、ｘ＝０近傍で変化が大きく、ｘ＝０のとき 1/2 となる。その形状を図 2-6 に示す。 

このようなシグモイド関数を用いた神経細胞の出力を、多次元空間上の曲面として考察する。ここで、

シグモイド関数への入力をｋとおく。即ち、 

 (∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖 − 𝜃𝑖 ) = 𝑘 (2.3) 

これは、ｎ次元の入力値空間�⃗� = (𝑥1, 𝑥2, . . , x𝑛)の一つの平面を表す式である。ここで、k=0 としたときの

平面を “しきい値面と呼ぶき、しきい値面上の入力値に対する神経細胞の出力値は１／２となる。そし

て、しきい値面を境として、k>0 となる領域の�⃗�に対しては、出力が１に近づき、k<0 となる領域では、出力

が０に近づくことになる。これは、１つの神経細胞が N 次元の入力値空間を、しきい値面を境として出力

値をほぼ０とする領域と、出力値を１とする領域に２分割すると見ることができる。なお、|�⃗⃗⃗�|が大きいと、
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|�⃗�|が同じ量だけ変化をしてもｋが大きく変化するため、�⃗⃗⃗� ∙ �⃗� = 𝜃近傍での神経細胞の出力変化の傾き

とみなすことができる。 

 

 

図 2-6 シグモイド関数の形状 

 

神経細胞の出力値ｙの様子をイメージするための例として、入力が x1,x2の 2 値の場合を考える。する

と、上式は直線を表す式となり、神経細胞の出力は、図 2-7 に示すような形状となる。�⃗⃗⃗� ∙ �⃗� = 𝜃となる直

線上では、神経細胞の出力値は 1/2 となり、その前後で出力値が急に変化するため、神経細胞の出力

値は階段状の曲面となることが分かる。 

 

 

図 2-7 2 入力の神経細胞の出力値の様子 

 

３層神経回路網において、入力層の神経細胞は、外部からの入力値�⃗� = (𝑥1, 𝑥2, . . , x𝑁𝐼
)を表すため

の形式的なものである。中間層のｉ番目の神経細胞の出力𝑦𝑖
𝐻は、この入力値�⃗�に対して、 

 𝑦𝑖
𝐻 = sig(∑ 𝑤𝑖𝑗

𝐻 ∙ 𝑥𝑗 −𝑗 𝜃𝑖
𝐻) (2.4) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 (x)

x1

x2

y1

しきい値面



 

24 

 

で表される。ここで、中間層の神経細胞は、それぞれに異なる重みを持っていると考えると、中間層の神

経細胞の出力値は、図 2-8に示した例のように、同じ入力空間に対して、様々な向きを向いた階段状の

曲面を表していることとなる。 

 

図 2-8 中間層が実現する様々な階段状曲面 

 

 出力層のｋ番目の神経細胞の出力𝑦𝑘
𝑂は、この中間層の出力に対し、さらなる重みづけ和を求めた値

に対するシグモイド関数の出力で定められる。 

 𝑦
ｋ
𝑂 = sig(∑ 𝑤𝑘𝑠

𝑂 ∙ 𝑦𝑠
𝐻 −𝑠 𝜃𝑘

𝑂) (2.5) 

ここで、上式のカッコの中は、中間層の神経細胞の出力値の重みづけ加算であるから、中間層の神

経細胞が表す階段状曲面を様々な高さに変えた上で足し合わせた曲面となる。例えば、図 2-8 に示し

た３つの階段状の曲面を同じ重みで加算すると、３つの階段の高い領域が重なったところが、出力値が

３となり、その他の領域では、出力値が２または１となる（図 2-9）。従って、この重み和により、単峰性の

関数が実現できることが分かる。この単峰性の関数のピークの位置は、それぞれの階段の位置を変える

ことで自由に調整でき、ピーク近傍の急峻さは、それぞれの階段の傾きにより調整できる。この例では、

2次元の入力の場合を示したが、同様に考えることで、入力空間が N次元のとき、少なくとも N+１個の中

間層細胞を用いることで、N 次元入力空間中の任意点で出力を最大値とするような単峰性の関数を実

現することができる。そして、このような N次元空間上での単峰性の関数が実現できるということは、中間

層の細胞数を増やすことで、任意の形状の曲面をいくらでも高い精度で近似する曲面を実現できるとい

うことである。例えば、ある数の中間層細胞を用いた神経回路網による近似曲面と正解曲面にずれがあ

る場合、その誤差が最大となる点を考える。この点を中心として十分に急峻な単峰性の関数を考え、こ

れを最大誤差に合わせた重みをつけて近似曲面に加えると、近似曲面と正解曲面の最大誤差を減ら

すことができる。これは、このような単峰性の関数を実現する神経細胞を中間層に加えることで実現でき

る。従って、この操作を繰り返せば、正解曲面と近似曲面との誤差を順次、減らしていくことができること

から、中間層の細胞数が十分に多い神経回路網を用いれば、多様な入出力関係を自由に実現できる

ことが分かる。また、このような操作を、それぞれの出力細胞ごとに行えば、任意の多入力多出力関数を

近似できることが分かる。ここで、中間層細胞は、全ての出力細胞から共通して利用されるが、出力層の

神経細胞は、中間層細胞の中で、利用する中間層細胞にのみ重みを加え、他の中間層細胞に対する

重みをゼロにすることができるため、中間層に異なる出力層細胞のための神経細胞が混在していても困

らない。なお、シグモイド関数の出力値は０から１の値であるから、任意関数の近似においては、近似す

x1

x2

yi
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る関数の値域をカバーするように、出力層の神経細胞の出力値を、適切に拡大するなどの変換を用い

る必要がある。 

 
図 2-9 ３つの中間層細胞のしきい値面と出力値の和の関係 

 

（２） バックプロパゲーション法による神経回路網の学習 

上述のような中間層の細胞を追加していく構成的な手法は、神経回路網による任意関数近似の原理

を説明する。しかし、実際に、この手法を用いて関数の近似を行なおうとすると、非常に多くの中間細胞

が必要となるため、現実的な利用は困難である。一方、神経回路網の学習では、あらかじめ十分な数の

中間細胞を備えた神経回路網を用意した上で、与えられた入力値と正解出力値に対して、十分な近似

関数となるように、中間層や出力層の神経細胞の重みやしきい値を調整する方法を明らかにしている。

学習を用いると、前述のような構成的手法に比べ、少ない中間層の細胞数を用いても、十分な精度の

近似関数を実現できることが知られている。 

ここでは、神経回路網の学習法の中で、広く知られているバックプロパゲーション法と呼ばれるアルゴ

リズムについて説明する[31]。バックプロパゲーション法は、様々な入力値に対する正解出力値が学習

データとして得られている場合に、各入力に対する神経回路網の出力値と正解値の二乗誤差を減少さ

せる方向に神経回路網内の重みを調整する方法を定式化したものである。学習データ内の様々な入力

値に対してこの調整を繰り返すことにより、次第に、学習データ内のすべての入力値に対して誤差が小

さい出力値を出す神経回路網を実現できるようになる。この神経回路の出力値の演算や学習時の演算

は単純で、各神経細胞が並列に演算を実行できる構造となっているため、並列ハードウェアを用いて、

非常に高速に演算・学習を実行できると考えられている。以下では、このアルゴリズムの詳細を説明す

る。 

まず、ある入力値�⃗�に対する出力層の値を𝑦𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ で表すこととすると、これは全神経細胞の重み係数�⃗⃗⃗�、

およびしきい値�⃗�の関数となるため、 

 𝑦𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (�⃗�; �⃗⃗⃗�, �⃗�) (2.6) 

のように記述できる。ここで、この入力値に対する正解出力値𝑧が分かっているとき、神経回路網の出力

の二乗誤差E(�⃗�)は次の式で定義される。 

 E(�⃗�) = |𝑧 − 𝑦𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (�⃗�; �⃗⃗⃗�, �⃗�)|
2

 (2.7) 

バックプロパゲーション法では、この誤差の各層の神経回路網の重み係数𝑤𝑖𝑗
𝐿やしきい値𝜃𝑖

𝐿について

x1

x2

出力３

出力２

出力２

出力２

出力１

出力１

出力１
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の偏微分係数を求め、次式のように各値を偏微分の負の方向に更新する。なお L は、いずれかの層を

表す添え字で、Ｈ（中間層）またはＯ（出力層）である。また、c は学習定数と呼ばれる正の実数である。 

 𝑤𝑖𝑗
𝐿 ← 𝑤𝑖𝑗

𝐿 − c
𝜕𝐸(𝑥)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝐿  (2.8) 

 𝜃𝑖
𝐿 ← 𝜃𝑖

𝐿 − c
𝜕𝐸(𝑥)

𝜕𝜃𝑖
𝐿  (2.9) 

上式は、二乗誤差を減少させる方向で重み係数としきい値を変化させることを意味しており、十分に

小さいｃを用いて様々な入力値に対して上記の操作を繰り返すと、総体的に重み係数やしきい値が誤

差 E の偏微分値の平均値が０となる、二乗誤差の極小点に収束していくこととなる。 

 ここで、出力層のｉ番目の神経細胞の各パラメタに関する偏微分を書き下すと、シグモイド関数の導関

数をｓｉｇ’（・）とすると、 

 
𝜕𝐸(𝑥)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑂 = −2(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖

𝑂)𝑦𝑖
𝐻sig′(∑ 𝑤𝑖𝑠

𝑂 ∙ 𝑦𝑠
𝐻 −𝑠 𝜃𝑖

𝑂) (2.10) 

 
𝜕𝐸(𝑥)

𝜕𝜃𝑖
𝑂 = −2(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖

𝑂)sig′(∑ 𝑤𝑖𝑠
𝑂 ∙ 𝑦𝑠

𝐻 −𝑠 𝜃𝑖
𝑂) (2.11) 

のように表される。この値は、外部から出力層のｉ番目の神経細胞に対して(𝑧𝑖 − 𝑦𝑖
𝑂)のみを伝えると、残

りは出力層の神経細胞の中で得られる値から計算できるものである。 

 また、中間層のｉ番目の神経細胞の各パラメタに関する偏微分を書き下すと、シグモイド関数の導関数

をｓｉｇ’（）とすると、 

 
𝜕𝐸(𝑥)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝐻 = −2{∑ (𝑧𝑘 − 𝑦𝑘

𝑂)sig′(∑ 𝑤𝑘𝑠
𝑂 ∙ 𝑦𝑠

𝐻 −𝑠 𝜃𝑘
𝑂)𝑘 𝑤𝑘𝑖

𝑂 } 𝑥𝑗sig′(∑ 𝑤𝑖𝑡
𝐻 ∙ 𝑥𝑡 −𝑡 𝜃𝑖

𝐻) (2.12) 

 
𝜕𝐸(𝑥)

𝜕𝜃𝑖
𝐻 = −2{∑ (𝑧𝑘 − 𝑦𝑘

𝑂)sig′(∑ 𝑤𝑘𝑠
𝑂 ∙ 𝑦𝑠

𝐻 −𝑠 𝜃𝑘
𝑂)𝑘 𝑤𝑘𝑖

𝑂 } sig′(∑ 𝑤𝑖𝑡
𝐻 ∙ 𝑥𝑡 −𝑡 𝜃𝑖

𝐻) (2.13) 

ここで、｛｝内の部分については、中間層のｉ番目の神経細胞に対して、出力層のｋ番目の神経細胞から

それぞれ、 

 (𝑧𝑘 − 𝑦𝑘
𝑂)sig′(∑ 𝑤𝑘𝑠

𝑂 ∙ 𝑦𝑠
𝐻 −𝑠 𝜃𝑘

𝑂)𝑤𝑘𝑖
𝑂  (2.14) 

という値を伝えれば、後は中間層の個々の神経細胞が得られる情報から演算できるものである。 

このように考えると、バックプロパゲーション法では、図 2-10 に示すように、出力層の各神経細胞に対

して正解値との誤差を伝え、さらに、出力層の神経細胞から中間層の各神経細胞に向かって上述の

(2.14)式の値を伝えていくことで、各層の神経細胞が独立並列的に演算を行ないながら、各細胞の重み

係数やしきい値の更新を行うことができる形態になっていることが分かる。このような誤差の逆方向の伝

播がバックプロパゲーションの名称の由来である。 

なお、このバックプロパゲーション法は、二乗誤差の極小解に重みを収束させるが、必ずしも二乗誤

差の最小解に収束しない場合があることが知られている。このような極小解への収束はローカルトラップ

への収束と呼ばれている。このようなローカルトラップへの収束を回避するための方法としては、シミュレ

ーテドアニーリングなどのいくつかの手法が知られているが、中間層に配置する細胞数を十分に多くす

ることで、多くの場合には正解値の良い近似が実現できることも知られている。なお、中間層で必要とな

る神経細胞の数は、学習する関数の形状の複雑さに依存する。 
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図 2-10 バックプロパゲーション法による誤差の伝播 

 

２．５ 広域同期スケジュール型高速パケット網の実現技術 

以下では、広域同期スケジュール型高速パケット網（広域同期網）の概要と、この網におけるタイムス

ロットスケジュールで考慮すべき典型的な物理的パラメタについて述べる。 

まず、同期スケジュール型の全光網としては、リンク上に周期的なタイムスロットを規定した光リング網

を始めとし、これまでに様々な研究や実証実験が行われてきた[25, 26, 30]。しかし、従来の同期型網で

は、それぞれのノードにおける高精度の同期を確立する必要があるために、ノード間のファイバ長が高

精度で調整でき、各ノードのタイマーを非常に高精度で同期できる比較的小規模網での研究が多かっ

た。しかし、近年、注目を集めているのは、ＧＰＳなどを用いた１μs 程度の同期技術を利用して、数百ｋ

ｍ程度離れたノード間での同期制御通信を行う「広域同期」スケジュール網の提案である [18]。すでに

実証実験も行われており[19]、こうした技術を用いたメトロ網の実現も提案されている[20]。 

広域同期網の構成を図 2-１１に示す。網は、端末とアダプタと光スイッチノード、およびスケジューラ

から構成されており、ノード間やノードとアダプタの間は、波長多重通信を利用した大容量の光ファイバ

で結ばれている。アダプタは、各端末から送られたパケットを、一旦バッファに保持しておき、網内の同

期的なタイミングに合わせて送信するものである。網内の全てのアダプタや光スイッチノードは、GPS[29]

を用いた広域同期や同期プロトコル[28]などを用いて、スケジューラ内のタイマーと高精度で同期してい

る。この網では、光ファイバ上の各波長の時間軸上は、タイムスロットと呼ばれる単位時間で区切られて

いる。アダプタ間のパケット転送に対して、このタイムスロットを単位とした時間が周期的に割り当てられ

る。各アダプタ間通信に対するタイムスロットの割り当て周期は、フレーム長と呼ばれる。以下では、アダ

プタや光スイッチノードを結ぶひとつの波長をリンクと呼ぶ。 

スケジューラは、アダプタ間の通信量を把握し、網内の各リンク上のタイムスロットの空きを考慮しなが

ら、全てのアダプタ間の通信に対するタイムスロットの割り当てを決め、アダプタや光スイッチノードに、１

フレーム分の動作スケジュールを設定する。アダプタはスケジュールに従い、割り当てられたタイムスロ

ットになると、内部の宛先別のバッファに待たせていたパケットを送出する。光スイッチは、スケジュール

に従い、各ファイバから入力された光信号を、所定の出力ファイバに向かうようにスイッチの接続パター

ンを切り替える。光スイッチノードにおけるタイムスロットの“スイッチ”の方法としては、光可変遅延線等を

用いてフレーム内でのタイムスロット位置を交換したり，波長変換を用いて波長間でタイムスロットを交換

する方法も提案されている[27, 57]。しかし、現時点ではこれらの技術の実用化には課題が多いため、
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本論文でこれらの技術は利用せず、波長別に方路を振り分けることのみを想定する。 

なお、フレームを単位とした周期的動作を行うため、各アダプタ間には、周期的にタイムスロットが割り

当てられることになるが、これは、容量が一定のパスが割り当てられたのと等価である。 

 

 

図 2-11 同期スケジュール型高速パケット網の構成 

 

この網では、アダプタが網内のタイミングに合わせたパケットの送信を行うため、各端末は従来のパケ

ット網と同様に、任意のタイミングでパケットを送信できる。アダプタは、端末から送られたパケットを受信

すると、内部の行先別バッファに一旦保持しておき、それぞれの宛先に割り当てられたタイムスロットが

来ると、対応する行先のバッファから、タイムスロットの時間内に転送可能なパケットを読み出し転送する。

なお，ノード内の光スイッチの切り替え動作には一定の時間が必要であり、この期間中は光信号を転送

できないため、各アダプタは、各タイムスロットの先頭にガードタイムと呼ばれる一定の無信号期間を挿

入する。なお、この網では、アダプタ間通信に対して周期的なタイムスロット割り当てを行うが、スケジュ

ーラは、アダプタ間のトラヒック量の変化に応じて、タイムスロットの割当スケジュールを、適宜、更新する

ことができる。 

広域同期網におけるタイムスロットスケジュール問題では、タイムスロット長と、フレーム長は重要なパ

ラメタである。フレーム長 F は、各波長の帯域を時間軸上で分割する数であり、アダプタ間に割り当てる

パスの帯域粒度（最小帯域）を決める。ひとつのアダプタ間の通信に対してフレーム内の１つのタイムス

スケジューラ

光スイッチノード

タイムスロット フレーム

λ１

λ2

光ファイバ

アダプタの内部構成（送信側）

端末 端末

転送先別バッファ
タイムスロットｶﾞｰﾄﾞﾀｲﾑ

光信号送信部外部Ｉ／Ｆ終端

アダプタ
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ロットを割り当てることは、その光波長の１／Ｆの帯域を割り当てることになる。また、一つの波長上には、

高々、Ｆ本の異なるパスしか収容できない。従って、割当の帯域粒度を小さくしたり、収容できる独立な

通信の数を増大させるためには、フレーム長を大きくする必要がある。典型的なフレーム長は百以上と

考えられている。一方、タイムスロット長とフレーム長の積はフレーム周期と呼ばれる。フレーム周期は、

割り当てられたタイムスロット直後に到着したパケットが、次の周期のタイムスロットが来るまでの待ち時

間に相当するため、最悪待ち時間を規定することとなる。従って、フレーム長を十分な大きさとしつつ、

最悪待ち時間を短くするためには、タイムスロット長を短くすることが望ましい．例えば、文献[19]では、

波長当たりの伝送速度が 10Gbps の同期網において、タイムスロット長＝10μｓ、フレーム長 F=1000、フ

レーム周期 10ms を典型値として示している。 

各ノードにバッファを用いない網では、各回線から入力される光信号の先頭が、光スイッチの切り替え

タイミングに同期して到着するように調整を行う必要がある。このようなタイミング調整の条件を「タイムス

ロット位相同期」の条件と呼ぶ。ここで、利用するファイバ長のばらつきやノード間の同期ずれがあること

を想定すると、各ノードに入力される全ての光信号がそのノードのタイムスロットタイミングに同期するよう

に調節するためには、入力回線毎に可変光ファイバ遅延線を配置して、適切な遅延を付加することが

必要となる。（「ノード毎同期」）[26, 27, 57]。このようなノード毎に局所的に各回線間の遅延を調整する

方法は、ノード間のファイバ長に対する制約がなく、ノード毎のタイムスロットタイミングも任意でよいとい

うメリットがある一方で、全ノードの入力回線毎にファイバ遅延線を配置するコストの負担が大きいという

デメリットがある。これに対し、本論文が注目する「広域同期」は、全てのノードが一定誤差範囲で同期し

ていることを前提とし、ノード間を結ぶ光ファイバの伝搬遅延がタイムスロット長の整数倍となるように調

整するだけで、フレーム位相同期を確立させる方法である[30]。図 2-11 において、アダプタやノードが

相互に同期し、アダプタやノード間の伝搬遅延がタイムスロット長の整数倍に調整されているものとする

と、各アダプタがタイムスロット開始タイミングに合わせて送信した光信号は、各ノードのタイムスロット開

始のタイミングに合わせて到着する。また、各ノードをタイムスロット開始時に合わせて通過した光信号

は、他のノードのタイムスロット開始時に同期して到着する。従って、各ノードの入力回線毎にファイバ遅

延線を配置する必要がなく、シンプルな網が実現できる。ただし、ファイバ長の誤差やアダプタやノード

の同期誤差を考慮した設計が必要となる。 

ここで具体的数値例を用いて広域同期網の実現性を検討する。まず、ファイバ長による遅延調整に

ついて考える。例えば、先に述べた典型値に基づき、タイムスロット長を 10μs とするとき、ファイバの伝

搬遅延で考えると約２ｋｍ程度に相当する。従って、ノード間の伝搬遅延をタイムスロット長の整数倍に

調整するためには、ファイバ長を２ｋｍの整数倍とする必要がある。実際のノード間距離が整数倍からず

れている場合には、ファイバを追加して遅延時間を調整する必要があるが、追加するファイバ長は最大

でも約2km程度となるため、光損失の増大やコスト増は大きくない。なお、ファイバ伝搬遅延の高精度測

定については OTDR の技術が普及しており[58]，長距離ファイバの遅延変動も高精度で評価されてい

るため[59]、実網での数十～数百ｋｍのファイバを高精度で測定し、10μｓの整数倍となるようにファイバ

長を調整することは十分実現可能である。なお、ファイバ長により、タイムスロットの位相だけでなく、フレ

ームの位相を同期させることも可能だが、フレーム周期がタイムスロット長の数百倍で、ノード間に挿入

するファイバが数百ｋｍとなるため、コスト増や損失増の観点から実現は困難であると考えられる。 

網内に分散するアダプタや光スイッチノードの同期については、近年の時刻同期技術を用いれば、

サブμｓ程度の高精度での同期確立が十分に実現可能と考えられる。例えば、10GE-PON では４０ｋｍ

程度のスター網において、同期用の光信号の送受により、数十ｎsレベルでの同期を実現している[59]。

また，時刻同期配信[61, 62]、GPS[29]、IEEE1588v2[28] を用いたサブμｓレベルの高精度時刻同期技

術の研究も進められている。すでに、GPS を用いて 100km 離れた空間スイッチを同期させることで実現
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した高精度空間スイッチ同期制御テストベッドの実証も報告されており[19]、こうした広域同期網の実現

は十分に現実的だと考えられる。 

次に広域同期網における同期誤差への対応方法について述べる。広域網では、経路が長く、ファイ

バの接続区間も多いため、各区間のファイバ長を高精度で調整しても計測誤差が積み重なることや、温

度によりファイバ長が変化することから生じる伝搬遅延誤差についての考慮が不可欠である。また，アダ

プタやノードの同期においても一定の誤差を考慮しておく必要がある。広域同期網では、こうした伝搬

遅延の誤差やアダプタやノードの同期誤差をガードタイムによって吸収する。 

ここで、同期誤差を吸収するためのガードタイム長の設計方法について述べる。図 2-12 は、広域同

期網における一つのノードに着目し、同期誤差等により最も早く到着した光信号と、最も遅く到着した光

信号の様子を示している。ここで、網の基準となるタイムスロット開始タイミングに対するアダプタや光スイ

ッチのタイミング誤差は一様と仮定し、これを±A とする。また、ファイバ長の誤差等による最も遠いアダ

プタからの伝搬遅延のずれを±B とする。アダプタ自体の送信タイミングにタイミングずれ±A があること

を考慮すると、最も早く到着する場合と、最も遅く到着する場合のタイミングは±（A+B）となる。一方、着

目しているノードにおける光スイッチ切り替えタイミングも、網の基準となるタイムスロット開始タイミングに

対して±Aの誤差を持つ。また、光スイッチの切り替え時間を C とする。光スイッチの切り替えが最も早く

始まるのは、基準タイミングより－Ａの時点で、最も遅く光スイッチの切り替えが完了するのは、基準タイ

ミング＋Ａ＋Ｃの時点となる。この結果、最も早く到着したタイムスロットの前部の（Ａ＋Ｂ）＋（Ａ＋Ｃ）、お

よび、最も遅く到着するタイムスロットの後部の（Ａ＋Ｂ）＋Ａの期間は、光スイッチの切り替えに遭遇する

可能性があるため情報転送に利用できない。そこで、広域同期網では、各タイムスロットの内、合計とな

る（４Ａ＋２Ｂ＋Ｃ）の期間を情報転送に利用できないガードタイムとして規定する。 

 

図 2-12 同期誤差を考慮した到着タイムスロットのずれ 
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ガードタイム長の数値例を考える。アダプタやノードの時刻同期誤差については、前述のＧＰＳのよう

な技術を利用すれば、全国網でもサブμｓオーダの時刻同期が可能と考えられるため、A=0.5μs 程度

と考える。また、網内ので最も離れたアダプタとノードの間の経由ファイバ長を 500km とするとき、ファイ

バ敷設時の長さを±0.01%程度の精度で調整しているとすると、全体で±50m の誤差となる。これは、フ

ァイバ上の光の伝搬速度を約 0.2ｍ/ns として遅延に換算すると B＝0.25μs となる。さらに、温度変動に

よるファイバの伝搬遅延の変化は、温度依存係数が約 40ps/km/℃であるから[59]、温度差±30℃、距

離 500kmでは、伝搬遅延の誤差に±0.6μsを追加する必要がある。即ち B=0.85μｓ。また、高速光スイ

ッチでは、数十 ns程度で切り替え動作が完了するものが多数報告されていることから C=0.1μｓとする。

この結果、４A+２B+C=3.8μｓとなる。従って、サブμｓ程度の同期精度で数百ｋｍ程度の広域に分散す

る網では、4～5μs 程度のガードタイムが必要になる。この値は、タイムスロット長の 10μｓと比べると、そ

の半分程度である。このため、タイムスロット毎にガードタイムを挿入すると、タイムスロットの利用効率が

高くても、トータルな波長利用効率の上限は５０％程度に制限されることになる。 

 

２．６ 広域同期網におけるタイムスロット割当問題 

同期スケジュール型高速パケット網では、スケジュールに基づき送信されたパケットは、網内で衝突

や待ち合わせをすることなく目的のアダプタに転送されるため、パケットの転送遅延は、その経路上での

光信号の伝搬遅延のみで定まる一定値である。しかし、アダプタ内では、スケジュールされたタイミング

が来るまでパケットの転送を待たせるため、待ち時間が発生する。また、アダプタに大量のパケットが到

着すると、アダプタ内のバッファ溢れが生じる可能性もある。従って、この網における通信品質制御とは、

アダプタ内の待ち時間やバッファ溢れを抑えることであり、そのためには、アダプタに到着するパケット

量に対して、十分なパケット転送タイミングを割り当てることが重要となる。 

ここで、実際に、アダプタ間の通信に対してタイムスロットを割り当てる場合には、フレーム内のタイム

スロット位置の割り当てに加えて、アダプタ間で経由するリンク経路の割り当てや、波長多重伝送リンク

上での波長の割り当ても必要である。このような各通信へのタイムスロット割当において、経路、波長、タ

イムスロットの割り当てを統合的に最適化する問題は、RWTA 問題（routing-wavelength-timeslot- 

assignment problem）と呼ばれている。この問題の最適な解法については、これまで多くの研究がされて

きたが[37,40-42, 63]、経路割り当てや波長割り当て、タイムスロット割り当てのそれぞれが困難な組み

合わせ問題であることが知られており、それぞれの割り当て問題を独立に研究していくアプローチも多

い。る。例えば、単純なリング網での波長割り当て最適化問題であってもＮＰ完全問題である [64]。従っ

て、本論文では、タイムスロット割当問題（ＴＡ問題）のみに着目して新たな効率的割り当て手法を提案

することとし、経路や波長割り当てについては従来手法を用いて定められているものとする。 

タイムスロット割当問題についても、これまでに様々な解析的手法やヒューリスティック手法が検討さ

れている。特に片方向リング網においては、リングの周回性とタイムスロット割当の周期性の組み合わせ

を考慮した解析的な手法が提案されており、リング網の遅延が特定の条件を満たす場合には、最悪条

件が解析的に抑えられる効率的な割り当て手法が提案されている[38, 39]。また、任意トポロジーの網で

は解析的手法の適用が困難であるため、ヒューリスティック手法が検討されており、中でも First-Fit法は、

シンプルで効率の良いタイムスロットスケジュール法として知られている[40, 41]。First-Fit法は、帯域を

割り当てる候補パスの中で、ホップ数の長いパスから順に選んで、タイムスロットを割り当てていく方法で

ある。ホップ数が長いパスは、多くのリンク上で空きを確保する必要があるため、空きが多いうちに割り当

てることとしている。また、空きタイムスロットの探索においては、割り当てるパスの第一ホップのリンクのフ

レームの先頭タイムスロットから順に空きを探し、割り当てる。この方法は単純だが、効率のよい割り当て

を実現できることが知られている。 
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First-Fit法を用いたタイムスロット割当の動作を詳細に説明する。まず、ノード間隔がフレーム長の整

数倍に等しい網におけるタイムスロット割当の例を示す。以下では、このようなノード間遅延がフレーム

長の整数倍となっている場合をフレーム位相同期の場合と呼ぶこととする。この場合、あるノードから転

送された光信号は、フレーム長の整数倍の遅延だけ遅れて次のノードに到着する。従って、第一ホップ

のリンクにおけるフレーム内のタイムスロット位置と、次ホップ以降のリンクにおいて、そのパスが通過す

るタイムスロット位置が一致する。図 2-13(a)は、５ノードが等間隔に並べられた単純なリニアトポロジーの

網である。フレーム長 F=6 とし、全てのリンクの伝搬遅延ｄｉがフレーム長に等しいｄｉ=6 となっている。ここ

で、アダプタ間(a,b)、(a,c)、(a,d)、(b,e)、(c,e)、(d,e)にそれぞれ 1 タイムスロットのパスを割り当てることを

考える。このとき、このパスの順序でタイムスロットを左詰めで割り当てた場合の結果を図 2-13（ｂ）に示

す。Sx(t)はリンクｘに対するタイムスロットｔの割り当て状態を示しており、同じ網掛けパターンで示された

タイムスロットが同じパスに割り当てられたタイムスロットに対応している。例えば、アダプタ間(a,d)につい

ては、リンク 0、1、２の３本のリンクを経由するため、それぞれのリンク上で１つのタイムスロットを割り当て

る必要がある。また、最初のホップのリンクのタイムスロット位置を定めると、続くホップのリンク上のタイム

スロットは、ちょうど前段のリンクの遅延時間分、ずらした位置のタイムスロットを確保しておく必要がある。

例えば、リンク０のタイムスロット２を割り当てるとき、リンク０の伝搬遅延が６だから、リンク１ではタイムスロ

ット８を割り当てる必要があり、リンク１の伝搬遅延が６だから、リンク２ではタイムスロット１４を割り当てる必

要がある。ここで、フレーム長が６のとき、６タイムスロット周期の割り当てが繰り返される。その結果、割り

当てたタイムスロットは図 2-13(b)に示すように縦に並んで見えることになる。なお、図では、ノード間のリ

ンクのタイムスロットのみを示している。 

 

図 2-13 First-Fit法によるタイムスロット割当（フレーム位相同期の場合） 

 

First-Fit 法は、このようなタイムスロット割り当てにおいて、割り当てるパスの順序をホップ数の長いパ

スから順にタイムスロットを割り当てる。上記の例では、アダプタ間 (a,d)、(b,e)、(a,ｃ)、(ｃ,e)、(a,b)、(d,e)

の順にタイムスロットを割り当てることになる。このとき、結果は図 2-13（ｃ）のようになる。長いパスから順

に割り当てることで、図 2-13(b)に比べてタイムスロットを端から隙間なく詰め込むことができていることが

分かる。 

次に、図 2-14(a)に示すような任意間隔の５ノードリニア網において、図 2-13 と同様のパスに対してタ

イムスロットを割り当てる場合を考える。このような場合は、フレーム位相同期に対比して、フレーム位相
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非同期の場合と呼ばれる。図 2-14(ｂ)は First-Fit 法を用いて、図 2-13(c)のときと同様に、アダプタ間 

(a,d)、(b,e)、(a,ｃ)、(ｃ,e)、(a,b)、(d,e)の順にタイムスロットを割り当てた結果を示している。例えばアダプ

タ間(a,d)のパスに対し、第一ホップのリンク０のフレーム先頭のタイムスロット０を割り当てるとき、リンク０

の伝搬遅延 d0=1 のため、２ホップ目のリンク１ではタイムスロット１を割り当てる。また３ホップ目のリンク２

では、リンク１の伝搬遅延がｄ１=2 のため、タイムスロット３を割り当てる。同様に、他のパスについても、第

一ホップのリンクの先頭タイムスロットから順番に空を探しながら割り当てた結果が、図 2-14(b)である。

図 2-13(c)に比べて、タイムスロットを端から詰めて割り当てたようには見えない結果となっているが、これ

は、それぞれのパスの経路ごとに各リンクを通過するまでの遅延が異なるため、２ホップ目以降で割り当

てられたタイムスロットの位置が、様々に異なるためである。これが、フレーム位相非同期網において

First-Fit 法を適用するときの課題である。 

 

図 2-14 First-Fit法によるタイムスロット割当（フレーム位相非同期の場合） 
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そのタイムスロット間のガードタイム期間中を、データ転送に利用することができる。例えば、あるリンク上

の８タイムスロットのフレームにおいて、アダプタ A、B、C に向かうタイムスロットが、それぞれ、３、２、１個、

図 2-15(a)に示すような配置で割り当てられているものとする。この割り当て状況においては、このリンク

が接続された光スイッチでは、タイムスロット毎に、タイムスロットの行先アダプタに向けて光スイッチの切

り替えを行う必要がある。これに対し、図 2-15(b)のように同じアダプタに向かうタイムスロットが連続する

ようにタイムスロット割り当てを行った場合には、同一アダプタに向かうタイムスロットが連続している境界

では光スイッチを切り替える必要がない。従って、図中に示したガードタイムの部分は、それぞれのアダ

プタに向かう情報転送に利用することができる。これまでは、連続タイムスロットの割り当てについては、

フレーム位相同期の網で提案されたのみだが、任意遅延のフレーム位相非同期網において、FistFit法

と組み合わせてたタイムスロット割り当てを検討することにより、任意トポロジの広域同期網におけるリン

クの利用効率を大きく向上することができる可能性がある。 
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第３章 オンライン学習型呼受付制御の提案 

 

３．１ オンライン学習型通信品質制御の提案 

この節では、高速パケット網の階層型通信品質制御にオンライン学習を適用することのメリットについ

て説明した上で、オンライン学習を通信品質に適用する際に課題となる学習対象となる関数の入出力

値の選択や、オンライン学習における学習データ収集、保存についての課題について述べる。 

 

（１） オンライン学習型通信品質制御の特徴 

オンライン学習型通信品質制御とは、通信品質制御に不可欠な、観測した通信網の状態に基づき通

信品質を推定したり制御量を決定する関数を、通信網から観測した過去データからの学習によって生

成し、通信網の制御に利用するという手法である。この手法では、通信品質制御に必要な関数を学習

により導出するため、以下のような特徴がある。 

 

① 通信負荷の特性把握や事前のトラヒック分析が不要 

通信網の制御に必要な通信品質の推定や制御量の決定に必要な関数は学習により生成されるため、

通信品質制御の設計に際して、通信網に加わる通信サービス毎のトラヒックの性質（利用帯域、保留時

間、発呼率など）に関する情報把握や、様々な通信サービスの組み合わせ状況に関する網羅的な事前

の分析が不要になるというメリットがある。網羅的トラヒック分析や、影響度把握を、新サービスの追加の

度に行なう必要がなくなるため、新サービス提供時の通信品質予測・評価などの手間を大幅に削減でき、

迅速なサービス提供を行うことが可能となる。なお、学習制御では、既知情報があれば、オフライン学習

を行うことにより、事前知識を活用することも可能である。 

 

② 通信網の利用環境の変化への追従が容易 

 学習型通信品質制御において、観測データに基づく学習を継続していれば、通信サービスの利用形

態の変化などにより生じるトラヒック特性の変化や、新たな通信サービスの追加などの通信網の利用環

境の変化に対し、柔軟に追従していく制御を実現できるというメリットがある。また、新たな通信サービス

が頻繁に創出されるような環境においても、柔軟に対応できる通信品質制御のフレームワークを実現で

きる。例えば、新たな通信サービスが追加されたことが分かれば、新通信サービスの接続数を関数学習

部の入力として追加し新たな通信サービスの通信品質特性を、オンライン学習により習得することが可

能である。これにより、新サービスの接続数への依存性を明示的に織り込んだ通信品質制御を実現す

ることが可能となり、新サービス追加後の通信品質制御の精度向上を期待することができる。 

 

③ 経験による制御精度向上が可能 

学習型通信品質制御では、学習を継続することにより、それまでに経験しなかったような新たな通信

網状態を経験する機会が増大し、そうした未経験の状態に対する学習を行うことで、通信品質制御の精

度を一層高めていくことが可能となる。 

 

④ 学習による階層型通信品質制御の統合が可能 

オンライン学習機能を高速パケット網の階層型通信品質制御のそれぞれの階層に適用した場合の

全体像を、１．２．２節の図 1-3 に示したが、各階層の制御に学習機能を適用することにより、各階層の

制御の柔軟性向上、最適化のみならず、全階層の制御の連携による網トータルの最適な制御が行える

ようになる。例えば、呼レベルの通信品質制御部では、与えられたリンク上に多重可能な通信サービス
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の上限を学習する一方で、網レベル通信品質制御部では、その時点の多重上限に応じた呼損率を学

習することで、論理リンク容量変更などの網レベルの通信品質制御を最適化させることができる。こうし

た網内の各階層における通信品質制御の学習機能のトータルな動作により、網全体で最適な通信品

質制御を実現することが可能となる。 

 

（２） 学習対象とする関数の入出力の選択 

オンライン学習型通信品質制御においては、学習する対象となる関数の入出力の選択が一つの重

要課題となる。解析的な手法による通信品質の推定においては、網から得られた観測値からトラヒックの

特徴パラメタを推定する部分や、特徴パラメタからの通信品質を推定する部分を、それぞれにモデル化

し、定式化するなどしてフレームワークを構築する。従って、こうした手法をベースとした通信品質推定

関数を考えると、通信品質の解析に用いられてきたトラヒックの特徴量を、そのまま学習する関数の入出

力として利用することがひとつの自然な考え方である。 

まず、学習する関数の入力としては、従来から通信品質推定に用いられてきた通信網から観測できる

様々な値を利用することが可能である。例として、表 3-1 に、高速パケット通信網において通信品質推

定関数の入力として利用できそうな観測パラメタの例を示した。 

 

表 3-1 通信品質推定関数の入力信号の例 

主な入力値の項目 具体的な数値項目 

多重化部の状態を表す値 パケットレベルでの状態を表す値 ・パケット到着量 

・パケット到着量変動率 

・パケット廃棄率、等 

出力回線の状態を表す値 ・回線使用率、等 

呼レベルでの状態を表す値 ・発呼率 

・接続呼数、等 

接続を要求する呼源の性

質を表す値 

パケット生成レベルでの性質 ・平均パケット生成率 

・ピークパケット生成率 

・ピーク速度継続時間、等 

呼レベルでの性質 ・平均保留時間、等 

 

一方、学習する関数の出力値については、入力値と出力値との対応関係を学習するための正解値

が存在すればよく、従来の解析的な手法とは異なる選択が可能となる。従来の解析的な手法では、複

雑なトラヒックの解析を容易にするため、網から得られた観測値からトラヒックの特徴量を抽出した上で、

この特徴量に基づき通信品質を推定するという段階的なフレームワークを構築していることが多かった。

しかし、学習においては、観測値からの特徴量の抽出と、特徴量からの通信品質パラメタの推定を分け

る必要がない。観測できる値から、通信品質パラメタを直接出力する統合的な関数を学習することが可

能である。例えば、パケット廃棄率を推定する場合に、解析的な手法では、多重化されたパケットの到

着量の観測値からパケット生成のパターンを表す特徴量としてピーク速度や平均速度などを抽出し、そ

の特徴量に基づくバッファの特性を評価しパケット廃棄率を推定する、というような手順が一般的であっ

た。しかし、学習を適用する場合、パケットの到着量の履歴から特徴量を抽出する関数を学習することも

可能であるが、パケット到着量の履歴からパケット廃棄率を直接推定する関数を学習させることも可能で

ある。 
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また、観測が困難な値については入力から省略し、その項に関する依存性を無視した全体の平均値

を学習するようなことも可能であるため、一部の特徴量が不明の状況でも通信品質制御のフレームワー

クを構築することができる。例えば、回線の呼損率は呼量と平均保留時間から推定することができるが、

平均保留時間の測定が容易でない状況においては、発呼率の観測値のみから呼損率を推定する関数

を学習することで、保留時間についての依存性を平均化した呼損率推定関数を得ることが可能と考えら

れる。 

従って、入力は必ずしも、従来の解析的モデルが必要とするトラヒックの特徴量そのものでなくても、

特徴量を推定可能な別の観測値であってもよい。また、制御に用いる制御量の正解値が分かっていれ

ば、観測したトラヒックから通信品質の推定値ではなく、制御量を直接出力するような関数を学習するこ

とも可能である。 

 

（３） オンライン学習とオフライン学習 

ここで、オンライン学習とオフライン学習の違いについて述べる。制御における学習の手法は、学習

データの提示タイミングにより、オフライン学習とオンライン学習に大別できる。この二つの学習方法に

ついて、それぞれの概要と特徴を表 3-2 に示す。オフライン学習は、学習を事前に行い、対象となる関

数が高精度で学習できたことを確認した上で、その関数を実運用で利用する方法である。この手法では、

まず、学習したい関数の入力値の変域全体に対して、できるだけ多くのサンプル入力値と正解値のペ

ア（学習データ）を収集することが必要となる。十分な学習データが収集できれば、この学習データを用

いて、それぞれのサンプル入力値から正解が精度よく出力できるまで学習を繰り返す。そして、出力の

精度が一定の目標に達した段階で学習を終了し、その関数を用いて、実際の制御等に利用する、とい

う手順である。この方法では、学習が完了した関数を利用するので、安定した確実な制御が行えるという

メリットがあるが、十分な網羅的な学習データの収集が完了するまで制御を開始できず、制御対象の特

性が変化し続けるような状況では利用ができないという課題もある。 

 

表 3-2 オフライン学習とオンライン学習の比較 

手法 概要 特徴と課題 

オフライン学習 入力の変域全般に対して網羅的に

収集した学習データを用いた学習が

高精度に収束した段階で、学習した

関数を運用に利用。 

特徴：安定した高精度制御が可能 

課題：十分な網羅的な学習データの事前

収集が必要。制御対象の特性変化に追従

できない。 

オンライン学習 学習途上の関数を運用に利用しつ

つ、運用中システムから得られたデ

ータを利用した学習を並行して実

施。 

特徴：制御対象の特性変化への追従、特

性が未知の対象の制御が可能。 

課題：初期段階の制御精度が低い。収集

できる学習データが制御状態に依存する。 

 

一方、オンライン学習は、学習途上の関数を利用した制御を行いながら、制御対象からの観測値の

収集を継続し学習を継続する方法である。この方法では、学習途上であるため初期段階では制御の精

度が十分ではない場合もあるが、オンライン学習の継続による制御精度の向上が期待でき、制御対象

の特性が変化し続けるような場合や、入力値の変域全般に対する網羅的な学習データの収集が困難

な場合にも制御を開始できるというメリットがある。ただし、収集できる学習データが、各時点の制御下に

おけるシステム状態に依存するため、必要な学習データを自由に得ることができないという制約がある。 

本論文では、通信の性質が未知の通信サービスにも対応できる柔軟な通信品質制御を実現すること
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を目指し、オンライン学習についての検討を進めていく。ただし、オフライン学習は、あらかじめ分かって

いる情報を事前に学習させておくには非常に有効な手法であるため、本論文でもオンライン学習を開

始する際の初期値を生成するために利用する。 

 

３．２ オンライン学習型呼受付制御方式の提案 

（１） 呼受付制御へのオンライン学習制御の適用方法 

以下では、高速パケット網における呼受付制御をモデルとし、オンライン学習型通信品質制御を具体

化に際して検討が必要となる、通信品質推定関数の入出力の選択、学習データの収集法、学習データ

の提示法といった課題の内容を明らかにすると共に、これらの課題への対応方法を提案する。なお、関

数の学習には、２．４節で述べた 3 層神経回路網を活用する。 

呼受付制御は、２．３（２）節で述べた“呼レベルでの制御”に位置づけられるものであり、網が通信の

開始や終了を管理することで、接続された通信については、通信中の通信品質を保証するという制御

である。この制御では、新たな通信の接続要求を受け付けると、新たな通信を接続した後の通信品質を

推定し、その結果、全ての通信の要求品質が満足される場合にのみ、接続要求を許可し、そうでない場

合には、接続要求を拒否するという制御を行う。ここで、接続後の通信品質の確認は、新たな通信が経

由する全ての通信回線について行なう必要があるため、各回線の入り口を管理しているパケットノード

毎に、このような呼受付制御の機能を配置する必要がある。 

図３－１は、このような呼受付制御の基本となる、ひとつの高速パケットノードにおける呼受付制御の

構成を示したものである。高速パケットノードは、多数の回線や、多数の利用者端末から送られてきたパ

ケットを、高速パケットスイッチを介して、所定の出力回線に振り分けて転送する。それぞれの出力回線

には出力バッファが用意されており、多数の利用者端末や回線から送られてきたパケットを、出力回線

に対応した出力バッファに一旦蓄積した上で、順次、出力回線に転送する。出力バッファに一時的にパ

ケットが集中して到着すると、パケット転送遅延が増大したり、パケットの廃棄が生じることがあるが、この

ようなパケット転送遅延やパケット廃棄率が、出力バッファが接続された通信回線を利用する際の通信

品質パラメタとなる。 

ノード内には、呼受付判定制御部があり、ノードを利用中の通信の数や各通信に関するトラヒック特性

パラメタ等の状態を保持すると共に、各出力バッファの通信品質の状態を監視している。そして、新たな

通信の開始に関する呼接続要求を端末から受け取ると、要求された通信が経由する出力回線を判定し、

その通信を受け付けた後の当該出力回線の通信品質の推定演算を行う。そして、推定された通信品質

が、接続中の通信、および、新たな通信の要求品質を満足する場合にのみ、新たな通信の接続を許可

する信号を端末に返信する。一方、要求される通信品質を満足できない場合には、接続を拒否する信

号を端末に返信する。ここで、出力回線の通信品質を推定するために、従来は、接続中の通信のパケ

ット生成特性や、新たな通信のパケット生成特性を把握し、このような特性の通信を多重化したときの出

力バッファにおけるパケット廃棄率や遅延時間を推定する手法を用いていた。具体的には、個々の通

信がパケットを生成する際のパケット長やパケット間隔などについてのデータを集め、これを分析するこ

とでパケット生成のパターンをモデル化し、そのパターンを特徴づけるピーク送信帯域や、その継続時

間、あるいは、平均送信帯域などといったパラメタを定めることとしていた。そして、個々の通信に対して、

通信開始時の接続要求の中で、これらのパラメタ値を指定することを求めていた。そして、呼接続判定

制御部では、接続中の通信や新たな通信が示したこれらのパラメタ値を用いて、これらの通信が出力バ

ッファに多重化された状況における統計的な性質を解析し、パケット通信品質を推定するという手順を

用いていた[22, 45, 46]。しかし、実際の通信のパケット生成のパターンは、通信の利用者や、通信時の

内容によってさまざまに異なるため、個々の通信毎に、こうしたパラメタの値を正確に決めることは困難
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である。また、利用するコーデックの変更や、新しいサービスの追加の度に、こうしたパケット生成パター

ンの分析や、こうした新たなパケット生成パターンの通信を多重化したときの、パケット通信品質の解析

が必要となる。従って、新たな通信サービスが頻繁に創出され、追加される高速パケット網では、このよ

うな手法での対応は困難になってくると考えられる。 

 

 

図 3-1 従来の呼受付制御方式の全体構成 

 

 

図 3-2 オンライン学習型呼受付制御方式の全体構成 
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これに対し、本論文で提案するオンライン学習を用いた呼受付制御では、通信品質推定演算を、神

経回路網によって置き換え、通信品質推定関数をオンライン学習により実現する。図 3-2は、オンライン

学習型呼受付制御方式の全体構成を示したものである。呼受付判定制御部が、ノードを利用中の通信

の数や各通信に関するトラヒック特性パラメタ等の状態を保持すると共に、各出力バッファの通信品質の

状態を監視する点は図 3-1 と同様である。しかし、通信の接続要求を受けた場合の通信品質の判定に

は、神経回路網が用いられている。新たな接続要求を受け付けると、その時点のノードの状態（接続中

の個々の通信のトラヒック特性等）が神経回路網に入力され、神経回路網の出力値に基づいて、呼の受

付を判定し、接続要求に対する受付・拒否の返答を返信する。また、神経回路網のオンライン学習のた

めに、各出力バッファから定期的に観測された通信品質をその時点のノード状態と共に保存するための

観測データテーブルが追加されている。神経回路網の学習時には、観測データテーブルからのデータ

が読み出され、過去のノード状態と観測された通信品質の関係を神経回路に学習させるということを繰

り返すことで、神経回路網による通信品質推定の精度を向上させていく。 

 

（２） 神経回路網の入出力の選択 

ここで、呼受付制御で用いる神経回路網（学習対象とする関数）の入出力の選択について考える。 

まず、神経回路網の出力値については、呼受付判定を行うための情報が得られればよい。制御対象

となっている通信品質の推定値であってもよいし、受付可否の判定値を表す０／１値であってもよい。た

だし、学習時に出力値に対する正解値を定められるようなものでなければならない。 

例として、図 3-3 は神経回路網によりパケット廃棄率を推定させる場合の動作を示している。呼の受

付可否を判定する場合は、図 3-3(a)に示すように、判定論理回路によって、神経回路網が出力したパ

ケット廃棄率の推定値を目標パケット廃棄率と比較し、推定値が目標値以下であれば呼の受付を許可

し（０）、そうでない場合には呼の受付を拒否する（１）、という判定を行う。また、神経回路網の学習時に

は、図 3-3(b)に示したように、出力の正解値としては、観測パケット廃棄率がそのまま利用できる。ただし、

実際には、パケット廃棄率の推定においては、10-1 から 10-6 といった指数レンジで広範囲にわたる値を

精度よく推定する必要があるため、ばらつきの大きい観測データから精度よく学習するための工夫が必

要となる（5.2（4）節にて詳述）。 

一方、呼受付判定では、最終的には必要なものは、パケット廃棄率の推定値ではなく、呼の受付可

否の判定値であることを踏まえると、神経回路網によって呼の受付可否を判定する値を直接出力させる

構成も考えられる。図 3-4 は、神経回路網により呼受付可否判定を推定させる場合の構成を示している。

呼の受付判定時には、判定論理は、神経回路網の出力値を０．５と比較し、０．５未満であれば受付許

可（０）、０．５以上であれば受付拒否（１）と判定する。神経回路網の学習時には、図 3-4(b)に示すように、

観測パケット廃棄率が目標廃棄率を越えているかどうかで、受付可否判定の正解値を生成する。即ち、

観測パケット廃棄率が目標廃棄率よりも小さければ受付許可（０）、そうでなければ受付拒否（１）を正解

値として学習に用いるのである。 
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図 3-3 パケット廃棄率を推定する神経回路網の活用方法 

 

図 3-4 受付可否判定を推定する神経回路網の活用方法 

 

一方、入力値については、３．1（２）節で述べたように、出力値に対する因果関係が明らかな情報で、

観測可能なものを利用する。一つの出力バッファに、多様な通信サービスが多重されている場合の通

信品質の推定には、本来、個々の通信サービスのトラヒック特性が詳細に把握できることが望ましいが、

それは現実的には困難であり、これを観測値として入力することはできない。 

ここで、ノードとして容易に観測可能なトラヒック情報として、出力バッファにおけるパケット到着量があ

る。多くのパケットスイッチやルータなどでは、入出力回線ごとにパケット到着量を周期的に観測してい

るが、同様に、出力バッファごとに到着するパケット量を周期的に観測することは容易である。ただし、パ

ケット到着量は短時間で大きく変化する。従って、精度の高いパケット廃棄率の推定や呼受付可否判定

を可能とするためには、神経回路網に対して１時点でのパケット到着量を入力するのではなく、より多く

の情報を与えるため、過去に観測したパケット到着量を時系列に並べ並列入力することが考えられる

(図 3-5(a),(c))。これにより、過去の多数の観測値とパケット廃棄率の関係を学習することで、パケット到

着量の時系列情報から、パケット到着量の平均値や、最大値、あるいは変動幅などの特徴抽出を間接

的に含めたパケット廃棄率の推定が可能となると期待される。 

神経回路網への入力としては、上述のようなノードで観測できるトラヒック情報の他に、ノードの呼受付

処理部で収集できる情報もある。例えば、その時点での接続中の通信の数や、利用者からの通信接続

要求に示されたパラメタなどである。利用者からの通信要求に示されたパラメタを利用して、トラヒック特

性の似通った通信をいくつかのグループに分類することができれば、グループ毎の接続数を管理する

ことも可能である。例えば、利用者が通信接続要求に、通信中の最大帯域や平均帯域を指定していれ

ば、これらの値に基づき、何段階かのレベルを設定することで、通信を複数のグループ（呼種）に分類す

ることが可能である。そして、各時点でのグループ毎の接続数が分かっていれば、図 3-5(b)、(d)に示し

たように、各呼種ごとの接続数を入力とし、パケット廃棄率や受付可否判定を出力する関数を生成する

ことができる。 
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図 3-5 神経回路網の入出力値のバリエーション 

 

３．３ 学習型呼受付制御のための学習データ収集法の提案 

（１） オンライン学習における学習データ収集の課題 

通信品質推定関数をオンライン学習で生成する場合の学習データの収集の課題は、 

（ア）望ましくない制御状態に対するデータを得ることは困難である。 

（イ）観測される学習データの分布は、過去の学習データに基づく制御により制約を受ける。 

という２点である。 

まず、オンライン学習とオフライン学習における学習データの分布の違いについて説明する。オフライ

ン学習においては、任意のシステム状態を生成し、これを観測することで学習データを収集する。しかし、

オンライン学習においては、学習中の品質推定関数を用いた制御を受けているシステムからの観測値

を学習データとするため、学習データの分布は、制御の影響を受けたシステムの状態変化の範囲に制

限されることになる。図 3-6 は、網を利用している通信サービスを２つの呼種に分類し、それぞれの呼種

ごとの接続中の呼数によって網の状態を表す場合を想定し、オフライン学習とオンライン学習における

学習データの分布の違いのイメージを示したものである。オフライン学習では、図 3-6（ａ）に示したように、

想定される２呼種の様々な同時接続数の組み合わせ状態に対して、全体をカバーするような学習デー

タをあらかじめ生成し、その上で学習を行うことを想定する。しかし、実際の網を図に示したような任意の

状態にすることは難しいため、実網をモデル化したシミュレーション系を構築し、それぞれの状態をシミ

ュレーションすることで、学習データを生成するようなことも行う。一方、オンライン学習では、制御を行い

ながら観測データを収集し、これを学習データとして用いる。このため、制御された系から観測できるデ

ータは、図 3-6（ｂ）に示すように、系の状態に依存するため、短期的には非常に偏った領域からの学習

データとなる。しかし、系の状態は少しずつ変化していくため、各時点の制御において必要となるのは、

その時点の状態近傍における通信品質の推定である。従って、このような限定的な学習データしか収

集できないような状況であっても、各時点の状態近傍における通信品質推定関数の学習が正しく行え

れば、オンライン学習による制御は現実的なものとなる。また、系の状態は時間と共に様々に変化する

ため、長時間の観測を行なっていれば、いずれは広い変域に対する学習データが収集できると考えら

れる。 
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図 3-6 オフライン学習とオンライン学習における学習データの分布の違い 

 

次に、（ア）項について説明する。通信品質推定関数の学習においては、通信品質を良好に維持で

きる限界を精度よく推定するために、通信品質が良好な状態と、そうでない状態の両方のデータを用い

て学習を行うことが重要である。しかし、オンライン学習によって、このような両方のデータの学習を行う

ためには、学習の途上で誤った制御を行い、通信品質が良好でない状態での通信品質を観測すること

が必要となる。しかし、運用中の制御対象を、そのような制御が誤った状態に置くことは、通信網の利用

者の品質を低下させることになるため、このような状態となる期間は最小限とする必要がある。例えば、

パケット廃棄率を推定する関数をオンライン学習する場合において、制御対象の系において一時的に

パケット廃棄率が高い状態となったときには、通信を利用中の利用者の通信品質が悪化することになる。

従って、すみやかにこのような状態から、通信品質の良好な状態にシステムを移行させる必要がある。 

具体例として、先の２呼種を多重化するバッファにおけるパケット廃棄率を一定の目標値以下に制御

する呼受付制御を考え、観測データとオンライン学習制御の動作との関係についてのイメージを説明す

る。ここでは、呼種ごとの接続数からパケット廃棄率を推定する関数を利用するものとする。呼受付制御

は、呼接続要求を受けると、要求があった呼種の接続数をその時点の状態から１増やしたときのパケット

廃棄率を推定し、推定値が目標値を越えなければ、新たな通信要求を受け付ける動作を行う。 

 
図 3-7 呼種別接続数の組み合わせに対する接続数の限界 
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図 3-8 オンライン学習におけるシステム状態の遷移の例 

 

今、それぞれの呼数の組み合わせに対するパケット廃棄率があらかじめ分かっており、目標とするパ

ケット廃棄率を維持できる接続数の限界が、図 3-7の実線で示す位置にあるものとする。オフライン学習

では、図 3-6(a)のように全体に分布した学習データからの学習により、この接続限界を事前に学習する

ことができるが、オンライン学習では、この限界の位置を未知として制御を開始し、観測値からパケット廃

棄率を推定する関数をオンライン学習で習得することになる。 

図 3-8(a),(b)は、オンライン学習による制御を行ったときの接続数の変化の例である。いずれの場合も、

ｔ０の状態からの接続数の変化を表している。初期状態に近い状態では、観測されるパケット廃棄率が目

標値よりも小さいため、観測値を用いた学習では、その時点の状態近傍ではパケット廃棄は小さいと推

定し、新たな呼接続の要求を次々に受け付けていく。その結果、次第に接続数が増加し、図 3-7 の限

界を超える状態となる。限界を超える接続数となると、目標値以上のパケット廃棄率が観測される（図中

の×印）。神経回路網が、この悪い通信品質状態を学習することで、パケット廃棄率が目標値を超える

限界の接続数を把握することが可能となり、以後は、この接続数以上に、新たな呼の接続を受け付けな

いような制御を行えるようになる。その結果、次第に、接続数は減少し、接続数の限界を超えない状態

にまで戻ってくる。 

ここで、図 3-8(a)と(b)の違いは、接続数が限界ラインを超えた後に、パケット廃棄率推定関数が迅速

に学習できたかどうかの違いを表している。図 3-8(a)の場合は、限界を超える接続状態となり目標値を

超えるパケット廃棄が観測されるものの、そのデータに基づく学習が遅く、しばらくの間、新たな通信の

受付を継続していた場合を示している。これに対し、図 3-8(b)は、目標値を超えるパケット廃棄が観測さ

れると速やかに学習が行われ、早期に呼の受付を規制し始めた場合の動作を示している。目標品質を

超えるような状態は、できる限り短くしたいため、図 3-8(b)のような制御を実現できることが望ましい。図

3-8(b)のような学習を行うためには、目標値を満足できない通信品質が観測された場合に、この観測デ

ータを用いた学習を早急に行なうような工夫が必要となる。ただし、このような素早い学習を行えるように

なると、通信品質が悪い状況のデータは、制御が良好な状態のデータに比べて非常に数が少ない貴

重な観測データとなる。従って、長時間の観測を継続する中で、こうした通信品質が悪い状態のデータ

を保持しつづける工夫が必要となる。このような工夫については、次節で述べる。 

次に、課題(イ)について説明する。これは、制御対象の性質が時間と共に変化する場合の課題であ

る。学習制御においては過去に経験したデータに基づいた学習を行っているが、過去のデータに基づ

く制御を継続していると、制御対象の性質が変化した場合に、その変化を観測できない場合がある。こ

れにより、ある領域に対するデータ収集を規制してしまうことがある。例えば、今、オンライン学習により
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図 3-8(b)に示すような接続限界を学習し、制御を行なっているものとする。このとき、制御対象である呼

源の性質に変化が生じ、接続可能な領域が変化する場合を考える。例えば、それぞれの呼種で利用し

ていたコーデックが変更となり、より高音質で多くの帯域が必要となった場合や、音質は同程度だが、圧

縮率が向上し、より狭い帯域での通信が可能になる場合である。このような呼源の性質に変化が生じる

と、生成されるパケットの量が変化するため、目標パケット廃棄率に達する呼種ごとの接続数の組み合

わせが変化し、同一の回線に多重可能か接続数が減少したり（図 3-9(a)）、増大することになる（図

3-9(b)）。ここで、図 3-9(a)のような接続数可能な領域が減少した場合には、従来の接続数限界での制

御を行っていると、通信品質の悪化が観測されるため、これを学習することで、新たな接続限界を学習

することができる。しかし、図 3-9(b)のように接続数可能な領域が拡大した場合には、従来の接続限界

での制御を続けていると、網の状態が従来の接続領域を超えた領域にはならないため、この領域の通

信品質が向上していることが観測できない。これが、“観測される学習データの分布は、過去の学習デ

ータに基づく制御により制約を受ける。”という課題の意味である。このように、観測される学習データの

分布に制約があると、本来の、新たな接続限界を学習することができない。このような状況に対する工夫

についても、次節で述べる。 

 

図 3-9 オンライン学習中の呼源性質変化に伴う接続可能領域の変化 

 

（２） オンライン学習のための学習データ保存方法の提案 

 オンライン学習においては、制御対象となる網やシステムから観測されたデータを学習で利用するた

めに保存しておく必要がある。本論文で学習するのは、通信網の負荷から通信品質を推定する関数で

あるため、学習データはシステムへの負荷とその負荷に対する通信品質の観測値のペアである。以下

では、この組み合わせデータをパターンと呼ぶ。本節では、オンライン学習における学習データの保存

方法に関する工夫として、カテゴリ別パターンテーブル法、およびリーキーパターンテーブル法を提案

する。カテゴリ別パターンテーブル法は、発生頻度の低い観測データを高い頻度で学習ができるように

するための工夫であり、リーキーパターンテーブル法は、制御対象の性質変化を考慮し、古すぎる観測

データを学習に利用しないようにするための工夫である。 

 

（ア） カテゴリ別パターンテーブル法 

オンライン学習においては、制御対象となる網やシステムから継続的に観測データが収集されるため、

長時間の制御を行っていると膨大な量の学習データが収集できる。しかし、有限サイズのパターンテー

ブルに、時々刻々と観測されるデータを保存すると、いつかはテーブルがいっぱいになる。このため、新

呼種１の接続数

呼
種
２
の
接
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（ｂ）接続数可能な領域が拡大した場合
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呼
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しいデータの書き込む位置をシーケンシャルにずらすこととし、テーブルがいっぱいになると、最も古い

データを最新のデータで上書きしていくという手法が広く用いられている。この場合、観測されたデータ

は、一時的にテーブル内に保持されるが、いずれは他のデータで上書きされる。しかし、３．３（１）節で

述べた通り、通信品質の悪い状態での観測データは観測頻度が低い貴重なデータであるため、頻繁に

観測される通信品質の良い状態の観測データによって、こうしたデータが上書きされないような工夫が

必要である。そこで、カテゴリ別パターンテーブル法では、観測された学習データをひとつのテーブル

に保持するのではなく、観測データの種類によって分類し、その分類別テーブルに保存することを提案

する。 

具体的には、観測したデータの通信品質が目標値を維持できていた場合のテーブル（Ａ）と、目標値

を満足できなかった場合のテーブル（Ｂ）に分けて学習データを保持する（図 3-10）。それぞれのテーブ

ルサイズは一定であり、各分類の中では古いデータを順に新しいデータに置き換えていく。このような方

法で学習データを保持すれば、通信品質が目標値を満足できなかった場合のデータは観測頻度が低

いため、テーブル（Ｂ）の中で上書きされることなく長期に保存され、テーブル（Ａ）の中には、観測頻度

が高い、通信品質が目標値を維持できる状態の学習データの中で、最近の観測データが保存されてい

るという状況を作ることができる。 

このようなカテゴリ別パターンテーブル法を利用すると、カテゴリ別に学習頻度に重みづけを行ったオ

ンライン学習も実現できる。例えば、学習時には、テーブル（A）、テーブル（Ｂ）のいずれかを PA、PB

（PA+PB=1）の確率で選択した上で、選択されたテーブル内の学習データをランダムに選んで学習に利

用することにすれば、テーブル（A）とテーブル（B）のデータの重みづけを行える。前節の図 3-8（ｂ）で述

べた通り、通信品質が悪い状態のデータが観測された場合には、これを迅速に学習し早期に制御誤り

を是正する必要があるが、PA<PB としておけば、テーブル（B）のデータをテーブル（Ａ）のデータよりも頻

度を高めて学習することができるため、通信品質が悪い状態のデータが観測された際にすぐに学習を

行うことができる。以下では、低頻度の発生データテーブルを選択する確率をＰｌで表すこととする。 

このように、学習データを分類して保存することで、貴重なデータを長期に保持すると共に、そうした

データの学習頻度を高め、制御誤り状態から正しい制御状態に迅速に回復させることが可能となる。 

 
図 3-10 カテゴリ別パターンテーブル法 
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（イ） リーキーパターンテーブル法 

カテゴリ別パターンテーブル法では、高パケット廃棄率の観測データのような貴重で低頻度の観測デ

ータを長時間保存し、高頻度で学習させることが可能だが、これにより、前節（１）(イ)で述べたように新た

な環境の変化への対応が困難になる可能性がある。特に、パケット廃棄のような制御誤り状態のデータ

の観測は低頻度であるため、カテゴリ別のパターンテーブルが新たな観測データにより古いデータが上

書きされる頻度が低く、古いパケット廃棄の観測データが保存され続ける可能性が高い。従って、制御

対象の性質が変化した場合にも、過去データの学習を繰り返すため、前述のような環境の変化を観測

できない状態が継続する可能性がある。 

このような過去の古すぎるデータの学習を避けるため、ここでは、パターンテーブルに保存された過

去の観測データを一定の割合でランダムに消去していくことを提案する。これがリーキーパターンテー

ブル法である。具体的な手法としては、観測周期毎に、確率Ｐｌで、学習テーブルに保存されたデータの

中から１つのデータを消去する。消去するデータは、それぞれのカテゴリ別パターンテーブルに保存さ

れたデータの中からランダムに選んだデータを消去する。これにより、カテゴリ別パターンテーブルにお

いて、新たな観測データが得られず、データの上書きが行われないような状況でも、過去の観測データ

が消去されることになる。 

リーキーパターンテーブル法を用いたときの期待する学習動作のイメージを図 3-11に示す。ここでは、

図 3-9(b)のような状態において、リーキーパターンテーブル法を利用しない場合の動作を図 3-11 (a)に、

リーキーパターンテーブル法を利用した場合の動作を図 3-11 (b)に示している。なお、図 3-11(a)(b)の

図では、実線が呼源の性質が変化する前の“過去の接続数限界”、破線が変化した後の“真の接続数

限界”を表しているものとする。 

リーキーパターンテーブル法を用いない場合、過去に観測したパケット廃棄データはカテゴリ別パタ

ーンテーブルに保持されつづけるため、学習制御では、このデータの学習を継続する。このため、学習

制御は“過去の接続数限界”に基づく受付判定を継続する。従って図 3-11(a)に示すように、同時接続

数は“過去の接続数限界”を越えない範囲での状態遷移となり、状態ｔ１からｔ２までの状態遷移のような

動きとなる。このため、“過去の接続数限界”を越える領域については、新しい観測データを得ることが

できない。 

一方、リーキーパターンテーブル法による状態遷移は図 3-11(b)のような状態遷移となる。過去の高

パケット廃棄の観測データが観測されると、これを学習するが、その後、そのデータがパターンテーブル

から徐々に消去されていく。一方、品質が良い状態のデータは観測が続く。このため、時間が経過する

と、品質が良い状態のデータのみを学習することになる。学習では、学習したデータの近傍の出力を、

学習した点の値に近い出力となるように変化させていくため、このような状態が続くと、受付判定の限界

は“過去の接続数限界”を超えた領域に対する通信品質も良い状態と推定するようになっていく。この結

果、従来の接続数限界を超える領域での呼受付を許可するようになる。例えば、ｔ１からｔ３に至るような状

態遷移を行うことになる。すると、それまでは規制していた領域に対するパケット到着量や廃棄パケット

量の観測データが新たに蓄積され、この領域でもパケット廃棄率が小さいことが観測されると、学習によ

り生成した接続限界は、さらに“真の接続数限界”へと近づいていくことになる。このような学習が継続す

ると、いずれは、接続数が“真の接続数限界”を越える接続を許可することとなる。このとき、再び高パケ

ット廃棄を観測することとなり、再び、通信品質の良い状態と悪い状態の間である“真の接続数限界”の

位置を学習することになる。 
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図 3-11 リーキーパターンテーブル法による新たな接続数限界の学習 

 

３．４ 提案手法の評価 

提案のオンライン学習型通信品質制御方式の効果を評価するため、単純化した呼源モデルと単純

化したパケット多重化部モデルを用いた、呼の受付制御のシミュレーションを行った。制御系の全体構

成は図 3-2の通りで、複数の通信が多重化された状況においてパケット多重化部におけるパケット廃棄

率を一定値以下に維持することを目標とする。３．４．１節では、パケット到着量の特性が接続呼数のみ

に依存する単元呼のモデルにおいて、パケット到着量の時系列データを入力とした呼受付判定制御を

学習により実現した。また、続く、３．４．２節では、パケット生成の特性が異なる２種類の呼を多重化する

場合を想定し、呼種毎の同時接続数を入力とした呼受付判定制御を学習により実現した。 

 

３．４．１ 単元呼、パケット到着量時系列を入力とする場合 

（１） シミュレーションモデル 

提案のオンライン学習型通信品質制御方式の効果を評価するため、呼源モデルとしては、１通信の

平均帯域をｖ、帯域ゆらぎ幅をｂとし、同時接続数ｎの通信が多重化された状況での通信帯域について

は、パケット到着量の平均帯域もゆらぎ幅も通信の接続数に比例して増大するものと仮定した。具体的

には、観測区間あたりのパケット到着量は、ｎｖ(1-b)からｎｖ(1＋ｂ)の一様乱数で生成する。 

呼の同時接続数の変化については、ランダムな生成、終了を想定し、発呼率ａ、平均保留時間をｈと

した（負荷ａ・ｈ）。発呼率は、100s ごとに、接続された呼の平均帯域が回線帯域比で０から２となる範囲

で、ランダムに設定した。 

パケット多重化部では、出力バッファが小さいものと想定し、観測期間に到着したパケット量のうち回

線帯域ｃを越えた量は、全てパケット廃棄されるものとした。また、多重化部では、パケット到着量とパケ

ット廃棄率を周期的に観測され、観測データは学習用パターンテーブルに保持される。なお、カテゴリ

別パターンテーブル法、リーキーパターンテーブル法を用いた。 

制御部は、新規端末から接続要求を受けると、その時点での通信網の状態から、呼の受付可否を判

定する。ここで通信網の状態は、最新の観測パケット到着量、および、過去の（ｋ－１）個の観測パケット

到着量からなる時系列データで表されるものとした（図 3-5(c)のモデル）。すなわち、観測周期 T 毎に、

パケット到着量ｐ（ｔ）、パケット廃棄率 L（ｔ）が観測されるものとする。このとき、神経回路網に 

 P(t)=[ｐ（ｔ）、ｐ（ｔ－１）、ｐ（ｔ－２）、．．．（ｐ－ｋ＋１）] (3.1) 

を入力したときの神経回路網の出力を J（ｔ）とする。そして、この出力値をしきい値 J0=0.5 と比較すること

で、次の観測周期までの受付可否を判定する。 

呼種１の接続数

呼
種
２
の
接
続
数

（ｂ）リーキーパターンテーブル法

t0

t1

呼種１の接続数

呼
種
２
の
接
続
数

（ａ）過去データの学習継続

t0

t1

t2

t3



 

49 

 

 {
𝐽(𝑡) ≤ 𝐽0 → 呼受付許可

𝐽(𝑡) > 𝐽0 → 呼受付規制
 (3.2) 

また、学習パターンテーブルについては、L(t+1)から L(t+T)までのパケット廃棄率観測値の平均値ｌ（ｔ）

を求めた上で、以下の(3.3)式に基づき、｛Ｐ（ｔ）、l(t)｝のペアを分類し、学習パターンテーブルに保存し

た。 

 {
𝑙(𝑡) ≤ 𝑙0 → パケット廃棄率小のテーブル

𝑙(𝑡) > 𝑙0 → パケット廃棄率大のテーブル
 (3.3) 

ここでｌ0=10-8とした。 

 学習時には、学習データとして選ばれたパターンの廃棄率をｌP とするとき、（3.4）式に基づき正解出力

を定めた。 

 {
𝑙P ≤ 𝑙0 → 0
𝑙P > 𝑙0 → 1

 (3.4) 

その他の詳細なシミュレーション条件を表 3-3 に示す。また、(2.8)式、(2.9)式における学習定数につ

いてはｃ＝１とし、神経回路網の重みの初期値は-1 から１の乱数とした。なお、シミュレーションプログラ

ムについては、呼の生成終了、およびパケット多重部へのパケット到着量、および廃棄率の観測、呼の

受付判定、神経回路網の出力演算や学習演算の全てについて、C 言語を用いてオリジナルなシミュレ

ーションソフトを作成した。シミュレーション実行環境としては、Sparc プロセッサをベースとした SUN ワー

クステーション上で、SUN-OS を用いた。 

 

表 3-3 シミュレーション条件 

 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

（２） 固定しきい値による制御の性能 

 学習制御と比較するため、単純な固定しきい値を用いた呼受付制御の性能を評価した。この方式で

は、あらかじめ設定したしきい値ｘに対して、ｋ=10 個の観測パケット到着量の平均値がｘ以下であれば、

呼の受付を許可し、そうでないときには、呼を規制する。 

 図 3-12 は、ゆらぎ幅ｂの設定を０．０５から０．２０のいずれかに固定した状況で、固定しきい値ｘの値を

０．８～１．０まで変化させたときの観測パケット廃棄率の最大値を示したものである。図から明らかなよう

項目 値

１呼源平均速度（Ｖ） 回線速度ｃの1/1000

速度ゆらぎ幅（ｂ） 0.0～0.2

発呼率（ａ） １００ｓごとに変更ランダム（０－２０００ｅｒｌ相当）

保留時間（ｈ） １００ｓ

観測周期 １００ｍｓ

制御周期 １００ｍｓ

学習周期 １００ｍｓ

ﾊﾟﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ ５０００

目標廃棄率 １０－４
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に、ゆらぎ幅が一定の場合には、しきい値を小さくすれば、観測したパケット到着量が小さいときに、呼

の受付規制を開始するため、最大パケット廃棄率を小さく抑えることが可能となる。ただし、目標とするパ

ケット廃棄率に対して、しきい値を小さくしすぎる場合、必要以上に呼を規制することになるため、使用

率が低下する。また、しきい値を一定にしているとき、ゆらぎ幅が大きくなるにつれて、パケット廃棄率が

大きくなる。従って、目標とする最大パケット廃棄率を定めた上で、効率よく回線を利用するためには、

ゆらぎ幅に応じて固定しきい値を適切に調整する必要があることが分かる。 

 

 

図 3-12 固定しきい値を用いた場合の最大パケット廃棄率 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

（３） 学習型呼受付制御の動作 

 神経回路網を用いた学習型呼受付制御がオンライン学習により収束することを確認するため、ゆらぎ

幅を b=0.1 に固定した状況でのオンライン学習を行った。 

初期状態は、接続呼数を０、神経細胞内の重みやしきい値の初期値は-1 から１のランダムな値に設

定、パターンテーブルは空の状態として、制御を開始した。また、Pl=0.5 とした。図 3-13は、神経回路網

を用いた学習型呼受付制御の動作の典型例を示している。グラフの横軸は制御開始後の時間を示して

おり、上段は、発呼率と、パケット到着量の観測値の時間的変化を示しており（共に出力回線の帯域で

正規化）、下段は、神経回路網の出力値を示している。 

初期状態から発呼率に応じて、呼の接続要求が生成され、呼受付判定が行われる。呼の接続が許

可されると、接続中の呼数が増大する。呼の接続数が増大すると、これに伴い、パケット到着量の観測

値も増えていく。接続数が増大すると、帯域のゆらぎ幅も増大するため、パケット到着量の観測値のばら

つき幅も大きくなっていることが分かる。また、発呼率が低下すると、発呼率よりも接続中の呼の終了率

が増大するので、同時接続数が減少しパケット到着量の観測値も減少する。なお、パケット到着量が、

回線帯域比で１．０を超えたところはパケット廃棄が発生していることを示している。 

図 3-13 の制御結果では、制御開始直後は、神経回路網の出力は０が続いており、全ての呼接続要

求に対して、接続を許可する判定を行っていることが分かる。この区間では、パケット廃棄率が０である

ため、全ての観測結果は、低廃棄率パターンのためのテーブルに保存される。そして、オンライン学習

では、このパケット廃棄率が小さいデータのみが学習されるため、観測したパケット到着量の全てのパタ

ーンに対して、呼の受付が可能という判定を学習することになる。この結果、発呼率に応じて接続数が

増大し、パケット到着量も時間と共に増大している。 
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しかし、接続数が増大を続け、およそ３００ｓ経過したところで、パケット到着量が回線帯域比で１．０を

超えるようになる（図中 A）。このときパケット廃棄が観測され、高廃棄率パターンのためのテーブルに観

測データが保存されることになる。これにより、神経回路網は、高廃棄率のパターンテーブルのデータを

Pl=0.5の頻度で学習することになる。この結果、このような領域で観測したパケット量に対しては、呼の受

付を規制する判断を急速に学習することになる。そこで、パケット廃棄を観測した直後の辺りから、神経

回路網の出力が0.5を超えるようになり、呼の受付を規制し始めたことが分かる（図中Ｂ）。神経回路網が

呼の受付を規制するようになると、発呼率が高くても、呼の接続数が減少し、パケット到着量も減少し始

める（図中Ｃ）。また、到着パケット量が回線帯域に比べて小さくなると、神経回路網の出力も０．５より小

さくなり、再び、呼の受付を許可するようになっている。即ち、全ての呼の受付を規制するような過剰な規

制となっていないことが確認できる（図中Ｄ）。 

その後、パケット到着量が少ないときは、呼の受付を許可し、パケット到着量が回線帯域に近づく度

に呼の受付を規制することで、パケット到着量が回線帯域を越えないように制御が行えていることが分

かる。なお、わずかであるが、パケット到着量が回線帯域を越え、一時的に小さなパケット廃棄を観測す

る場合がある(図中Ｅ)。しかし、この図の例では 1000ｓ以降は、パケット到着量が回線帯域に近づくと適

切な呼受付の規制が行われることで、パケット廃棄が観測されないような制御が実行できている（図中

Ｆ）。このシミュレーションでは、学習が収束した後の最大パケット廃棄率は 10-4程度であった。 

 

 

図 3-13 学習型呼受付制御による制御例 

（Ni=10(=K)、Nh=10、No=1、Pl=0.5、Pe=0.01） 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

（４） 学習後の神経回路網の様子（ゆらぎ幅一定時） 

オンライン学習により生成した神経回路網による受付判定動作を分析するため、図 3-13のシミュレー

ションで 4000s 経過した時点の神経回路網を取り出した。この神経回路網に対し、様々な疑似的パケッ

ト到着量履歴を入力した場合の呼受付判定出力値を図 3-14に示す。疑似的パケット到着履歴としては、
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平均帯域を回線帯域の０．８から０．９、ゆらぎ幅を０．０から０．２の範囲のランダム値に設定したときの、

１０個のパケット到着量観測値から生成した。図の横軸は、入力した疑似的パケット到着履歴の平均帯

域、縦軸がゆらぎ幅である。□は、これらの入力に対して、神経回路網が呼受付許可と判定したとき、×

は呼受付規制を判定したことを示している。この図から、入力されるパケット到着履歴のゆらぎ幅には無

依存で、平均帯域が０．９を超えると呼の受付を規制する、という判定を行っていることが分かる。これは、

ゆらぎ幅が一定の環境でパケット到着履歴と高パケット廃棄率の関係を学習したために、神経回路網は、

入力された疑似的パケット到着履歴の平均帯域が０．９を超えているかどうかで判定を行うような関数を

内部に実現したものと考えられる。 

この結果は、前述の単純な固定しきい値 x=0.9 とした場合と等価な動作である。図 3-12 を見ると、ｘ

=0.9のとき、b=0.1の条件では、最大パケット廃棄率は10-4程度となっており、この点からも、シミュレーシ

ョンの結果と一致する。 

同様のシミュレーションを、ゆらぎ幅ｂを 0から 0.2の範囲のいくつかの値に設定して実行したが、いず

れの条件でも数千秒後には、神経回路網は正しい制御に収束した。ゆらぎ幅が一定であれば、学習す

る関数は平均値演算としきい値の設定程度の簡単な演算で実現できるため、学習は比較的容易である

と考えられる。また、神経回路網の入力層細胞数や、中間層の細胞数については、いずれも 10 個程度

で十分であり、それ以上に増やしても制御の精度は向上しなかった。 

 

図 3-14 帯域ゆらぎ幅固定時の神経回路網による受付判定の様子 

（帯域ゆらぎ幅 b=0.1 固定、Ni=10(=ｋ)、Nh=10、No=1、Pl=0.5、Pe=0.01） 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

（５） カテゴリ別パターンテーブル法の効果 

 カテゴリ別パターンテーブルの効果を評価するため、図 3-13 と同様のシミュレーションにおいて、パタ

ーンテーブルを用いず、各学習サイクルでは観測されたばかりの最新データを常に学習する場合と、カ
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テゴリ別パターンテーブルを用いて学習した場合の比較を行った。また、カテゴリ別パターンテーブルを

利用する学習では、高廃棄率パターンの学習頻度 Plを 0.1 から 0.9 まで変化させた。 

図 3-15 は、それぞれの条件でのシミュレーションを行った場合の最大パケット廃棄率を示したもので

ある。パターンテーブルを利用しない方法では、パケット廃棄率は 10-3 を上回る程度の制御しか行えな

かった。一方、カテゴリ別パターンテーブルを用いた学習では、高廃棄率パターンの学習頻度が小さい

と、最大パケット廃棄率は大きいが、高廃棄率パターンの学習頻度を 0.5以上に大きくすると、最大パケ

ット廃棄率を 10-4 以下の小さな値に維持できることが分かる。このことより、カテゴリ別パターンテーブル

を用いることで、非常に小さなパケット廃棄率を達成するような精度のよい呼受付制御が実現できること

が分かる。 

 

図 3-15 カテゴリ別パターンテーブル法の効果 

（ゆらぎ幅 b=0.1 固定、Pe=0.01、Ni=10(=ｋ)、Nh=10、No=1） 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

（６） リーキーパターンテーブル法の効果 

 リーキーパターンテーブル法の効果を評価するため、オンライン学習を行っている最中に、呼源の帯

域ゆらぎ幅ｂが急に増減した場合の動作を調べた。図3-16(a)は、図3-15と同様のシミュレーションにお

いて、経過時間が 2000ｓの時点で、急に帯域ゆらぎ幅を b=0.1から b=0.2に増大させた場合の制御結

果を表している。また、図 3-16(b)は、逆に、急に帯域ゆらぎ幅を b=0.2から b=0.1に減少させた場合の

制御結果を表している。それぞれの場合において、リーキーパターンテーブル法でデータを消去する

確率 Peを０とした場合と、0.03 とした場合を比較した。 

 ここで、帯域ゆらぎ幅を急に増大させた場合、平均帯域が同じでも帯域ゆらぎにより、回線帯域を超え

てしまう領域が増大する。従って、従来まで受付を許可していた領域においても、高いパケット廃棄を観

測する可能性が生じるため、呼の受付可能領域を狭める必要がある。これは、先に述べた図 3-9（a）の

場合に相当する。この状況では、過去のデータに基づく制御を行っていても、環境の変化に応じたパケ

ット廃棄を観測できるため、リーキーパターンテーブル法を用いても（Pe=0.03）用いなくても（Pe=0）、オ

ンライン学習によって、環境の変化に追従することできる（図 3-16(a)）。 

 一方、帯域ゆらぎ幅を急に減少させた場合、同時接続数が同じでも帯域ゆらぎ幅が減少するため、従

来の呼接続限界付近ではパケット廃棄率が減少する。従って、従来以上の多くの接続を許可できる状
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態となり、呼の受付可能領域が広がる。これは、先に述べた図 3-9（ｂ）の場合に相当する。この状況で

は、リーキーパターンテーブル法を用いない学習制御（Pe=0）では、帯域ゆらぎ幅が減少した後も、過

去のデータに基づく学習を継続することとなり、過去のデータに基づく制御を継続する。このため、呼の

受付を過剰に規制した状態が継続し、環境の変化に応じたパケット廃棄の変化を観測できない。図

3-16(b)において、Pe=0 の場合には、帯域ゆらぎ幅が減少した後、廃棄率が完全に０の状態が継続し

ているのは、呼の受付を過剰に規制した状態が継続していることを表している。 

これに対し、リーキーパターンテーブル法を用いた学習制御（Pe=0.03）では、次第に過去の観測デ

ータを消去し、良好品質のデータのみを学習する状態となるため、より多くの通信を受け継得る方向に

接続限界を移動させることになる。この結果、従来は呼の受付を規制していたような状況でも呼を受け

付けるようになり、環境の変化に追従することができる。図 3-16(b)において、Pe=0.03 の場合には、帯

域ゆらぎ幅が減少した後も、10-4程度のパケット廃棄率を観測する程度まで呼を受け付けており、学習

制御が環境の変化に追従し、新たな呼の受付限界を正しく学習できていることが分かる。 

 

 

図 3-16 学習制御の帯域ゆらぎ幅変化への追従性 

（Ni=10(=K)、Nh=10、No=1、Pl=0.5） 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

（７） 学習後の神経回路網の様子（帯域ゆらぎ幅変動時） 

神経回路網の学習により、パケット到着量のゆらぎ幅を考慮して、しきい値を変化させるような受付制

御が学習できることを確認するため、帯域ゆらぎ幅ｂを 100ｓ毎に 0.0から 0.2の範囲でランダムに変更す

る環境での学習制御を行った。70,000 秒のオンライン学習を行った段階で生成された神経回路網を用

いて、図 3-14 と同様に、ランダムに生成した疑似的パケット到着履歴に対する神経回路網の受付判定
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動作を確認した。なお、帯域ゆらぎ幅の変動に追従するためには、中間層の神経細胞数を増やす必要

があり、以下では中間層細胞数４０個とした。 

結果は図 3-17のようになった。この図 3-17を図 3-14 と比較すると、帯域ゆらぎ幅が変動する環境に

おいては、神経回路網は、入力されるパケット到着履歴から、帯域ゆらぎ幅に応じた呼受付判定が行え

ていることが分かる。これは、ゆらぎ幅が変動する環境で、パケット到着履歴と高パケット廃棄率の関係

を学習した結果、神経回路網は、入力された疑似的パケット到着履歴から平均パケット到着量と帯域ゆ

らぎ幅を抽出し、その組み合わせに応じて呼の受付可能の可否を判定できる関数を内部に実現できた

とみなすことができる。 

このように、神経回路網を用いた呼受付御では、呼源の性質が未知であっても、学習により、呼源の

性質を抽出し、適切な呼受付判定の限界を学習できることが確認できた。 

 

 

図 3-17 帯域ゆらぎ幅変動時の神経回路網による受付判定の様子 

（帯域ゆらぎ幅 b=0.0～0.2 で変動、Ni=10(=ｋ)、Nh=40、No=1、Pl=0.5、Pe=0.02） 

[文献(1)より引用、©IEICE 1989] 

 

３．４．２ 多元呼、呼種別接続数を入力とする場合 

（１） シミュレーションモデル 

トラヒックの性質が異なる複数呼種の通信が多重化されているモデルにおける、学習型多元呼受付

制御の性能を評価した。このモデルでは、制御部は、パケット到着量の履歴ではなく、各呼種ごとの同

時接続数から、新たな呼接続要求に対する受付可否を判定する（図 3-5(ｄ)のモデル）。各端末から送ら

れる通信接続要求には、その通信相手端末に関する情報に加え、利用する通信メディアや符号化方式、

あるいは、利用通信品質クラス等の通信の情報が含まれている。そこで、制御部は、通信接続要求を受

けると、これに含まれる情報から呼種を判定できる。また、制御部は、呼種毎の同時接続中の通信数を

常時、把握している。呼接続要求を受け付けると、該当する呼種の同時接続数を１増やし、呼が終了す

受付許可

受付規制

平均帯域

帯
域
ゆ
ら
ぎ
幅

0.2

0.1

0.8
0.0

0.9 1.0



 

56 

 

ると、その呼が所属する呼種の接続数を１減らす、という管理を行なっている。 

ここで、呼種数を G とし、端末から接続要求を受信した時点ｔにおける呼種 i（i=１、..、G）の同時接続

数を ni（ｔ）とする。今、新たに受信した呼接続要求の呼種がｇであったとすると、この接続要求を受け付

けた場合の接続呼数は、 

 P(t)=[n1（ｔ）、..、ng（ｔ）+1、.. ｎG（ｔ）] (3.5) 

となる。そこで、以下では、この P(t)を神経回路網に入力したときの出力値 J（ｔ）をしきい値 J0=0.5 と比較

することで、この接続要求に対する受付可否を判定するというモデルを考える（式(3.2)と同様）。 

この制御モデルでは、パケット多重化部のモデルや、学習データの保存に、カテゴリ別パターンテー

ブル法、リーキーパターンテーブル法を用いる点は、３．４．１節と同様である。ただし、学習データとして

は、その時点の同時接続数 P(t)=[n1（ｔ）、..、ng（ｔ）、.. ｎG（ｔ）]と平均パケット廃棄率ｌ（ｔ）のペア｛Ｐ（ｔ）、

l(t)｝がパターンテーブルに保存される。 

以下のシミュレーションでは、平均帯域が回線容量の 0.001の呼種１と、0.01の呼種２の 2呼種を考え

た。呼種ｉの１通信の平均帯域をｖｉ、同時接続数を ni とするとき、当該呼種の多重化された通信帯域の

平均帯域はｎiｖi で表される。帯域のゆらぎ幅については ni に依存する分布するモデルを想定し、具体

的な帯域ゆらぎの分布の形状として、図 3-18 の上段に示したような３つのモデルを想定した。呼源モデ

ルａは、３．４．１節と同様に、通信帯域のゆらぎ幅が接続数に比例した一様分布となるモデル。呼源モ

デルｂは、通信帯域のゆらぎは一様分布だが、そのゆらぎ幅は接続数のルートに比例するモデル。そし

て呼源モデルｃは、通信帯域が正規分布となるモデルである。詳細なゆらぎ幅のパラメタは図 3-18中に

示した通りである。また、各呼種の呼量については、接続された呼の平均帯域が回線帯域比で 0.5 とな

る固定値とした。即ち、２つの呼種の呼量の和が回線帯域と等しいという設定である。その他の詳細なシ

ミュレーション条件は表3-4に示した。また、シミュレーションで用いたソフトウェアやシミュレーション環境

については、３．４．１と同様であり、C言語で記述したシミュレーションソフトを SUN Workstation上で実

行した。ただし、ソフトウェアについては、パケット生成部を 2 呼種のモデルに拡張すると共に、パケット

生成のゆらぎ分布を上記の 3 種類が選択できるように変更した。 

 

表 3-4 シミュレーション条件 

 

[文献(2)より引用、加筆、©IEEE 1990] 

 

項目 値

平均帯域（ｖ） 呼種１(v1)=0.001、呼種２(v2)=0.01

平均負荷 呼種1、呼種２共に0.5（回線容量比）

平均保留時間（ｈ） 呼種1、呼種２共に100s （指数分布）

観測周期 １００ｍｓ

制御周期 １００ｍｓ

学習周期 １００ｍｓ

ﾊﾟﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ ５０００

高廃棄パタン学習率（Ｐｌ） ０．５

神経回路網規模 Ni=2、Nh=4､No=1

目標廃棄率 １０－４
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（２） シミュレーション結果 

 ３つの呼源モデルを用いた学習型多元呼受付制御を行い、学習制御開始後 15,000s 時点での神

経回路網の受付判定の境界（同時接続数限界、太い実線）と、その時点でのパケット廃棄率を、図 3-18

の下段に示した。受付判定境界のグラフについては、横軸、縦軸は、それぞれ、呼種１、呼種２の同時

接続数を、平均帯域／回線容量で正規化して表示した。また、理論的な受付限界と比較するため、そ

れぞれの呼源モデルに対して、理論的な接続限界を求め、図中の破線で示した。呼源モデルａ、ｂにつ

いては、平均帯域＋ゆらぎ幅上限＝回線容量となる接続数の組み合わせを算出し、理論限界とした。

また、呼源モデルｃについては、平均帯域＋分散の３倍が回線容量に一致するときの接続数の組み合

わせを理論的限界とした。 

それぞれの呼源モデルについて神経回路網が学習した同時接続数限界と、理論限界が、よく一致し

ていることが分かる。特に、呼源モデルａでは、神経回路網で学習した接続限界が、理論限界に完全に

一致していた。また、呼源モデルｂおよびｃについては、呼源モデルａと異なり、理論的な接続数限界が

単純な直線ではなく、ゆるやかなカーブになっているが、神経回路網が学習した同時接続数限界は、

理論限界と一部区間では完全に一致している。これはｎ1ｖ1=ｎ2ｖ2=0.5 となるような固定負荷でシミュレー

ションを行ったため、観測できた同時接続数の組み合わせが、その領域に集中したため、神経回路網

は、その領域のデータのみを学習したためだと考えられる。呼の接続制御のような同時接続数が通信の

呼量に応じて時間とともにゆるやかに変化していくような系では、全ての領域からの均一的にデータを

観測することは難しく、実際に観測されるデータは、制御対象のその時点での状態近傍でのデータに

偏ることになる。しかし、常に、それぞれの時点での網の状態近傍における精度の高い受付判定境界が

学習できていれば、常に高品質の通信品質維持が行えるため、学習制御としては、十分な動作を行え

ていると考えられる。実際に、いずれの呼源モデルの場合でも、学習は収束しており、10-6 程度の十分

に小さいパケット廃棄率に制御できている。 

本結果より、呼種ごとの性質が未知であり、その組み合わせに対するトラヒック特性も未知であるような

場合であっても、神経回路網を用いた呼種別の受付判定境界学習によって、網の状態に応じた精度の

高い呼受付判定境界を学習できることが確認できた。 

なお、呼源モデルｂやｃのような呼源に対する接続限界を全領域で完全に学習するためには、接続

限界周辺の全領域で十分な学習データを収集する必要があり、そのためには、学習テーブルのサイズ

を大きくし、より長時間をかけて、様々な負荷状態での学習データ収集が必要だと考えられる。 
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図 3-18 呼種別接続数を入力とした学習型呼受付判定制御の結果 

（３つの呼源モデル、制御開始 15000ｓ後の学習結果） 

[文献(2)より引用、©IEEE 1990]   
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第４章 学習制御による呼受付・リンク容量統合制御の提案 

 

４．１ リンク容量制御への学習機能の必要性 

第４章では、３．１（１）節で述べた階層型の学習型通信品質制御の具体例として、網レベルの制御で

あるリンク容量制御と、第３章で述べた学習型呼受付制御との連携動作により、呼レベルから網レベル

までの統合的な学習制御が実現できることを示す。 

リンク容量制御とは、高速パケットノード間を結ぶリンクについて、網内の特定リンクが輻輳しないよう

に、高速パケットノード間のトラヒックに応じて、リンク容量の割り当てを最適化する制御である。 

ここで、図 4-1 に示すように、高速パケット網において、多数の高速パケットノードは、物理的にはクロ

スコネクトを介して物理回線網に接続されているものとする。物理回線の容量はクロスコネクトによって、

複数の論理リンクに分割されており、それぞれの高速パケットノード間は、論理リンクによって論理的に

直結されているものと考える。各論理リンクの容量は、物理回線の容量の範囲で調節することが可能で

ある[48, 49]。ノード間のパケット通信は、この論理リンクの容量の範囲内で転送される。高速パケットノ

ードは、ノードに接続された端末に対し、呼受付制御を行いながら、要求された呼を接続対地別の各論

理リンクに多重する。論理リンク毎の接続規制の頻度は論理リンクの呼損率となる。特定のノード間の呼

量が多くなると、そのリンクの呼損率が増大する。 

 

図 4-1 分散神経回路網による呼受付制御とリンク容量制御の統合 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

網レベルの制御であるリンク容量制御は、網内の各ノード間のトラヒックと、論理リンクの容量割り当て

を管理し、網全体での呼損率の平均値を最小化する、あるいは、最悪呼損率を最小化する、あるいは、

運ばれる呼量を最大化する、というようなそれぞれの制御目的に応じてリンク容量配分の最適化を行う

制御である。適切なリンク容量割り当てを行うためには、各リンクを利用する通信の発呼率、保留時間、

通信帯域などについての精度よい数値の入手、あるいは、その分布を把握し、リンク容量と呼損率や運

ばれる呼量の関係を把握する必要がある。しかし、第３章で述べたように呼受付制御に学習機能を用い

ている場合は、リンクに対する呼の接続限界、すなわち多重可能な呼数が学習によって変化するため、

リンク容量制御においても、リンク容量と呼損率等の関係をオンライン学習により習得することが必要と

なる。また、学習機能を用いれば、未知の通信トラヒックや、呼受付制御のレベルにおける学習に柔軟
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に追従できるリンク容量制御を実現できる。 

図４-1 に示した通信品質制御系では、各高速パケットノードに呼受付学習制御のための神経回路網

を配備すると共に、ネットワーク制御部には、論理リンクの呼損率推定のための神経回路網を配備する

ことを提案している。これらの分散的に配置された神経回路網が、同時並行的にオンライン学習を行うこ

とで、網全体の安定で効率的な通信品質制御を実現できる。以下では、このような統合型の学習制御

の実現方法を説明する。 

 

４．２ 学習型呼受付制御と学習型リンク容量制御による統合制御の提案 

 以下では、４．２．１節で、第３章で提案した学習型呼受付制御について、リンク容量の変化に追従す

るための拡張を提案すると共に、４．２．２節においては、学習型呼受付制御による同容量リンクに対す

る接続可能呼数の変化に追従するための、リンク容量制御における学習機能の活用方法について、提

案する。 

 

４．２．１ 回線容量付き学習型呼受付制御の提案 

 この章で用いる学習型呼受付制御は、基本的には、第３章で述べた呼受付制御と同等である。しか

し、第３章では、呼を多重化する回線の容量が固定であったのに対し、この章のモデルではリンク容量

制御により、高速パケットノードが接続された論理リンクの回線容量が時間と共に変化する。従って、学

習型呼受付制御においては、その時点の論理リンクの回線容量に応じた呼接続限界を学習する必要

がある。そこで、神経回路網の入力層の細胞を１つ増やし、回線の容量を入力に追加することを考える

（図 4-2）。具体的には、３．４．２節で述べた多元呼受付制御のモデルにおいて、時点ｔにおける呼種 i

（i=１、..、G）の同時接続数を ni（ｔ）とし、その時点での論理リンクの容量をｖ（ｔ）とするとき、これらの全て

を神経回路網への入力とする。このような神経回路網を用いるとき、制御部が呼種ｇの新たな呼接続要

求を受信したとき、神経回路網への入力は、 

 ｛[n1（ｔ）、..、ng（ｔ）+1、.. ｎG（ｔ）]、ｖ（ｔ）｝ (4.1) 

となる。これに対する神経回路網の出力 J（ｔ）に基づき(3.2)式と同等の呼受付可否を判定を行う。図 4-2

は、2 呼種の場合に、リンク容量入力付きで呼受付判定境界を学習させたときの結果のイメージを示し

たものである。神経回路網に、様々なリンク容量における接続数とパケット廃棄率の関係を学習させるこ

とにより、任意のリンク容量の値に応じた接続数限界を導出することが期待されている。 

 

 

図 4-2 異なるリンク容量に対する呼受付判定境界の学習 
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なお、パターンテーブルに保存する学習データは、各呼種の同時接続数 P(t)=[n1（ｔ）、..nG（ｔ）]に、

論理リンク容量ｖ（ｔ）と平均パケット廃棄率ｌ（ｔ）を加えたセット｛Ｐ（ｔ）、ｖ（ｔ）、l(t)｝とする。カテゴリ別パター

ンテーブルへの仕分けの論理は（3．3）式と同等である。 

 

４．２．２ 神経回路網を用いたリンク容量制御の提案 

（１） リンク容量制御の目的関数 

 リンク容量制御は、物理回線の容量制限の範囲内で、制御目標となる網内呼損率の最大値の最小化

や、平均呼損率の最小化、運ばれる呼量の最大化といった目標を達成する最適な論理リンク容量の割

り当てを行う制御である。この制御の実現には、リンク容量を変数とした目的関数を定式化した上で、こ

の目的関数を最小化あるいは最大化するリンク容量の最適な組み合わせを探索するアルゴリズムが必

要となる。この節では、リンク容量割り当て制御で必要となる目的関数を分散型の神経回路網を用いて

構成し、この目的関数を最適化するリンク容量の組み合わせをランダム探索法で探索する手法を提案

する。 

 リンク容量割り当ての目的関数は、制約条件を表す項と、制御の目的を表す項とから構成される。以

下では、制御目的として、１呼種の場合を考え、その呼損率の最大値を最小化する問題を考えることと

する。網内の呼損率の最大値を最小化するための目的関数は、網内の論理リンク数をＬとし、論理リンク

i の呼損率を𝑙𝑖とすると、 

 max ｛𝑙1, 𝑙2, . . 𝑙𝑁｝ → 𝑚𝑖𝑛 (4.2) 

で表される。ここで、呼損率𝑙𝑖は、論理リンクｉの容量𝑣𝑖、加わる呼量𝑎𝑖の関数 Lcallを用いて、 

 𝑙𝑖 = 𝐿𝑐𝑎𝑙𝑙(𝑎𝑖 , 𝑣𝑖) (4.3) 

のように表される。制約条件は、物理回線数を M とし、物理回線ｊの容量を𝑐𝑗は、論理リンク i が物理回

線ｊを経由するかどうかを表す𝑡𝑖𝑗（論理リンク i が物理回線ｊを経由するなら𝑡𝑖𝑗 = 1、そうでなければ、

𝑡𝑖𝑗 = 0）を用いて、 

 ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑣𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 𝑐𝑗  (j = 1, . . M) (4.4) 

のように表される。リンク容量割り当ての目的関数 E は、上記の式を組み合わせ、 

 E(v) = max ｛𝑙1, 𝑙2, . . 𝑙𝑁｝+ 𝛼 ∑ 𝑃(∑ (𝑡𝑖𝑗𝑣𝑖 − 𝑐𝑗)𝑖 )𝑗  (4.5) 

のように表される。ここで第二項の P()は以下のような制約条件を表す関数である。 

 𝑃(𝑥) = {
𝑥, 𝑥 > 0
0, 𝑥 ≤ 0

 (4.6) 

また、αは制約条件が確実に満足されるように制約条件の項の重みを大きくするために定めた、十分大

きな定数である。これにより、(4.5)式を最小化するためには、制約条件の項を０にする、つまりは(4.4)式

を満足することが必要となる。 

 この章では、(4.5)式で表される目的関数を、図 4-3 に示すような構成の神経回路網で実現することを

提案する。呼損率を推定する関数 Lcall の部分は、3 層神経回路網を用いてオンライン学習により実現

する。論理リンクごとに与えられる容量や用いられる呼受付判定の基準が異なることを想定し、神経回路

網を論理リンク毎に独立して配置する。なお、呼量aiについては、保留時間に関する性質が変化しない

と仮定し、発呼率（単位時間当たりの発呼数の観測値）のみを入力し、呼損率との関係を学習により導

出することとする。また、神経細胞 M は、各回線の呼損率の中から最大値を求める演算を行う特殊な神

経細胞である。 

制約条件の項についても、(4.6)式を神経回路網の一部として表現するために、ペナルティ関数を表

す神経細胞 P を定義した。神経細胞 P は、各物理回線ｊについて、その物理回線ｊを経由する論理リン
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クの容量の和から、物理回線の容量を減算し、α倍するもので、減算結果が負の場合に、出力を０にす

る。この細胞は、tij＝１となる論理リンクにのみ接続されている。このペナルティ関数細胞Pの出力と、最

大呼損率演算細胞 M の単純和を求める神経細胞 S の出力が目的関数 E の値となる。 

 この目的関数を構成する神経細胞において、特殊な神経細胞については、目的関数を神経回路網

的な構成として実現する形式的なものであるため、配線も固定的であり学習は不要である。実際には、

計算機上の演算でも実現できるものだが、このような単純な演算であれば、神経回路網同様にハードウ

ェア化も可能であり、リンク数が多い場合の高速な並列も実現可能と考えられる。 

 

 

図 4-3 神経回路網を用いたリンク容量制御のための目的関数の構成 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

（２） 神経回路網による呼損率の学習方法 

上述の多数の神経細胞から構成される目的関数において、学習を行うのは、個々の論理リンク毎に

配置した呼損率を推定する神経回路網部分のみである。この神経回路網の学習においては、それぞれ

の論理リンクごとに、リンク容量と、発呼率、呼損率を周期的に観測し、学習テーブルに保存した上で、

ランダムに学習データを読み出し学習に利用するというシンプルな手法が用いられる。これは、呼の受

付判定のように、１／０の判定境界を学習するのではなく、呼損率という連続的な数値をとる連続関数の

学習であるため、学習データのカテゴリ別保存は不要である。ただし、学習対象となる呼損率について

は、正解値が 10-4から 10-1というような小さな値をとるため、できるだけ神経回路網の出力を大きな範囲

で活用するため、正解呼損率の値をｑ倍に拡大して利用した。このとき、神経回路網として近似できる範

囲が０から１／ｑに制限されることに注意が必要である。 

このような多数の神経回路網を用いた学習制御においては、オフライン学習とオンライン学習を組み
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影響を与えるため、全ての神経回路網をランダムな初期値から制御をスタートさせると、網全体での神

経回路網の学習が収束するのに時間がかかるためである。例えば、ある論理リンクにおいて、呼損率の

推定が大きく誤っており、所定の呼損率を達成するために必要以上に多くのリンク容量を必要とする推

定を行っているとする。この論理リンクと同じ物理回線を経由する他の論理リンクについては、割り当てら

れる容量が本来より小さくなり、本来の容量割り当てに対する学習データを得ることができない。このた

め、本来の容量に対する学習が収束するまでには、誤った容量推定を行う神経回路網の収束を待つ必

要がある。また、学習に必要な学習データが得られない場合、学習が進まなくなるという学習のデッドロ

ックになる場合も考えられる。 

そこで、このような多数の神経回路網を用いた学習制御において、神経回路網の初期値をランダム

な値からスタートさせるのではなく、オフライン学習を行なっておくことで、制御の初期段階である程度の

制御が行える状況にしておくことが有効な手段となる。即ち、個々の通信の性質の詳細が未知であって

も、通信特性に対するおおまなか推定を行い、単純な解析的モデルを用いて効率は低くても安全サイ

ドの初期状態を想定することは可能である。そこで、そのような初期状態の制御を想定した学習データ

をあらかじめ生成し、神経回路網のオフライン学習を行った上で、これを初期値として、より精度のよい

制御の実現に向けて、オンライン学習を継続するという考え方である。 

 

（３） ランダム探索による最適リンク容量探索 

前述の目的関数を用いた最適リンク容量の探索方法について説明する。目的関数が存在するとき、

その最適解を求める手法には様々な手法が提案されているが[65-67]、本論文では、幅広い任意の目

的関数に対応できるシンプルな最適解探索法として、ランダム探索（Matyas法[68]）を用いることとする。

この方法は、目的関数に対して、ある時点のまでに得られた最適解（多数のパラメタに対する値のセット）

があるとき、その最適解を中心として各パラメタ毎に正規分布に従いランダムな値でパラメタ値を変化さ

せた探索点を選び、目的関数を評価する。そして、その探索点での目的関数が、よりよい値になってい

たときには、その点を新たな最適解とする、という手順を繰り返す手法である。この手順の詳細をアルゴ

リズム 4-1 に示す。なお、𝑛𝑠は、ランダム探索の探索試行回数を表す。このアルゴリズムが終了すると、

𝑛𝑠回のランダム探索の結果、見つかった最適探索解が、𝑣𝑏⃗⃗⃗⃗⃗に保存されている。また、探索点の分布を表

す正規分布の分散をσとするとき、σが小さいと最適解近傍のよりよい解を早く見つけられる可能性が

高いが、真の最適解が離れたところにある場合には収束までに長い時間がかかる可能性がある。一方、

σが大きいと、広い範囲の解を探索できるため、遠く離れた真の解に近づき易いが、最適解近傍で精

度の高い解に収束するまでに時間がかかる可能性がある。 

アルゴリズム 4-1 Matyas 法による最適リンク容量探索法 

 

ステップ０） 論理リンクiに対する発呼率ａｉが観測できているものとする。

ステップ１）

制約条件(3.4)式を満たす範囲内で、リンク容量割り当て初期探索点
(3.7)

をランダムに選び、E( )を評価する。

ステップ２）
最適解初期値として、最適解 、最適評価 とする。
また、i=１とする。

ステップ３）
最適解 を中心にした次の探索候補点 とし、E( ) を評

価する。ただし、 の各要素はN(0,σ )の正規分布乱数により生成する。

ステップ４）
もし、 であれば、最適解 、最適評価 と
する。

ステップ５） i=i+１。もし、 ならば終了。そうでなければ、ステップ３へ。
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４．３ 提案手法の評価 

（１） 回線容量付き呼受付制御の学習結果 

神経回路網が、各リンク容量に対応した呼受付判定境界（接続数限界）をオンライン学習により習得

できることをシミュレーションにより確認した。 

呼源としては、ピーク速度 0.002、平均速度 0.001の呼種１と、ピーク速度 0.02、平均速度 0.01の呼

種２の 2 呼種のモデルを用い、負荷についてもｎ1ｖ1=ｎ2ｖ2=0.5 となるような固定負荷での接続要求をラ

ンダムなタイミングで生成した。ただし、この節では、回線容量が１．０に固定されているのではなく、回

線容量が時間と共に０．５から１．０の範囲で、ｃｏｓ関数に従いゆっくりと変動する条件で、学習型呼受付

制御を行った。シミュレーションで用いたソフトウェアやシミュレーション環境については、３．４．２と同様

であり、C 言語で記述したシミュレーションソフトを SUN Workstation 上で実行した。 

神経回路網の重みやしきい値の初期値はランダム値とし、10,000ｓの学習を行った。学習が終わった

神経回路網に対して、リンク容量の入力値として、０．５、０．７５、１．０をそれぞれ入力した状態で、２呼

種の混在状態に対する接続限界を求めた結果を図 4-4 に示す。それぞれに数値解析によって導出し

た接続限界（破線）と、神経回路網が学習した接続限界（実線）とを比較すると、３．４．２節の場合と同様、

ｎ1ｖ1=ｎ2ｖ2=0.5 となるような領域では、いずれの回線容量に対しても、非常に精度よく、接続限界を学習

している一方で、片方の呼種の接続数が大きいが他方の呼種の接続数が小さいような領域では、学習

結果と理論的な値とのずれが大きくなっている。これは、このシミュレーションにおいては、ｎ1ｖ1=ｎ2ｖ

2=0.5 となるような固定負荷としたため、観測できた同時接続数の組み合わせが、このような領域に集中

し、神経回路網はこの領域のデータのみを学習したためだと考えられる。 

 

図 4-4 リンク容量入力付き呼受付制御の学習結果 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

（２） 呼損率推定関数の学習精度 

 神経回路網を用いた呼損率推定関数の近似性能を評価するため、学習により生成した神経回路網の

出力を解析モデルの数値と比較した。学習データは、リンク容量ｖの回線に、速度ゆらぎのない平均速
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度１の呼が、発呼率ａで生成し、多重化するモデルをシミュレートして生成した。保留時間は平均 100s

の指数分布に従うものとした。５００秒間の呼の生成終了過程をシミュレートし、発呼数Ｎｇと呼損数Ｎｒを

計測し、リンク容量（ｖ）、観測した発呼率（Ng/100）、観測した呼損率（Nr/Ng）を学習データとした。神経

回路網の重みやしきい値の初期値は－１から１のランダムな値とした上で、リンク容量ｖと、発呼率ａにつ

いて、容量ｖは０から１００、発呼率については、0から 1（0から 100erlに相当）の範囲でランダムに選び、

上記のシミュレーションにより生成した学習データを用いて、10 万回学習を行った。 

 学習した神経回路網を用いて、目標呼損率(10-1,10-3,10-5)を設定したときに、それぞれのリンク容量に

対して加えられる最大負荷（ｅｒｌ）を求めた結果を図 4-5に示す。図 4-5(a)では、４．２．２（２）節で述べた

q=1 とし、呼損率をそのまま学習データとしたが、図 4-5(b)では、q=５とした。また、比較のため、アーラン

B 式を用いて解析的に求めた最大負荷も図に示した。 

 図 4-5(a)では、目標呼損率 10-1に対する最大負荷の誤差は小さいが、目標廃棄率が 10-3、10-5になる

と、神経回路網の誤差が大きい。これは、ｑ＝１で、呼損率をそのままの値で学習した場合には、小さな

呼損率に対する学習精度が向上しなかったことを表している。一方、図 4-5(b)のグラフより、神経回路網

により導出した最大負荷は、全ての目標呼損率に対して、全域で非常によい近似解析的に導出した最

大負荷と非常に高い精度で一致していることが分かる。これは、図 4-5(b)の方では、ｑ＝５として、呼損

率を５倍に拡大して学習を行ったことにより、神経回路網の推定範囲が０から０．２に制約されるものの、

10-5のような非常に呼損率の小さな値が精度よく学習できたことを表している。 

 

図 4-5 呼損率を推定する神経回路網により導出した最大負荷 

（Ni=2, Nh=10, No=1） 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

 次に、神経回路網の学習精度についてのより詳細な分析を行った。ここでは、学習後の神経回路網

の出力と、アーラン B 式による呼損率の平均二乗誤差を算出した。図 4-6(a)は中間層細胞数を１０とし

たときの学習定数への依存性を、図 4-6(b)は学習定数を固定したときの中間層細胞数への依存性を示

したものである。共にｑ＝１のときとｑ＝５のときの結果を左右に示している。いづれの場合も、ｑ＝１では、

目標呼損率が 10-5のときの誤差が減少しなかった。これに対して、ｑ＝５とした場合、中間層の細胞数を

10 以上とし、学習定数を調節すると、10-5から 10-1までの広い範囲の呼損率に対して誤差を小さくでき

ることが分かる。この結果を踏まえ、以下のシミュレーション評価では、中間層の細胞数を 10 とし、ｑ＝５、

アーランB式による最大負荷

リンク容量（ｖ）リンク容量（ｖ）

加
え
ら
れ
る
最
大
負
荷
（

aｘ
h

er
l）

加
え
ら
れ
る
最
大
負
荷
（a
ｘ

h
er

l）

神経回路網による最大負荷

(a) q=1,c=10 (ｂ) q=５,c=2

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10010 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10-1

10-3

10-5

10-1

10-3

10-5

目標廃棄率 目標廃棄率



 

66 

 

ｃ＝２．０をパラメタとして用いることとした。 

 

 

図 4-6 呼損率推定神経回路網の誤差評価 

（ｑ、学習定数、中間層細胞数への依存性評価） 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

（３） 学習型リンク容量割当制御の性能評価 

学習型リンク容量割り当ての性能を評価するため、呼の受付制御には学習を用いない状況でのリン

ク容量制御を行った。評価するネットワークとして、図 4-7 のようなシンプルな４ノードモデルのネットワー

クを想定した。それぞれのノードから他のノードに直結する６本の双方向の論理リンクが設定されており、

これらの論理リンクが３本の物理回線に収容されている。このネットワークにおいて、各ノード間の負荷を

ランダムな値に変化させながら、以下の３つの手法による呼損率推定に基づきリンク容量割当制御を行

った時の最悪呼損率を比較した。 

Ideal: 加わる発呼率、保留時間の真値に基づきアーラン B 式で呼損率を算出した場合（理想解） 

Erl: 観測した発呼率に基づきアーラン B 式で呼損率を算出した場合（保留時間は１００ｓに固定） 

NN: 観測した発呼率に基づき神経回路網を用いて呼損率を推定した場合 

なお、学習の効果を確かめるため、通信の保留時間が設計時の値と等しい場合（100s）と、設計時と

は異なる場合（50s）の評価を行った。具体的なシミュレーション条件は以下の通りである。シミュレーショ

ンで用いたソフトウェアやシミュレーション環境については、３．４．２と同様であるが、C 言語で記述した

シミュレーションソフトに、リンク容量最適化のための目的関数や、Matyas 法による最適リンク容量探索

の拡張を行った。 
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図 4-7 リンク割当制御の評価に用いたネットワークモデル 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

多重する通信としては、通信速度にゆらぎのない平均速度１、平均保留時間１００ｓの通信のみを考え、

呼受付制御は単純にリンク容量に速度１の空きがあるかどうかで判定する。即ち、リンク容量１００であれ

ば、単純に１００の通信を多重できる。物理回線の容量は、ノード間の呼量が 100ｅｒｌのときに呼損率が０．

０１以下となるように設定した。具体的には、アーランＢ式より各リンクに必要な容量が１１７となるため、こ

れらの論理リンクがちょうど収容できるように、ＣＡ＝ＣＣ＝１１７ｘ３、ＣＢ＝１１７ｘ４とした。 

各ノード間の負荷については、5000s 毎に、80 から 120 erl のランダムな値に変化させた。各リンク

の発呼数と呼損数の観測周期は 500s とし、この観測値が得られるたびに、神経回路網の学習と、リンク

容量の割り当て最適化を行った。なお、ランダム探索においては、各リンク容量をσ=1 の正規分布によ

り、変動させた点を探索点として目的関数の評価を繰り返した。探索の回数ｎｓ=5000 とした。また、神経

回路網の初期値としては、保留時間を 100s としたときの発呼率、リンク容量から呼損率を推定する関数

をオフライン学習させたものを用いた。 

このような状況において、設計時の保留時間が 100s であるのに対し、通信の保留時間が 100s のま

まとした場合のシミュレーション結果を図 4-8(a)に、通信の保留時間を 50s に短縮した場合の結果を図

4-8(b)に示した。 

図 4-8（a）より、設計時通りの保留時間でのシミュレーションでは、アーランB式を用いても、神経回路

網を用いても、観測した発呼率に基づく呼損率推定によるリンク容量制御は、理想解と同等レベルの呼

損率を達成できていることが分かる。これは、神経回路網の呼損率推定が、アーランB式をよく近似でき

ていることを示している。 

一方、図 4-8（b）を見ると、実際の保留時間が想定よりも短かった場合には、アーランB式を用いた呼

損率推定では、保留時間が誤っているため正しいリンク容量割当が行えず、理想解に比べ呼損率が大

きな値になっている。一方、神経回路網を用いた制御では、オンライン学習により、神経回路網が発呼

率と呼損率の関係を修正し、状況に応じた正しい呼損率を推定できるため、図 4-8(a)と同様の理想解

に近い小さな呼損率を達成できていることが分かる。このことより、神経回路網を用いた学習型リンク容

量制御は、トラヒックの性質が未知であっても、新たな環境での呼損率の変化を学習することで、このよう

な想定外の変化にも柔軟に対応できることが分かる。 
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図 4-8 神経回路網を用いたリンク容量割り当て制御 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991] 

 

（４） 学習型呼受付制御と学習型リンク容量割当制御の統合動作の評価 

 網レベルの学習型リンク割当制御が、呼レベルの学習型呼受付制御の変化に追従した制御を行なえ

ることを確認するため、これらの制御のオンライン学習を同時に行う統合制御の動作を評価した。 

ネットワークモデルは前節と同じ図 4-7のモデルを用いる。呼種としては、ピーク速度 2、平均速度 1、

平均保留時間 100s の１呼種のみとした。各ノードには、呼種１の接続数とリンク容量から受付判定を行

うための神経回路網が配置されている。また、網制御部には、各論理リンクの発呼率とリンク容量から呼

損率を推定する神経回路網が配置されている。これらの神経回路網は、全て Ni=2、Nh=10、No=1 の

サイズである。 

初期値としては、呼受付制御の神経回路については、最大速度による受付制御（ピーク速度の和が

リンク容量以下なら受け付ける）を行うようにオフライン学習を行った。これは、非効率であるが、パケット

廃棄を生じない安全な受付制御である。これに伴い、呼損率推定の神経回路網の初期値についても、

リンク容量をピーク速度で割った回線数に対する呼損率を推定する関数をオフライン学習させた。 

物理回線容量については、各リンクへの負荷が 60 erlのときに呼損率が 0.01 となるように設定した。

即ち、60 erl で呼損率を 0.01 にするための回線数が７５であり、ピーク速度を考慮すると、論理リンクに

必要な容量は 150 となる。そこで、物理回線容量は、ＣＡ＝ＣＣ＝150×3、ＣＢ＝150×4 とした。 
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 シミュレーションでは、各リンクに加わる負荷を周期的に変化する状況で、各リンクの呼損率の中で最

大となるものを観測した。図 4-9(a)は、各リンクに加わる呼量の変化を表したものである。シミュレーショ

ンの開始後、呼接続制御、呼損率推定の神経回路網は、共に、それぞれの観測データに基づくオンラ

イン学習を行った。また、リンク容量の最適化は、５００ｓ毎の発呼数、呼損数の情報収集の度に行った。 

学習制御の効果を明らかにするため、リンク容量を初期値に固定したままの場合（リンク容量固定）と、

呼損率推定関数の学習を行わずにリンク容量割当制御を行った場合（学習なしリンク容量割当）と、呼

損率推定関数のオンライン学習を行ないながらリンク容量割当制御を行った場合（学習型リンク容量割

当）のそれぞれを同条件でシミュレートし、その最大呼損率の時間変化を観測した。なお、いずれの場

合も呼受付制御においてはオンライン学習制御を行っている。 

 シミュレーション結果を図4-9(b)に示す。まず、リンク容量固定の場合は、負荷が偏ると、負荷が大きい

回線の呼損率が単純に高くなるため、負荷変動のパターンに合わせて最大呼損率が変化する。ただし、

全ての回線に対して８０ｅｒｌが加わるポイントでの呼損率は０．０１を大きく下回っている。初期設計時は、

６０ｅｒｌで呼損率が０．０１となる容量を割り当てておいたのに対し、容量固定で８０erl を加えても呼損率

が０．０１よりも小さな値となっているのは、呼受付制御の学習により、多重化された通信の速度ゆらぎを

考慮しつつ、同容量のリンクに対して、より多くの通信を受付可能であることを学習した結果である。 

 次に、呼損率の学習を行わないリンク容量割当制御の結果を、リンク容量固定の結果と比べると、負

荷の変動に対して、リンク容量割当を最適化することにより、最大呼損率を低下させることができている。

特に、負荷が偏ったときでもリンク容量固定の場合に比べ、大幅に最大呼損率が減少しており、負荷変

動に対して、適切なリンク容量の配分が行えていることが分かる。 

さらに、学習型リンク割当制御では、学習なしのリンク割当制御に比べ、さらに、最大呼損率を低下さ

せることができている。これは、呼受付制御の変化に合わせて、呼損率推定関数を修正させたため、より

実態に合わせた効率的なリンク容量割当の最適解が探索できるようになったためであると考えられる。 

この結果より、学習型呼受付制御と学習型リンク容量制御のオンライン学習による連携統合制御が実

現可能であり、相互の学習結果を考慮した最適な制御が行えることが確認できた。 

 

図 4-9 学習型呼受付制御と学習型リンク容量制御の統合制御の結果 

[文献(3)より引用、©IEEE 1991]  
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第５章 仮想出力バッファ法を用いた安全な学習型通信品質制御の提案 

 

５．１ 実データに基づく学習の課題 

第３章では、リーキーパターンテーブルを用いて学習データの保存方法を工夫することで、観測頻度

の小さい通信品質の悪い状態のデータを最大限に活用し、大きなパケット廃棄率が観測されるような制

御誤りの状態を必要最小限とするようなオンライン学習型通信品質制御を提案した。しかし、通信品質

に対して極めて厳しい要求をする通信サービスにおいては、一時的であっても、このような通信品質が

低下する状態が許容できない場合がある。そこで、本章では、実網よりも通信環境が悪い状態を仮想的

に作り出し、この仮想環境から得られたデータを学習することにより、実際の網では通信品質が悪い状

態を経験しなくても、安全で効率的なオンライン学習を実現する方法を提案する。 

まず、第３章で説明した学習型呼受付制御の課題を述べる。オンライン学習では、通信ノードにおい

て、要求された呼を順次受け付けていき、高パケット廃棄率を観測した時点で、接続可能な呼数の限界

を学習する。このような実際の網から観測されたデータに基づく学習制御方法では、真の限界を知るた

めには、限界を超えた状態に関する情報が不可欠である。しかも、接続限界越えの経験は、一度限りで

はなく、制御対象となる通信のトラヒック特性の変化や、新たな通信サービスの追加などの通信対象の

特性が変化し、接続限界の位置や形状が変化するたびに、新たな接続限界越えの経験が必要となる。

また、トラヒックの性質が変化していない場合でも、限界の位置が変化していないことを確認するために

は、限界を超えた接続を行ない、これを確認するより他に方法がない。従って、実データに基づくオンラ

イン学習制御方式では、第３章で述べたような工夫により、接続限界超え状態の発生頻度を低く抑える

ことは可能だが、接続限界超えを継続的に経験することは避けられない。 

ここで、学習の対象が呼損率のような通信品質であれば、ネットワークが一時的に目標品質を超える

ような状態であっても、利用者には、それほどの大きな影響はないかもしれない。しかし、学習対象がパ

ケット廃棄率のようなパラメタの場合は、通信品質の低下は通信中の利用者の通話や映像が乱れるとい

った影響を与えることになるため、このような制御モデルは実網への適用は困難である。従って、実際の

網における接続限界超えを継続的経験の必要性は、オンライン学習の実網への適用に向けた大きな

課題となる。 

 

５．２ 仮想出力バッファ法を用いた学習型呼受付制御方式の提案 

（１） 仮想学習データの収集 

本章では、パケット廃棄率のような通信品質制御において、実際の通信網では通信品質の悪い状態

を経験することなく、真の接続限界を学習するための手法として仮想学習データを利用する方法を提案

する。仮想学習データとは、実際の網や通信システムよりも環境の悪い仮想的な通信網やシステムの動

作をリアルタイム・シミュレーションしたときに観測される通信品質データのことである。 

一例として、３．４．２節で述べたような 2呼種の呼接続限界の学習について考える。図 5-1(a)は、３．４．

２節で述べたような実網での接続限界越え状態の観測に基づき、呼接続限界を学習する様子を示して

いる。これに対し、出力回線の容量が、実際の容量の９割であった場合を想像すると、実回線に比べ少

ない接続数で容量の限界となる。図 5-1(b)は、容量が９割しかない場合の接続限界の例を図中の破線

で示した。ここで、この９割の容量の回線に、図 5-1(a)と同様の呼接続要求がきた場合に、図 5-1(a)より

も早い段階で、破線の接続限界を超え、高パケット廃棄が観測されることになる。この状態での仮想的

な学習データに基づき呼受付判定を学習すると、図 5-1(b)に示すように、帯域９割の回線に対する接続

限界を一時的に超えるが、その結果を学習することで、帯域９割の回線に対する接続限界を学習し、そ

の後は、これに基づく呼の受付を行なうことになる。従って、このような仮想的な学習データに基づく学
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習を行うことができれば、実際の回線ではパケット廃棄を観測せずに、安全な呼受付制御を行える可能

性がある。ただし、単純に９割容量の回線からのデータを学習するだけでは、９割回線に対する接続限

界を正しく学習できるだけであり、この接続限界を用いていたのでは、回線の９割までしか活用できない。

そこで、更なる工夫が必要となる。 

 

図 5-1 仮想学習データに基づく安全な学習制御のイメージ 

 

（２） 仮想出力バッファによる仮想学習データの収集 

ここで、前述のような仮想的な帯域をもつ出力回線におけるパケット廃棄率をリアルタイムに観測する

方法として、仮想出力バッファシミュレータを提案する。この方法では、出力バッファに接続された出力

回線の帯域が、実際の帯域の９割や８割に低下した仮想的な出力バッファをリアルタイムにシミュレーシ

ョンを行う機能を実現し、実際に到着するパケットと完全に同等のタイミングで帯域の狭い回線に対して

パケットが到着したときのパケット廃棄率をリアルタイムで正確にシミューレートする。 

図 5-2 は、このような仮想出力バッファを実現するカウンタ回路の構成を示したものである。この回路

では、パケットの到着や廃棄をシミュレートすることが目的であるため、パケットのデータ自体を保存する

メモリやパケットの書き込み、読み出しの動作などは必要がない。図の上部には実際の出力バッファが

あるが、その入り口には、到着検出部が配置されており、パケットの到着を検出する度に、仮想出力バッ

ファシミュレータに信号を送る。仮想出力バッファシミュレータは、複数のカウンタから構成される回路で、

それぞれのカウンタが仮想的なバッファの待ちパケット数を数える働きをする。到着検出部から信号が

来ると、それぞれの仮想出力バッファの待ちパケット数を１増やす。また、仮想出力バッファＡ，Ｂの待ち

パケットを、それぞれ、実際の出力回線の０．９、０．８の頻度で読みだしたものとして、待ちパケット数を、

それぞれの帯域に応じた頻度で、１減算する。これにより、実際の出力バッファと同等の頻度でパケット

が到着するが、出力回線の帯域が実際の０．９、０．８の帯域となっていた場合のバッファ内の待ちパケ

ット数の増減をシミュレートできる。仮想出力バッファのサイズは、実際の出力バッファと同じであり、これ

らのバッファがオーバーフローしたときのパケット廃棄数等、仮想出力バッファの通信品質を観測できる。

こうした仮想出力バッファのシミュレーションは、簡単なカウンタのみで実現できるため、専用のハードウ

ェアや、DSP（デジタル信号処理プロセッサ）などを用いて、実際のパケットノードの中で実現することは

容易と考えられる。 

ここで、仮想バッファの出力帯域が低下すれば、バッファにおけるパケットの待ち合わせの確率が高く

なり、実際の出力バッファに比べ、バッファにおける転送待ち遅延時間が伸びたり、パケット廃棄率が増

大したりする。このため、パケット廃棄率等の通信品質に対して同じ目標値を設定すると、出力回線の帯

域を９割、８割に減少させるほど、少ない接続数で限界となる。従って、実際の網の状態が変化するとき
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に、実回線でのバッファの通信品質を観測すると同時に、このような出力帯域を減少させた仮想環境で

の通信品質を観測すると、図 5-3 に示すような結果が得られると考えられる。ここで、図 5-3（ａ）から（ｃ）

は、いずれも、接続数の変化（状態遷移）は同一である。しかし、実回線では通信品質は目標値を満足

していているような接続数であっても、出力回線帯域が仮想的に９割、８割に絞られた環境では、図 5-3

に示したようにそれぞれの仮想環境での接続数限界を超えると要求品質目標を満足できない悪い通信

品質が観測されることになる。 

 

 

図 5-2 仮想出力バッファの構成 

 

 

図 5-3 仮想出力バッファ法による仮想学習データの生成イメージ 

 

（３） 仮想出力バッファ法を用いた学習型呼受付制御方式 

前述の仮想出力バッファシミュレータから得られる仮想学習データに基づく学習型呼受付制御方式

を説明する。図 5-4 は仮想出力バッファを用いた学習型呼受付制御方式の構成を示している。全体構

成は、従来の学習型呼受付制御の図 3-2 と同等であるが、それぞれの出力バッファに対して、前述の

仮想出力バッファ部が配置されている。このシステムでは、それぞれの観測周期毎に、実バッファ、およ
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び、それぞれの仮想出力バッファ部内の各容量の仮想回線に対するパケット到着数や廃棄数が観測さ

れ、その時点の網の状態（例えば呼種別同時接続数）と、仮想回線容量とセットで、学習データとして保

存される。例えば、呼種数がNで、観測時点ｔの呼種 i（i=1,..N）の接続数をni(t)、シミュレートする仮想回

線数が M で、仮想回線容量 Vｊ（ｊ=1,..M）に対するパケット廃棄率 Lｊのとき、 

(n1,n2,..nN, ｖ1, l1) 

(n1,n2,..nN, ｖ2, l2)  

... 

(n1,n2,.nN, ｖM, lM) 

が、それぞれ、学習データとして、カテゴリ別パターンテーブルに保存される。 

 

図 5-4 仮想出力バッファ法を用いた学習型呼受付制御 

 

図 5-5 仮想出力バッファ法を用いる場合の神経回路網の入出力 

 

この学習型呼受付制御では、仮想回線容量がパラメタとして追加されているため、神経回路網の入

出力は、従来の同時接続数（図 5-5(a)）に加え、仮想回線容量が入力に追加される（図 5-5(b)）。そして、
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前述の学習データが、カテゴリ別テーブルを選択した上で、その選択されたカテゴリの学習データテー

ブルに保存されたデータをランダムに選択して学習に利用する。 

ここで、複数の仮想出力回線から観測した仮想学習データを利用した学習時の動作を説明する。ま

ず、ある同時接続数の状態で、実回線からのデータに加え、出力回線の帯域を９割や８割に絞った場

合の仮想的な観測データが得られるとき、出力回線ではパケット廃棄が０であっても、帯域の細い仮想

回線ではパケット廃棄が観測される。そして、これらのデータは図 5-6(a)に示したように、仮想回線の容

量を横軸とした連続曲線として近似することができる。神経回路網は、様々な同時接続数の状況におい

て、このような曲線を学習するため、全体像としてみると、神経回路網が学習するのは図 5-6(b)のような

曲面になる。ここで、横軸を同時接続数、奥行きを回線容量、縦軸をパケット廃棄率としている。ある時

点において、その時点までの最大の同時接続数がｎであったとすると、パターンテーブルに保存されて

いるデータは、同時接続数がｎ以下の領域のデータである。従って、この図 5-6(b)では、同時接続数が

ｎより小さい領域での曲面のみを神経回路網は学習していることになる。なお、学習データは離散的で

あるため、神経回路網は、学習データを内挿することで、この曲面を生成する。そして、このような曲面

が学習できているとき、同時節数がｎよりも少し大きな領域については、神経回路網は、この曲面が同様

の傾向をもつものとして外挿した曲面に基づく値を出力することになる。 

 

 

図 5-6 仮想出力バッファを用いた接続数限界の学習のイメージ 

[文献(8)より引用加筆、©IEEE 1994] 

 

これは、従来の実回線のデータのみからパケット廃棄率を学習していた状況とは大きく異なる。図

5-6(c)から分かるように、実回線の学習データから接続数限界を学習する状況では、接続数を増大させ

ていくと、急にパケット廃棄率が増大するため、接続限界に近づいていることが全く分からない。これに

対して図 5-6(b)のような仮想学習データに基づく学習では、実回線上の接続数の限界ｎlimには至らない

状況であっても仮想回線上で、大きなパケット廃棄率が観測できる。そして、それぞれの仮想的な容量
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の回線に対する呼接続限界を学習するだけでなく、この呼接続限界を外挿することにより、実回線上で

の接続限界を推定可能とするのである。 

この方法では、仮想回線上での学習データを利用した学習であるため、実回線上での利用者の通信

には通信品質の悪化を生じさせることがない。また、実回線の一定の帯域を留保する形態での接続数

限界を学習しているわけではないため、回線の利用効率を低下させることもない。従って、通信の利用

者には影響を与えない安全でかつ効率的なオンライン学習型通信品質制御を実現することができる。

このような仮想出力バッファシミュレータから得られた仮想学習データを学習することで、安全な学習制

御を行う手法を仮想出力バッファ法と呼ぶこととする。 

 

（４） 指数的スケールで高精度学習する平滑化対数変換学習法の提案 

本節では、バラつきの大きい学習データから、８桁にもわたる指数関数的にスケールの大きい範囲で

値をとるパケット廃棄率の平均値を非常に精度よく学習する手法として、平滑化対数変換学習法を提案

する。 

第３章では、神経回路網を用いて呼受付判定としての１／０の値をそのまま正解値として学習を行っ

た。第４章では、４桁程度の範囲の値をとる呼損率について、正解値を適切に拡大することで学習を行

った。しかし、この章で目標とする図 5-６に示したようなパケット廃棄率の曲面を内挿や外挿するために

は、10-8から10-1という非常に広範囲に亘るパケット廃棄率の値を、非常に精度よく直接推定する関数を

学習する必要がある。しかも、パケット廃棄率の学習においては、正解値のスケールの大きさに加え、利

用できる学習データのばらつきが非常に大きいという課題もある。 

課題のイメージを明らかにするため、通信サービスのパケット生成頻度が２状態のＭＭＰＰ

（Markov-modulated Poisson Process）モデルで近似できる場合を想定し、Ｎ個の通信が多重化されて

いる状況を想定する。MMPP モデルは、ρの確率でパケットを生成する状態とパケットを生成しない状

態の２状態を持ち、状態間でランダムに状態遷移を行うというモデルである。ここで、それぞれの状態の

平均継続時間をμ１、μ２とする。このようなパケット生成源をＮ回線多重した場合、最大パケット到着量

はＮ・ρ、最小パケット到着量は０、平均パケット到着量はＮ・ρ・μ１／（μ１＋μ２）となる。また、パケット

生成率にパケット長を掛ければ、必要な通信速度に換算できる。このようなパケット生成源が、バッファ

を介して出力回線に転送される場合の仮想回線帯域とパケット廃棄率の関係を考える。 

具体例として、ピーク速度 6.5Mbps、平均速度 3.25Mpbps、各状態の継続時間１ｓの MMPPモデルで

表される通信サービスを、7.5Mbpsから 150Mbpsまでの帯域をもつ仮想回線上に２４回線多重化する誌

ミューレーションを行った。バッファサイズは１００とした。観測周期 100ms 毎に観測した 1000 回のパケッ

ト廃棄率を、各回線帯域毎にプロットした結果を図 5-7 に示す。グラフからわかるように、回線の帯域が

増えるにつれ、パケット廃棄率は小さくなっていくが、その観測値は、多数のパケット廃棄率０の観測値

と、パケット廃棄率 10-1から 10-4程度に分布したいくつかの観測値となっている。廃棄０の観測は、非常

に頻度が多い、グラフ上ではデータが完全に重なっているため 1 点に見えている。このような観測デー

タからオンラインで精度のよい平均パケット廃棄率を求めるのは容易ではない。たとえば、999 回のパケ

ット廃棄０に対して、パケット廃棄率 10-3が 1回観測された場合、これらの値の平均を求め、平均パケット

廃棄率１０-6を推定することが求められるが、このようなデータがオンラインで逐次観測される状況におい

て、このような精度の良い平均パケット廃棄率を学習するのは容易ではない。 
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図 5-7 出力バッファの回線帯域と観測されたパケット廃棄率の分布 

[文献(8)より引用加筆、©IEEE 1994] 

 

 また、このような非常に小さな観測データに基づき単純に神経回路網の学習を行うと、平均パケット廃

棄率 10-6や 10-4といった桁の違いに小さい値の領域では、精度のよい学習が行えないという課題もある。

これは、学習アルゴリズムが二乗平均誤差を最小化する原理に基づいているためである。０に近い小さ

な値の学習を続けると、神経回路網の出力値は、いづれの入力に対してもほぼ０を出力するように収束

するが、その状況では、パケット廃棄率が０．１から１といった大きな値をとる領域での二乗誤差に対して、

パケット廃棄率が 10-6や 10-4といった非常に小さな値をとる領域での二乗誤差は極めて小さくなる。この

ため、パケット廃棄率が非常に小さい領域では、学習が進まなくなるのである。 

そこで、指数オーダの誤差が大きく感じられるように、パケット廃棄率そのものを学習するのではなく、

パケット廃棄率の対数を学習する方法が考えられる。ただし、対数値が０－１の範囲に収まるように、適

当にスケール変換することが必要である。例えば、観測するパケット廃棄率𝑙𝑒の範囲が 10-aから１の範囲

とするとき、次式により変換したｚを学習の正解値として用いるのである。ただし、logの底は 10である。ま

た、観測したパケット廃棄率が 10-a以下のときは、ｚ＝０とする。 

 z={
(log(𝑙𝑠) + 𝑎)/𝑎 𝑙𝑠 ≥ 10−𝑎

0 𝑙𝑠 < 10−𝑎 (5.1) 

このような変換を用いた学習を行った場合は、神経回路網の出力値が y であれば推定されるパケット

廃棄率は、 

 10−𝑎(𝑦−1) （5.2） 

で表されることになる。 

このような変換を用いてパケット廃棄率の対数を学習する場合に課題となるのは、従来のバックプロ

パゲーション法による学習では、学習データの平均値に正解が収束していく点である。パケット廃棄率

を直接学習データとして用いる場合は、ばらつきのあるパケット廃棄率の観測値から、パケット廃棄率の

平均値が出力されるように神経回路網は収束していく。しかし、上述のような変換を用いて学習を行うと、

観測したパケット廃棄率の平均値の対数値に収束するのではなく、対数値の平均値に収束してしまう。 

 この問題を解決するため、本節では、平滑化対数変換法を提案する。この学習方法では、観測したパ

ケット廃棄率と神経回路網の出力値から推定したパケット廃棄率との重み付き平均値を学習の正解値と

して用いることとする。今、学習データが、通信網状態ｎ、観測パケット廃棄率𝑙𝑠であるとする。通信網状

態ｎを入力したときの神経回路網の出力値をＦ(n)で表すとき、神経回路網が推定したパケット廃棄率𝑙𝑒

は(5.2)式より、𝑙𝑒 = 10𝑎(𝐹(𝑛)−1)で表される。このとき、学習に用いる正解パケット廃棄率𝑙𝑡を、推定したパ

ケット廃棄率と観測パケット廃棄率をα：１－αに内分した点とする（0≦α≦１）。 
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 𝑙𝑡 = (1 − α)𝑙𝑒 + α 𝑙𝑠 (5.3) 

ここで、α＝１のときは𝑙𝑡 = 𝑙𝑠で観測値をそのまま学習に用いる場合に相当する。一方、αが小さい値

のときは、神経回路網による推定値を、観測値に向かって少しだけずらした位置を、正解値として学習

することになる。実際の神経回路網への正解値としては、上記で求めた𝑙𝑡を(5.1)式で変換した値を用い

ることとなる。 

 ここで、提案手法の具体例として、図 5-7 に示したデータを用いて、上述の方法で正解値を生成した

場合の正解値の収束値を評価した。ここでは、平均パケット廃棄率が 10-6程度となることを想定し、(5.1)

式のａ＝８として、10-8以下の値を０とする変換を用いた学習を行うこととした。(5.3)式におけるαを１．０

から０．００１まで変化させた結果を図 5-8 に示す。α=1 とすると、パケット廃棄率が１に近い領域での精

度は高いが、パケット廃棄率が 10-1以下の領域では誤差が非常に大きい。これに対してαを小さくして

いくと、パケット廃棄率が小さい領域での誤差が小さくなり、α=0.001 のときは、10-6程度の領域まで、極

めて精度のよい収束が可能となっていることが分かる。 

 このことから、提案のような平滑化対数変換学習法を用いれば、ばらつきの大きいパケット廃棄率の観

測値から、指数的に広い範囲で分布する平均パケット廃棄率を高い精度で学習できることが分かる。た

だし、本方式では小さいαを用いて、パケット廃棄率の平均値をゆっくりと学習することによって神経岐

路網の出力値が安定する方法であり、学習には時間がかかる。 

 

 

図 5-8 平均パケット廃棄率および学習したパケット廃棄率の関係 

[文献(8)より引用加筆、©IEEE 1994] 

 

５．３ 提案手法の評価 

 仮想出力バッファ法を用いた学習型呼受付制御の性能をシミュレーションにより評価した。シミュレー

ションモデルは図 5-4の構成の通りで、このモデルを用いて、従来の実回線からのデータのみを学習す

る呼受付制御と、仮想バッファを用いた仮想データを学習する呼受付制御による、接続呼数の変化を

比較した。多重化する通信としては、先に述べた MMPP モデルに基づく２呼種を想定した。それぞれの

呼種のピーク帯域が、15Mbps および 1.5Mbps で、ピーク帯域状態、サイレント状態の平均継続時間が

それぞれ１ｓとした。即ち、呼種１，２を１５０Mbps の回線に多重化するとき、ピーク速度の和を考慮すると、

それぞれ、１０呼、１００呼しか接続できないが、平均速度の和で考えると、それぞれ２０呼、２００呼まで

接続することが可能である。 

学習制御に先立ち、この MMPP モデルに基づく２呼種を多重化したときの、真の接続数の限界を把

握するために、２呼種の様々な接続数の組み合わせ状態において、150Mbps、出力バッファ100の実回

線に多重化したときの 2000ｓ間の平均パケット廃棄率をシミュレーション評価した。その結果を、図 5-9
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に示す。ピーク帯域が大きい呼種１では、ピーク帯域に基づく受付制御に近い状況になっているのに対

し、ピーク帯域が小さい呼種２では、平均帯域に基づく受付制御に近い状況になっていることが分かる。

このグラフより、任意の目標パケット廃棄率に対する受付判定境界を求めることができる。 

 

 

図 5-9 2 呼種の MMPPモデル多重化時のパケット廃棄率 

（b1=15Mbps, b2=1.5Mbps, 実回線 150Mbps、バッファ 100） 

[文献(8)より引用加筆、©IEEE 1994] 

 

学習型呼受付制御のシミュレーションでは、物理回線の帯域は 150Mbps、バッファサイズは１００とし

た。仮想回線の帯域は、7.5Mbps 刻みで２０個の仮想帯域を持つ仮想出力バッファをシミュレートし、仮

想学習データを生成した。神経回路網のサイズは、Ni=3、Nh=10、No=1 であり、神経回路網への入力は

呼種１，2の接続数 n1、n2、および、仮想回線帯域ｖである。神経回路網の初期値としては、オフライン学

習により、“ピーク帯域ｘ接続数＝回線容量”という安全だが非効率な受付判定を学習させたものを用い

た。シミュレーションで用いたソフトウェアやシミュレーション環境については、３．４．２節と同様であるが、

C 言語で記述したシミュレーションソフトについて、パケット生成部を MMPP モデルとし、出力バッファ部

に仮想出力バッファのシミュレータ部を拡張した。また、神経回路網の学習部については、平滑化対数

変換法を組み込んだ。 

図 5-10 は、従来の実回線からのデータのみを学習する呼受付制御（図 5-10(a)）と、仮想バッファを

用いた仮想データを学習する呼受付制御（図 5-10(b)）による、制御開始後の 2000s 間のシステムの呼

接続数の変化を表したものである。仮想バッファを用いる学習では、平滑化対数変換学習法を用いた

（α=0.001）。それぞれ図中には、初期状態での呼受付判定の境界（破線）と、図 5-9から求めた真の呼

受付判定境界(実線)を示した。 

図 5-10(ａ)より、従来の実回線からのデータに基づく呼受付制御では、通信の受付を順次進めながら

オンライン学習を行ううちに、呼の受付判定境界が初期状態から変化し、より多くの呼を受け付けるよう

になり、真の呼受付判定境界を超えるような接続数まで許容する結果となっていることが分かる。一方、

図 5-10(b)を見ると、同時接続数の変化は、初期状態の呼受付判定境界（破線）を超える領域にまで、

接続数を増やしていくが、真の呼受付判定境界（実線）を超えない範囲での同時接続数変化となってい
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ることが分かる。これは、提案の仮想出力バッファからの仮想学習データを用いたパケット廃棄率の曲面

をうまく学習できたことを示しており、パケット廃棄率の推定値の精度も十分であったと考えられる。 

この結果より、仮想出力バッファ法を用いた学習型呼受付制御では、実際の網からのパケット廃棄を

観測することなく、きわめて精度のよい真の接続限界を学習することができることが確認できた。また、こ

の技術を用いれば、実際の利用者の通信品質を低下させることのない、安全なオンライン学習制御が

実現可能であることを明らかにした。 

 

 

図 5-10 仮想出力バッファ法を用いた制御による呼接続数の変化 

[文献(8)より引用加筆、©IEEE 1994] 
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第６章 広域同期網のための連続タイムスロットスケジュール法の提案 

 

第６章では、任意トポロジーの網における効率的タイムスロット割り当てを実現するため、従来網で提

案されていたタイムスロットの連続割当法をベースとした改良方法を提案する。連続割当法は、同一パ

スのタイムスロットを連続的に割り当て、途中のガードタイムを省略しデータ転送に有効活用することで

波長利用効率を向上する。しかし、前述のフレーム位相非同期のモデルにおいては、連続する多数の

タイムスロットを隙間なく効率的に割り当てることが困難であり、連続タイムスロットを効率的に割り当てら

れないという課題がある。そこで、タイムスロット割り当て後に大きな連続空き領域が残るようにするため、

リンク伝搬遅延に基づき各フレームの開始位置をシフトさせる擬似的フレーム位相同期法を提案する。

また、単純な連続割当（完全連続割当）では、小さな連続空き領域を有効利用できないことから、大きな

連続空き領域がない場合には、タイムスロットを分割しながら割り当てる分割連続割当法を提案する。こ

れらの手法を組み合わせた新たなタイムスロットスケジュール法を、連続タイムスロットスケジュール法と

呼ぶ。以下では、６．１節では、連続タイムスロットスケジュール法の詳細を明らかにし、６．２節では、シミ

ュレーションを用いて提案アルゴリズムを用いた性能評価を行い、提案方式の有効性を明らかにする。 

 

６．１ 提案手法 

この節では、広域同期網の条件を考慮した効率的なタイムスロットスケジュール法として、従来の

First-Fit 法と連続割当法をベースとし、擬似的フレーム位相同期法と、分割連続割当法を組み合わせ

た連続タイムスロットスケジュール法を提案する。以下では、まず、（１）項で連続割当法利用時のタイム

スロット長に関する考察を踏まえた上で、（２）項では擬似的フレーム位相同期法、（３）項では分割連続

法を詳細に説明し、（４）項で提案法の全体の流れをまとめる。 

 

（１） 連続割当利用時のタイムスロット長 

ガードタイムが長い広域同期網では、２．６節で述べた連続割当法によるガードタイム削減が有効と

考えられる。ここで、タイムスロット長を TS、ガードタイム長を TG とするとき、連続割当を行わずタイムスロ

ット毎にガードタイムを挿入するときの波長利用効率の上限は(TS-TG)/TS となる。このため、波長利用効

率向上のためにはタイムスロット長をガードタイム長より十分に長い値とする必要がある。一方、同一経

路の a 個のタイムスロットを連続して割り当てたときに、先頭以外のガードタイムを情報転送に有効活用

した場合の利用効率は(a∙TS-TG )/(a∙TS )となる。この式は a が増大すると１に近づく。フレーム周期が一

定のとき、タイムスロット長を短くすると、各パスに割り当てるタイムスロット数が増えるため、連続割り当て

が行えれば、利用効率を向上できる。従って、同一経路のタイムスロットを効率よく連続的に割り当てら

れるのであれば、従来の設計法のように、ガードタイム長に対してタイムスロット長を長くし、網利用効率

を向上させる、ということを考える必要はなくなる。 

ここで、連続割当を行う場合の利用可能帯域、おおよび、必要タイムスロット数を定式化する。まず、

フレーム内の a個のタイムスロットを連続して割り当てた時に、情報転送に利用できる帯域 rC (a)は、波長

の帯域を C、フレーム長を F とすると、 

 rC (a)=(C/F)(a∙TS-TG )/TS (6.1) 

となる。また、要求帯域 r のパスを、全て連続して割り当てるときに必要なタイムスロット数 MC (r)は、 

 MC (r)=⌈((Tr+TG ))⁄TS ⌉ (6.2) 

で表される。ここで、Trは帯域 rに対する１フレーム周期中のデータ転送時間(F∙TS)(r/C)であり、⌈x⌉は、x

以上の最小の整数を表している。 

 



 

81 

 

（２） 擬似的フレーム位相同期法 

タイムスロットの連続割当においては、同一パスの要求タイムスロットを一か所に連続して割り当てると

きに、ガードタイムを最大限に削減できる（完全連続割当）。この手法を First-Fit 法と組み合わせるとき、

フレーム位相同期の場合はタイムスロットを効率的に詰めて割り当てることが容易だが、フレーム位相非

同期の場合はタイムスロットを詰めた割り当てが難しくなるという課題がある。例を用いて課題のイメージ

を示す。 

図 6-1(a)は単純な 6 ノード、6 アダプタの片方向リング網で、dkは、リンク k(k=0、... 5)のタイムスロット

長を単位とした伝搬遅延を表している。この網で、起点ノード x、終点ノード y 間のパスを(x、y)で表わす

こととし、タイムスロットが割り当てられていない完全空き状態（初期状態）から、６つのパス(0、5)、(2、0)、

(1、4)、 (4、0)、(0、2)、(5、1)のそれぞれに、順に 3、3、3、2、2、3 個のタイムスロットを完全連続割当で

割り当てることを考える。なお、この網ではアダプタとノード間のリンクはボトルネックとならないため、以

下ではノード間リンクへのタイムスロット割り当て結果のみを示す。また、フレーム長は F=20 とする。 

 

 
図 6-1 完全連続割当におけるフレーム位相の影響 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

まず、回線毎に遅延線などを挿入してノード毎に、フレーム位相を同期させる網を想定した時に、

(ｃ) フレーム位相非同期の場合の連続タイムスロット割当
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First-Fit 法に基づきタイムスロットを割り当てると図 6-1(b)のようになる。Sk(t)はリンク k のフレームのタイ

ムスロット位置ｔ(t=0、... F-1)の空塞状態を表しており、空白のタイムスロットは空き状態、網掛けのタイム

スロットは割り当て済み状態を表す。網内のノードは同期しているため、全リンクのフレーム上で同じタイ

ムスロット位置の開始時刻は一致している。First-Fit法では各パスの第一ホップのリンクのフレーム先頭

位置から順に空きを探し、経由する全リンク上で必要数の連続空きが見つかった最初の位置にタイムス

ロットを割り当てる。フレーム位相同期の網では、ノード毎の遅延調整によりタイムスロットの位置がリンク

を経由しても変わらないため（全リンクの伝搬遅延＝０に相当）、各パスに対して割り当てられるタイムス

ロット位置は全経由リンクで等しい。このため、各パスの連続タイムスロットを左詰めで隙間なく割り当て

ることは容易である。  

これに対し、各リンクの伝搬遅延によってタイムスロットの位置がずれていくフレーム位相非同期の網

で、First-Fit 法に基づき上記と同じ６つのパスにタイムスロットを割り当てた結果を図 6-1(c)に示す。各

パスのタイムスロット位置は経由するリンクの伝搬遅延に応じて右側にシフトしていくため、各パスの先頭

ホップのリンクの先頭タイムスロットを割り当てても、第二ホップ以降のリンク上では、先頭から離れた位

置のタイムスロットが割り当てられる。その結果、各パスに割り当てた連続タイムスロットの間には多くの

隙間が生じることとなり、残された空き領域が分割される。各パスの帯域が１タイムスロットに限られる場

合には、このような隙間は、他のパスで有効に利用されるため問題とはならないが、完全連続割当の条

件では、隙間がパスに必要な連続空きに足りなければ、この隙間は利用されないままとなる。 

そこで、本節では、フレーム位相非同期の網における連続割当を効率化するため、各リンクのフレー

ム開始位置を経由リンクの伝搬遅延を考慮してシフトさせ、スケジュール上での擬似的なフレーム位相

同期を実現する方法を提案する（擬似的フレーム位相同期法）。具体的なシフト量の決定には、任意に

選んだ一つのノード（基準ノード）をルートとした最短経路木を利用する。 

先の例を用いてアイデアを述べる。まず、図 6-1(a)の網において、ノード 2を基準として選び、ノード２

から各ノードへの最短経路からなる木（下り方向の最短経路木）、および、各ノードからノード２への最短

経路からなる木（上り方向の最短経路木）を求めた上で、ノード２と各ノード間の上り・下り方向の伝搬遅

延のうち、絶対値の小さい方の経路を選んだ結果を図 6-2(a)に示した。下り方向の伝搬遅延を正、上り

方向は負の値として示している。この伝搬遅延を用いて、図 6-1(c)に示した各リンクのフレームの開始位

置を、リンクの起点ノードの伝搬遅延に応じて正の遅延に対し左方向、負の遅延に対し右方向に巡回

シフトさせると図 6-2(b)のようになる。例えば、リンク０のフレームは、起点ノード０の伝搬遅延が－５だか

ら右に５つシフトさせ、リンク３のフレームは、起点ノード３の伝搬遅延が＋２だから左に２つシフトさせる。

この結果、多くのパスのタイムスロット位置が、見かけ上はフレーム位相同期が行われた網のように縦に

並ぶことが分かる。従って、このようにフレームをあらかじめシフトさせた状態で、左詰めでタイムスロット

を割り当てればタイムスロットを隙間なく利用できると考えられる。 

そこで、擬似的フレーム位相同期法では図 6-2(b)のようにシフトした後の左端のフレーム位置を、

First-Fit 法における空きタイムスロット探索の開始位置とする。具体例として、擬似的フレーム位相同期

法を用いて初期状態から図 6-2(b)と同様の６つのパスにタイムスロットを割り当てることを考える。パス(0、

5)については、第一ホップのリンク 0 のタイムスロット 15 から空き探索を行うため、初期状態では、このタ

イムスロット 15 からの 3 スロットを割り当てることになる。このとき、経由リンク 1、2、3、4 上ではリンクの伝

搬遅延を考慮してタイムスロット位置 17、0、2、4からの 3 スロットが割り当てられるが、これらのタイムスロ

ットはシフトされたフレーム上では縦に並んで見える。同様に、パス(2、0)については第一ホップのリンク

2 のタイムスロット 0 からの空き探索を行なう。このとき既にタイムスロット位置 0 からの 3 スロットが割り当

て済みのため、タイムスロット位置 3 からの 3 スロットを割り当てる。このようにして、６つのパスへの割り当

てを行うと結果は図 6-2(c)のようになる。これは、図 6-1(b)のフレーム位相同期の場合に非常に近い効
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率的な割り当て状態になっている。これが、擬似的フレーム位相同期のアイデアである。 

 

 

図 6-2 擬似的フレーム位相同期を用いたタイムスロット割当 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

この方法で擬似的なフレーム位相同期状態が実現できるのは、最短経路木に含まれるパスでは、パ

スに則して加算されるリンク遅延量と、最短経路木に則して加算されるリンク遅延量が一致するためであ

る。ただし、パス(5、1)のように図 6-2(a)の最短経路木に経路が含まれないパスについては、パスに則し

て加算されるリンク遅延量が、最短経路木に則して加算されるリンク遅延量と一致しない。このため、図

6-2(c)に示すように、第一ホップのリンク 5 ではタイムスロット 7 から詰めてタイムスロットを割り当てても、

第二ホップのリンク 0 のタイムスロット 9、10、11 は他のパスに割り当てたタイムスロットから離れた位置に

配置される。 

本手法の任意トポロジー網に対する具体的な手順は、以下の通りである。まず、網内のあるノードを

基準として選び、そのノードを起点とした上り・下り方向の最短経路木を生成し、基準ノードから各ノード

への伝搬遅延を求める。下り方向の伝搬遅延は正、上り方向は負の値とする。次に、最短経路木に含

まれたリンクに対し、各リンクの起点ノードの伝搬遅延をフレームのシフト量とする。なお、同じリンクが両

(a) ノード２を基準とした最短経路木による各ノードへの伝搬遅延
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方の木に属する場合には、起点ノードの伝搬遅延の絶対値が小さい木を選ぶ。また、最短経路木に含

まれないリンクについてはシフト量を０とする。 

擬似的フレーム位相同期法では、各パスの要求帯域が同じでも、基準ノードの位置を変えるとスケジ

ューリング結果が変化する。これは、基準ノードの位置を変えると最短経路木に含まれないパスが変化

し、最短経路木に含まれないパスによる不連続なタイムスロット配置がスケジューリング結果に与える影

響が変化するためである。そこで、同じ要求帯域に対して、異なる基準ノードを用いた擬似的フレーム

位相同期によるスケジューリングを複数回行い、その中で最も性能がよい割り当て結果を選ぶという方

法も考えられる。全ノードを基準とした割り当て結果の中で最適解を選べば最も性能がよい。 

 

（３） 分割連続割当法  

前節ではタイムスロットの連続割当を効率的に行えるように、First-Fit 法と擬似的フレーム位相同期

法を用いてタイムスロット間の隙間を減らし、残りの連続空き領域をできるだけ大きくする手法を提案した

が、多様な帯域のパスを収容するスケジュールではタイムスロットの隙間を完全に無くすことは困難であ

る。しかし、先に述べた完全連続割当では、パスの要求帯域より小さい連続空きタイムスロットを有効に

利用できない。そこで、本節では小さい連続空きタイムスロットも有効活用できる分割連続割当法を提案

する。 

 

 

図 6-3 最大連続割当法によるタイムスロット割当の例 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

この方法は、ひとつのパスの帯域要求に対し、複数のタイムスロットの全てを連続して割り当てられる

連続空きがあれば、完全連続割当同様、全タイムスロットをそこに割り当てる。しかし、必要な連続空き

がない場合には、呼損とせず、その時点の空き状態の中で最大の連続空きを探し、そこに割り当てられ

るだけのタイムスロットを割り当てる方法である。また、１か所に割り当てられなかった帯域については必

要タイムスロット数を再計算した上で、上述のタイムスロット探索を繰り返す。この方法ではタイムスロット

を分割する度に先頭ガードタイムの挿入数が増大し非効率になるが、分割数が少なければ、小さな連

続空き領域の有効利用により、より効率的なスケジューリングが実現できる。 
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この手法のアルゴリズムを記述するため、パス(i、j)（i、j=0、．．N-1、N:ノード数）に対する系列単位の

空塞状態 Vij(t)と連続空き数を Cij(t)を定義する。パス系列の空塞状態 Vij(t)は、パス(i、j)が経由する全リ

ンク上での空塞状態を表し、第一ホップのリンクのタイムスロット位置 tに空きがあり、他の全経由リンク上

でもリンク遅延を考慮したタイムスロット位置に空きがあれば空き状態(Vij(t)=0)、それ以外を閉塞状態

(Vij(t)=1)と定義する。連続空き数 Cij(t)は、タイムスロット位置 t からのパス(i、j)の系列に対する空きの連

続数で、Vij(t)=１なら Cij(t)=0、Vij(t)=…=Vij(t+k-1)=0 かつ Vij(t+k)=1 なら Cij(t)=k とする。 

この定義を用いた提案手法の動作例を示す。あるパス(i、j)に対する系列の空き状態 Vij(t)が図 6-3(a)

の状態のとき、連続空きタイムスロット数 Cij(t)は図 6-3(b)のようになる。ここで、このパスに対して、2、3、

4個のタイムスロットを分割連続割当法で割り当てると図 6-3 (c、d、e)のようになる。2および 3個のタイム

スロットは、それぞれ、系列 7、系列 17 から完全連続で割り当てられるが、4 タイムスロットでは、系列 17

から 3 連続タイムスロットを割り当てた上で、残りを系列 7 に割り当てている。 

上述の定義と６．1 節の式を用いると、分割連続割当法は Algorithm 6-1 のように表せる。 

 

 

（４） 連続タイムスロットスケジュール法 

以下では、上述の手法を連続タイムスロットスケジュール法の全体概要を説明する。 

はじめに、網のトポロジーと、各パスに対する要求帯域を表すトラヒック行列が与えられるものとする。

まず、網内のひとつのノードを基準ノードとして選び、（２）項で述べた擬似的フレーム位相同期法により、

各リンク上のフレーム開始位置をシフトさせる。また、全フレームを初期状態にしておく。次に、２．６節で

述べた First-Fit 法に則して、トラヒック行列の未割当パス候補の中から、ホップ数の多い順にパスを選

んでタイムスロットを割り当てていく。また、任意の帯域を持つパスを想定している場合は、ホップ数が等

しいパスの中では帯域の大きいパスから順にタイムスロットを割り当てることとする。それぞれの選ばれた

パスに対するタイムスロットの割り当てについては、（３）項で述べた分割連続割当法を用いて、その時

Algorithm 6-1 分割連続割当法 

（入力）パス(i,j)の要求帯域 Wij，空塞状態 Sk (t) 

（出力）更新されたリンク空塞状態 Sk (t) 

（ステップ１） 

・Sk (t)からパス空塞状態 Vij (t)を求める． 

・Vij (t)に空きがなければ，Wijを呼損とし，終了． 

（ステップ２） 

・Vij (t)から連続空き数 Cij (t)を求める． 

・必要タイムスロット数 n=MC (Wij)とする． 

（ステップ３） 

・t を 0 から F-1 まで１ずつ増やしながら，条件 Cij (t)≧n を満たす最初の t を探し，見つかれば，これを t0とし，ステップ５

へ． 

（ステップ４） 

・Cij (t)を最大にする tを t0とし，n=Cij (t_0)とする． 

（ステップ５） 

・パス(i,j)に対して，タイムスロット位置 t0から n個の連続タイムスロットを割り当て Sk (t)を更新する． 

・未割り当て帯域をWij=Wij-rC (n)に更新する． 

（ステップ６） 

・Wij>0 ならステップ１へ．そうでなければ終了． 
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点の空き状況の中で、タイムスロットが最大限に連続するようなタイムスロット割り当てを繰り返す。なお、

そのパスに対する空きタイムスロットがなくなれば、そのパスの未割当帯域は呼損とする。このような動作

を繰り返し、未割り当てのパスがなくなれば、スケジューリングは完了である。なお、（２）項で述べた複数

基準ノードを利用する場合には、異なる基準ノードを選んで、上述の手順を繰り返し、最適なスケジュー

ル結果を選ぶ処理を追加する。 

 

６．２ 提案手法の評価 

（１） 評価方法 

シミュレーションでは網トポロジーとして、10 ノード片方向リング網と 18 ノード双方向ラダー網を用いた

（図 6-4）。それぞれ、最短経路パスでは最大ホップ数が、９、８となる。その他のパラメタを表 6-１に示す。

ノード間は等距離とし、最長 500km 程度を想定し、伝搬遅延 D を 50～250μs とした。なお、等距離の

経路では若番ノードを経由する経路を選択した。パスは全ノード間でのフルメッシュとし、各パスの要求

帯域としては 0から B[Mbps]までの一様乱数とした。また、各条件で 100個のランダム負荷パターンを生

成し、各アルゴリズムのスケジューリング結果の平均値を求めた。ガードタイム長については、広域同期、

ノード毎同期、極限値に相当するTS=5、1、0μsを利用した。フレーム位相については、フレーム位相非

同期、および擬似的フレーム位相同期に加え、比較対象としてフレーム位相同期の条件も評価した。 

評価尺度としては、正規化最小フレーム長と平均リンク割り当て帯域を用いた。平均リンク割当帯域

は、一定フレーム長の下で、パス要求帯域に対するスケジューリングを行なった上で、各リンクに割り当

てられたパスの帯域総和の平均値を求めたものである。リンク負荷が均一なリング網では全リンクの平均

を求めたが、ラダー網では各リンクを通過するパス数に偏りがあるため、通過パス数が多いノード

1-2-3-4-5 間、および 9-10-11-12-13 間を結ぶ８区間、両方向で 16 本のリンクの平均割り当て帯域を

求めることとした。 

 

 

図 6-4 シミュレーションで用いたネットワークモデル 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

(b) 18ノード双方向ラダー網

0 1 2 3 4 5 6

15 16 17 7

14 13 12 11 10 9 8

(a) 10ノード片方向リング網

0 1 2 3 4

9 8 7 6 5
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最小フレーム長は、ランダムなパス要求帯域に対して、全パスの全帯域を収容するために必要な最

小のフレーム長を求めたものである。具体的には、小さなフレーム長を初期値として、各アルゴリズムを

用いて全パスの全帯域に対するスケジュールを行ない、一部でも帯域が割り当てられないパスがあれば、

フレーム長の値を１増やし、全パスの全帯域を割り当てることができるまでスケジュールを繰り返す。全

帯域が割り当てられた時のフレーム長が最小フレーム長である。同じトラヒックに対して、求めた最小フレ

ーム長が短いほど、アルゴリズムのスケジューリング効率が良い。なお、各アルゴリズムによって導出した

最小フレーム長は理論的下限値との比で正規化した。最小フレーム長の理論的下限値とは、各パスの

帯域を完全連続で割り当てるときに必要なタイムスロット数を、パスが経由するリンク毎に総和を求め、

全リンクの中でその最大値を求めたものである。 

 

表 6-１ 広域同期網のシミュレーションで用いたパラメタ 

 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

（２） 平均リンク割当帯域による評価 

提案の連続タイムスロットスケジュール法を用いたときの、負荷に対する平均リンク利用帯域を図 6-5

に示す（D=250μs）。負荷を増大させると、各リンクの容量上限までタイムスロットを割り当てるため、リン

ク割当帯域は飽和していく。リング網に比べてリンク当たりの経由パス数が少ないラダー網ではゆるやか

な飽和カーブとなる。TS=10μs、TG=5μsの条件ではタイムスロット毎にガードタイムを挿入すると利用効

率上限は50%となるが、完全連続割当では85%から90%、分割連続割当では95%程度の高い利用率を達

成できていることが分かる。また、いずれの割当方法でも、フレーム位相非同期のままのタイムスロット割

り当てよりも擬似的フレーム位相同期を用いることにより平均リンク利用帯域が向上している。特に、完

全連続割当では擬似的フレーム位相同期による改善効果が大きい。これは擬似的フレーム位相同期

により残された空き領域がより大きな連続領域となるため、完全連続のタイムスロット割り当てが行える確

率が向上するためである。一方、分割連続割当においても、擬似的フレーム位相同期を用いることで、

割り当て効率は改善しているが、分割割り当てでは、小さな空き連続も利用するため、疑似的フレーム

位相同期による効果は、完全連続の場合に比べると小さい。 

 

パラメタ 値

リンク容量 C[Gbps] 10

タイムスロット長 TS[μ s] 10

ガードタイム長 TG[μ s] 0, 1, 5

フレーム長 F 1000

網トポロジ 10ノード片方向リング網、、18ノード双方向ラダー網

ノード間遅延 D[μ s] 50, 100, 150, 200, 250

負荷 B[Mbps] 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ,650 ,700

フレーム位相 同期、非同期、擬似的同期
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図 6-5 負荷と平均リンク割当帯域の関係 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

図 6-6 伝搬遅延と平均リンク割当帯域の関係 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

図 6-6 は、負荷を B=700Mbps とし、ノード間遅延を変えたときのフレーム位相非同期、擬似的フレー

ム位相同期による平均リンク利用帯域を示したものである。比較対象としてフレーム位相同期を行った

場合の結果も示した（D=0 に相当）。完全連続割当では、いずれの網でもフレーム位相同期に比べフレ

ーム位相非同期での割り当て効率が低い。これは６．２（２）節で述べたフレーム位相非同期におけるタ
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イムスロット間の隙間による効率低下を示している。しかし、擬似的フレーム位相同期を用いると割り当

て効率は改善し、フレーム位相同期の場合を上回る結果となっている。分割連続割当では、隙間も活

用したスケジューリングが行えるため、位相非同期による効率低下の影響は小さくなる。逆に、リング網

では、フレーム位相同期の場合よりフレーム位相非同期の方が効率がよい。これは、文献[38]で述べら

れているように、効率の良い片方向リング網のスケジューリングでは、フレーム位相同期における同一タ

イムスロット位置内での割り当てという制約の影響が強く表れてくるためである。文献[38]では連続タイム

スロットについては考慮していないが、図 6-6 は、連続タイムスロットを考慮した場合でも同様の事象が

生じることを示したものである。 

図 6-7 は、異なるガードタイムを用いた場合のスケジュール結果を比較したものである。広域同期網

のTG=5μsに対して、ノード毎同期を想定したTG=1μs、極限値としてTG=0μsの場合を比較した。ガー

ドタイムが増えるにつれ、網の利用効率が低下するが、提案手法を用いることで、ガードタイム長がタイ

ムスロット長の 50%にもなる広域同期網の条件でも、非常に高い利用効率が実現できている。いずれの

網、いずれの連続割当法でも TG=0μs の場合の 98%程度の高い効率を実現できている（図中の破線は

98-100%の範囲を示す）。これは、効率のよい連続タイムスロット割当が行われガードタイムが大幅に削

減できたことにより、ガードタイムによる効率低下の影響が極小化されているためである。 

 

 

図 6-7 ガードタイム長と平均リンク割当帯域の関係 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

（３） 正規化最小フレーム長による評価 

提案法のスケジュール効率を、最小フレーム長により評価する。なお、最小フレーム長の評価では、 

フレーム長内で、全パス帯域が収容できる低負荷の B=300Mbps の条件で評価を行った。 

図 6-8は、10ノード片方向リング、および 18ノード双方ラダー網において、提案の分割連続割当法と

フレーム擬似的位相同期を組みあわせた場合の正規化最小フレーム長を示している。比較対象として、

フレーム位相同期、フレーム位相非同期の条件で分割連続割当法を用いた場合の最小フレーム長を

用いた。また、擬似的フレーム位相同期では、1 ノードのみを基準とした場合から、2 ノード、4 ノード、お

よび全ノードを基準とした割り当ての中で最適解を選んだ場合の結果を示した。いずれの網においても、

擬似的フレーム位相同期では、利用する基準ノード数が増えるにつれ最小フレーム長が小さくなること
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が分かる。また、複数の基準ノードを用いた擬似的フレーム位相同期の結果は、フレーム位相非同期や

フレーム位相同期よりも最小フレーム長が小さく、 理論的下限値に非常に近い値になっていることが分

かる。なお、リング網でフレーム位相同期に対してフレーム位相非同期の割り当て効率が良くなっている

のは、図 6-6 で説明したのと同様の効果によるものである。 

 

 

図 6-8 複数基準ノードを利用した場合の正規化最小フレーム長の比較 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 

 

ここで、擬似的フレーム位相同期における、複数の基準ノードを用いたときの補完効果を確認するた

め、提案法で求めた最小フレーム長の分布を調べた。図 6-9 は、図 6-8(a)に示したリング網におけるフ

レーム位相非同期、および擬似的フレーム位相同期の最小フレーム長を求めた元データとなる 100 回

のそれぞれの試行における分布を示したものである。図 6-9(a)では、フレーム位相非同期の場合と基準

ノード０を利用した擬似的フレーム位相同期の分布を示しているが、この２つ分布の間ではそれほど大

きな違いがみられない。これは、基準ノード０を用いた擬似的同期に対して、詰め込みがうまくいくトラヒ

ックとそうでないトラヒックが混在し、位相非同期の分布と変わらなかったためである。一方、図 6-9(b)で

は、複数の基準ノードを用いたスケジューリングの分布を示している。図 6-9(a)に比べると、2つの基準ノ

ード 0、5 を利用することで、最小フレーム長が 1.02 近辺の小さな値の導出頻度が増え、1.06 以上の大
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きな値の導出頻度が減っている。これは、一つの基準ノードでは大きな値を出していたトラヒックパター

ンに対して、もう一つの基準ノードでは小さな値を導出できたということであり、２つの基準ノードが補完

的な効果があることを示している。また、利用する基準ノードの数を増やすと、より小さな最小フレーム長

の頻度が増大していく傾向が明らかである。 

 

 

図 6-9 正規化最小フレーム長の基準ノード数による分布変化 

[文献(8)より引用、©IEICE 2014] 
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第７章 結論 

第１章、第２章で述べたように、あらゆる通信サービスを統合的に実現する高速パケット網では、様々

な利用者が、様々なレベルの要求品質を求めている。このため、高速パケット網の通信品質制御は、パ

ケット転送レベルから、呼受付制御、網レベル制御と、階層化されており、各階層の制御が他の階層の

制御と連携することで、多様なニーズに応えつつ、網全体の利用効率を最大限に維持するような制御フ

レームワークを備えている。しかし、現在も、高速パケット網は世界規模での発展を続けており、様々な

用途の開拓が続けられ、新しい通信サービスも次々に開始されている。このため、通信トラヒックをサー

ビスや用途で分類し、それぞれのトラヒック特性の把握・解析に基づく通信品質制御法を設計し、これを

網に埋め込んでいく、といった従来の通信品質制御では、対応が困難になる一方である。また、高速パ

ケット網の抜本的なエネルギー削減に向けて高速パケット網の全光化も研究が進められており、広域同

期スケジュール型高速パケット網の実現に注目が集まっている。ただし、広域同期型の網では、同期誤

差を考慮した長いガードタイムを考慮に入れた高効率なスケジュールが必要となる。 

こうした課題に対し、第３章から第５章では、高速パケット網の通信品質制御において、神経回路網を

用いたオンライン学習を活用することで、トラヒックの性質が未知であるような通信にも柔軟に対応できる

通信品質制御が実現できることを明らかにした。 

第３章では、神経回路網の学習機能を用いて、運用中のネットワークから観測された通信網の状態と

通信品質の関係を学習することで、トラヒックの通信特性の詳細が未知であるような通信サービスに対し

ても、適切な制御方法を導出することができる、オンライン学習制御のフレームワークを提案した。このフ

レームワークでは、通信品質制御の一つの機能に学習機能を適用するだけでなく、階層の異なる制御

機能に学習機能を適用することによって、連携する階層化制御がトータルに柔軟性を発揮できるという

特徴がある。オンライン学習通信品質制御の具体例として、呼受付制御への適用方法を提案し、トラヒッ

クの通信特性が未知の状態から、正しい呼の受付判定境界、あるいは、許容される通信品質の範囲な

いでの接続数限界をオンライン学習できることを明らかにした。また、オンライン学習においては、運用

中の網から観測される制御誤りのデータの収集、保存、さらには適度な忘却が重要であることを示し、リ

ーキーパターンテーブル法などのデータ保存手法の有効性を明らかにした。 

第４章では、学習機能を呼受付制御だけでなく、リンク容量制御における呼損率推定関数にも適用し、

階層の異なる学習機能が連携することにより、通信トラヒックの想定外の変化に、網全体で柔軟に対応

できる通信品質制御が実現できることを明らかにした。特に、呼損率のような指数的なスケールで変化

する値を精度よく学習すると共に、呼受付制御の学習による多重可能な呼数の増大に合わせて、学習

型リンク容量制御における呼損率推定を適応させることで、状況の変化に柔軟に対応し、網を効率的に

利用できる階層型通信品質制御を実現できることを明らかにした。 

第５章では、従来のオンライン学習においては不可欠であった、実網からの誤った制御結果の収集

を不要とする仮想学習データのフレームワークを提案した。この手法では、実際の網よりも通信帯域が

少ない仮想回線のオンラインシミュレーションから得られた観測データを学習に利用する。これにより、

実際の通信網から観測される通信品質が良好であっても、仮想回線からの通信品質状態通信品質が

悪くなる状態に近づいていることを知ることができ、この通信品質の変化を学習し、外挿することで、未

経験の領域における実網の通信品質を精度よく推定することが可能となる。このような手法を用いれば、

オンライン学習を実網に適用する場合の最大のハードルであった、「正解を学習するためには、一度は、

誤った制御を行い、その結果データを収集する必要がある」という原則から解放され、オンライン学習で

あっても実際の網の利用者の通信品質には一切影響を与えることなく、正しい通信制御の手法を学習

することが可能となる。 

次に、第６章では、広域同期スケジュール型の高速パケット網のタイムスロット割り当てにおいて、任
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意トポロジー網でも高効率のタイムスロット割り当てを実現できる手法を提案した。広域同期網では、同

期誤差を吸収するために、光スイッチの切り替え時に設定するガードタイムを長めに設定する必要があ

るが、従来の網では、タイムスロット毎にガードタイムを挿入するため、網の利用効率が定められるという

課題がある。そこで、無効利用時間となるガードタイムの削減のために、フレーム位相同期網で提案さ

れていた First-Fit法と連続割当法をベースとした改良方法を提案した。まず、連続割当を用いるとガー

ドタイム長が長くても短いタイムスロット長を用いて高い利用効率が達成できることを示した。また、フレ

ーム位相非同期の網においても、任意の基準ノードからの最短経路木を用いて求めた各ノードまでの

伝搬遅延に基づきフレーム開始位置をシフトさせることで、擬似的なフレーム位相同期を実現する手法

を提案した。複数の基準ノードを用いたスケジューリング結果の最適解を選ぶことでタイムスロットの割り

当て性能を改善できる。更に、同一経路のタイムスロットの連続割当においては、全てを完全に連続し

て割り当てる従来の完全連続法に対して、小さな連続空き領域も有効利用する分割連続法を提案した。

10 ノード片方向リング網と 18 ノード双方向ラダー網を用いた最短経路パスへの静的なタイムスロット割り

当てのシミュレーションを行い、提案手法を用いることで、非常に効率的なタイムスロットスケジューリング

を行うことができ、10μs のタイムスロット長に対して、5μs のガードタイムを用いても、95％程度の高いリ

ンク利用率が実現できており、ガードタイムが 0の極限と比べても 98％程度という高い効率を達成できて

いることを示した。 
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