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Abstract The development of middleware supporting QoS adaptive control is important. Ko-
liver et al. applies a standard fuzzy control technique to QoS adaptation control of distributed
multimedia systems. However, there is large overhead caused by calculation of fuzzy inferences. In
this paper, we propose a QoS adaptive control method based on the Takagi-Sugeno fuzzy model
and its effectiveness is shown by experiment.

1 はじめに

計算機環境においてリアルタイムに送られてくるデー

タを処理する場合，ユーザはある一定の水準以上のサー

ビス品質 (QoS:Quality of Service) が保証されること
を期待する．ユーザレベルの QoSとシステムレベルの
QoSとを変換する QoS マッピングにファジィ表現が応
用されている [1]．最近，“Standard” なファジィモデル
を用いた QoS 適応制御法 [2]が提案されたが，非ファ
ジィ化処理でのオーバーヘッドが大きく効率がよくない．

そこで本論文では，Takagi-Sugeno ファジィモデル [3]
を用いた QoS 適応制御法を提案する．さらに，画像ト
ラッキング実験によって本手法により QoS 適応制御器
での計算負荷が大幅に軽減できることを示す．

2 Takagi-Sugeno ファジィモデル

Takagi-Sugenoファジィモデルについて概説する．Takagi-
Sugeno ファジィモデルのルール Ri(i = 1, · · · , n)は以
下のような If 部からなる前件部と then 部からなる後
件部から構成される．

Ri : If x1 is Ai
1, · · · , and xk is Ai

k,

then y = gi(x1, · · · , xk) (1)

ここで，x1, x2, · · · , xkは前件部の変数，yは後件部の変

数，A1, A2, · · · , Akはメンバシップ関数のファジィ集合，

gi は入力 (x1, x2, . . . , xk)が前件部の条件を満たすとき
の出力 y を与える関数である．本論文では関数 gi を 1
次関数 gi(x1, · · · , xk) = pi

0+pi
1x1 + · · ·+pi

kxk と仮定す

る．但し，pi
j (j = 0, · · · , k)はオフラインで決定される

定数である．ルールの前件部からの入力 x1, · · · , xkに対

するメンバシップ関数値を µAi
1
(x1), · · · , µAi

k
(xk) とす

ると満足度 αiは αi = µAi
1
(x1)∧µAi

2
(x2)∧· · ·∧µAi

k
(xk)

である．ただし a ∧ b = min(a, b) とする．ファジィ推
論値 y∗ は以下のようになる．

y∗ =
∑n

i=1 αi

(
pi
0 + pi

1x1 + · · ·+ pi
kxk

)
∑n

i=1 αi
(2)

3 QoS 適応制御

3.1 QoS パラメータとタスクパラメータ

各タスクで行われた処理結果の評価は QoS パラメー
タとして定量的に評価できるとする．QoS パラメータ
の例として CPUでの計算時間などがある．また，タス
クを実行するときにはタスクパラメータと呼ばれる変数

によって処理が異なる．タスクパラメータの例としてタ

スクのリリース時間，最大 CPU 利用時間などがある．

3.2 ファジィ QoS 適応制御器

各 QoSパラメータからファジィ推論を用いてリアルタ
イムシステム全体を評価する QoSレベル値を求め，こ
の値を基にタスクパラメータを制御するファジィQoS適
応制御器を提案する．ファジィ制御には Takagi-Sugeno
ファジィモデルを応用し，図 1に示すように 3つのサブ
システムから構成される．

• ファジィ制御器 (fuzzy controller)
各タスクの QoSパラメータをファジィ化し，ファ
ジィ推論エンジンに送る．ファジィ推論エンジンで

は，ファジィルールを適応し Takagi-Sugenoファ
ジィモデルを用いて QoSレベル値を計算する．
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図 1: Takagi-Sugenoファジィモデルの QoS適応制御器

• QoS マッピング (QoS mapping)
ファジィ制御器で計算された QoS レベル値をも
とに，各タスクのタスクパラメータ値を決定する．

• アクチュエータ (actuator)
QoS マッピングのプロセスで決定された新しいタ
スクパラメータ値をもとにシステムで実行される

タスクのリリースを行う．

4 画像トラッキングへの応用例

3章で提案したファジィ QoS 適応制御の応用例とし
て，リアルタイムに送られてくる画像のトラッキングを

考える．ユーザが求める QoSは対象物体を見失うこと
なくトラッキングすることである．ファジィ制御器の入

力である QoS パラメータとして，トラッキングしたフ
レームの対象物体の重心間距離とトラッキングにかかっ

た CPU 計算時間を設定した．また，タスクパラメータ
として，トラッキングする画像のフレームレートと対象

物体の重心を中心とした領域の大きさを設定した．

4.1 計算時間の従来法との比較

文献 [2] で用いられたファジィ制御と本制御法を比較
するために，ルール数を 6とした場合のファジィ制御器
における CPU 計算時間の平均を調べた結果を表 1に
示す．文献 [2] で用いられた制御法では，非ファジィ化
処理でオーバーヘッドが大きくなるが，本制御法では式

(2)で示した簡単な演算によって出力を生成できるため，
ファジィ制御器における計算時間が大幅に軽減できるこ

とが分かる．また，文献 [2] ではルール数を 3として実
験を行っているが，本制御法では 6に増やしても計算の
オーバーヘッドが小さいことを確認した．

4.2 QoS に関する考察

フレーム数を 100とした同じ画像データを用いて 2つ
の実験を行った．トラッキングする画像のフレームレー

トと対象物体の重心を中心とした領域の大きさをある一

定値に固定した QoS 考慮しない場合と本制御法を用い
た場合の CPU 計算時間をそれぞれ図 2に示す．

表 1: 制御器における CPU 計算時間の比較
computation time average (µsec)

Standard model 6.857× 103

Takagi-Sugeno model 1.024
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図 2: CPU 計算時間

QoS を考慮しない場合，トラッキングする領域を固
定しているため，CPU 計算時間はほぼ一定の値を取る．
しかし，フレーム番号が 40から 60の間でトラッキン
グミスしたことが原因で画像全体に対して物体の検索を

行ったため CPU 計算時間が大きくバースト的に変化し
ていることがわかる．本制御法を用いた場合，トラッキ

ングする領域の大きさをリアルタイムに計算し変更する

ため CPU 計算時間が多少変動している．しかし，CPU
計算時間が大きくバースト的に変化するフレームがな

く，トラッキングミスなく処理しており．本制御法が有

効であることが確認できた．

5 あとがき

本論文では，リアルタイムシステムにおける QoS 適
応制御法として Takagi-Sugeno ファジィモデルを用い
る QoS 適応制御法を提案した．また，応用例として提
案手法をリアルタイムに送られてくる画像のトラッキン

グに適用することによりその有用性を示した．

今後の課題としては，本手法に基づく QoS 適応制御
を行うミドルウェアの開発が挙げられる．
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