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はじめに

†

メッセージを送信すると, これらの CTS メッセージ

無線マルチホップ配送経路を双方向にデータメッセー

は Ni で衝突する. そこで, NC-MAC[1] および CSMA

ジ群が配送される場合, 各方向に配送されるデータメッ

with RTS/CTS [3] では, RTS メッセージに CTS メッ

セージが中継無線ノードに保持される頻度が高くなる.

セージの送信順序情報を付与することによって, Ni−1

そこで, 中継無線ノードのデータメッセージ転送にネッ

と Ni+1 とが送信する CTS メッセージの Ni におけ

トワークコーディングを導入することによって各デー

る衝突を回避している. しかし, 制御メッセージの交換

タメッセージの配送遅延の短縮が期待される. このと

に要する時間が延長する.

き, 各中継無線ノードの 2 ホップ隣接中継無線ノード

提案手法

のメッセージ送信を抑制することでデータメッセージ

3

と他のメッセージとの経路内衝突を回避することが必

3.1

衝突を活用した RTS/CTS 制御

要である. しかし, 従来の RTS/CTS 制御の導入手法

本論文では, CTS メッセージ同士の衝突の検出を 2

では制御メッセージの配送手順が延長しており, デー

つの CTS メッセージの受信と解釈する手法を提案す

タメッセージの配送遅延の延長が避けられない. 本論

る. 図 1 に示すように, ネットワークコーディングされ

文では, CTS メッセージ同士の衝突の検知をこれらの

たデータメッセージを送信する Ni は, データメッセー

正しい受信と解釈する手法を提案する. ここでは, 中継

ジの転送先を Ni−1 と Ni+1 とした RTS メッセージ

無線ノードがこの衝突を検出するために 2 つの CTS

をブロードキャスト送信する. この RTS メッセージ

メッセージの受信電力差が閾値以下となることが必要

を受信した Ni−1 と Ni+1 は, 他の隣接無線ノードか

である. そこで, これを可能とする経路探索プロトコル

ら RTS メッセージあるいは CTS メッセージを受信

を設計する.

して待機状態となっていることがないのであるならば,

SIFS インターバルの後に CTS メッセージを Ni へユ
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ニキャスト送信する.

無線マルチホップ配送経路に沿ってデータメッセー

SIFS

ジ群を配送する場合, 隠れ端末問題によるデータメッ
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ることが求められ, RTS/CTS 制御の導入が必要とさ
れる. このとき, ネットワークコーディングされたデー
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図 1: CTS メッセージ同士の衝突による受信.

Ni−1 と Ni+1 がともに CTS メッセージを送信す
る場合 (図 1a), これらは Ni において衝突する. ただ
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し, 残りの 3 つのいずれの場合でも Ni において CTS

すると仮定すると, RP i /TP i+1 = RP i+1 /TP i が成り

メッセージが衝突することはないことから, この衝突を

たつことから, TP i+1 = TP i RP i /RP i+1 と定めるこ

検出することによって Ni は Ni−1 と Ni+1 がともに

とができる. ただし, すべての中継無線ノードにおいて

CTS メッセージを送信したものと判断することができ

TP i は Ni が無線信号を送信することが可能な電力,

る. そのため, Ni は CTS メッセージ同士の衝突を検出

すなわち, 上限送信電力以下であることが必要であり,

した場合, ネットワークコーディングされたデータメッ

RP i は Ni が無線信号を受信することが可能な電力,

セージを Ni−1 と Ni+1 を送信先としてブロードキャ

すなわち, 下限受信電力以上であることが必要である.

スト送信する. 一方, Ni−1 と Ni+1 のいずれかのみが

[電力制御経路探索プロトコル]

CTS メッセージを送信する場合 (図 1b,c), この CTS

1) Ni−1 の送信電力 TP i−1 と受信電力 RP i−1 を含

メッセージを衝突することなく受信する Ni は , 受信

む経路探索要求メッセージ Rreq を Ni が Ni−1

した CTS メッセージのみが送信されたと判断できる

から受信する.

ため, CTS メッセージを送信した中継無線ノードにの

2) Ni が Rreq メッセージをブロードキャスト送信

みデータメッセージを送信する. なお, Ni−1 と Ni+1

済みであるならば終了.

のいずれも CTS メッセージを送信しない場合 (図 1d)

3) Ni が Rreq メッセージをブロードキャスト送信

には, Ni が DIFS インターバルの後に RTS メッセー

済みでないならば, この Rreq メッセージの受信

ジを再送信する

電力 RP i から自身の無線信号送信電力

3.2

TP i = TP i−1 RP i−1 /RP i を算出する.

衝突活用のための送信電力制御と経路探索

4) Ni の送信電力の最大値 maxTP i に対して,

3.1 節の手法を実現するためには, Ni−1 と Ni+1 から

TP i > maxTP i であるならば, Rreq メッセージ

同時並行に送信された CTS メッセージを含む無線信

を送信せずに終了.

号の衝突を Ni が検出可能であることが求められる. こ

5) Ni は TP i と RP i を含む Rreq メッセージをブ

のとき, Ni におけるキャプチャエフェクト [2] の発生を

ロードキャスト送信する. 2

回避するためには, これらの無線信号の受信電力差が
閾値 ∆E 以下でなければならない. そこで, 図 2 に示
すように, 各中継無線ノードが制御メッセージとデー
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まとめ

タメッセージを送信するときの送信電力を調整するこ

本論文では, 双方向にデータメッセージ群が配送さ

とによって, Ni−1 と Ni+1 から同時並行に送信された

れる無線マルチホップ配送において, 中継無線ノードの

メッセージ含む無線信号の衝突を Ni が検出できるよ
うにする.

データメッセージ転送にネットワークコーディングを
導入するための RTS/CTS 制御手法を提案した. ここ
では CTS メッセージ同士の衝突検知をそれらの受信
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おける受信電力を RP i+1 とすると, 受信電力が無線信
号の伝達方向とは無関係に距離の γ 乗に比例して減衰
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