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端末間のパケット受信成功率のばらつき軽減を目的とした
衝突回避型 MAC レベルブロードキャストプロトコル
重安 哲也1,a)

竹川 恭平1,†1

受付日 2013年4月22日, 採録日 2013年10月9日

概要：代表的な無線 LAN 規格である IEEE802.11DCF は，ブロードキャスト時に隠れ端末の送信を抑制
する RTS/CTS 交換を利用することができない．そこで，これまで筆者らはブロードキャスト時にも隠れ
端末に起因するパケット衝突を軽減するために，ブロードキャスト前にユニキャストで RTS/CTS 交換を
実施する方式を提案してきた．しかしながら，同方式では，事前のユニキャスト RTS/CTS 交換ですべて
の受信端末を保護することができないために，端末間でのブロードキャスト受信率にばらつきを生じてし
まう．本論文では，これを改善するために，受信端末側に指向性アンテナを実装することですべての受信
端末を保護する RTB-DR 方式を提案し，同方式の有効性について評価した結果を報告する．
キーワード：IEEE802.11DCF，ブロードキャスト受信率，衝突回避型プロトコル
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Abstract: IEEE802.11DCF which is widely used wireless LAN standard, can not use RTS/CTS exchange for
suppressing transmission from hidden terminals. For mitigating eﬀect of the hidden terminal interference, we
have proposed RTB as a broadcast protocol exchanging RTS/CTS prior to broadcast transmission. Although
the protocol can achieve higher average broadcast receive ratio than the traditional IEEE802.11DCF, dispersion of broadcast receive ratios among receivers becomes high. In this paper, in order to solve the weakness
we propose a new broadcast protocol RTB-DR implementing a directional antenna to each receiver. We
report results of performance evaluations clarifying the advantages of the RTB-DR.
Keywords: IEEE802.11DCF, broadcast receive ratio, collision avoiding protocol

1. はじめに

している．しかし，IEEE802.11DCF における RTS/CTS
交換はブロードキャスト時に使用することができない．ま

代表的な無線 LAN 規格である IEEE802.11DCF [1], [2]

た，ブロードキャスト時は ACK（Acknowledgement）に

では，ユニキャスト時の隠れ端末の干渉を抑制するために

よる再送制御をともなわない CSMA/CA（Carrier Sense

RTS/CTS（Request To Send/Clear To Send）交換を規定

Multiple Access with Collision Avoidance）のみに従って

1

送信が実施されるため，隠れ端末の送信による影響を抑制
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することができない．結果として，隠れ端末が多く存在す
るネットワークではブロードキャストの受信成功率は著し
く低下する．
そのため，現在までにブロードキャスト時の受信成功率の
向上を目的とした数多くの MAC（Media Access Control）
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プロトコルが提案されている [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]．

さらに，RTB-DR 方式と同様に全方向の隠れ端末の影響を

これらのブロードキャストプロトコルは受信成功確率を向

軽減することを目的とする DRTS 方式に対しても，提案方

上するために実装する制御方式の違いによって衝突回復型

式は優位であることを計算機シミュレーションによって明

（Collision Recovery）と衝突回避型（Collision Prevention）

らかにする．6 章はまとめであり，本論文で得られた成果

にそれぞれ分類することができる．
前者の衝突回復型のブロードキャストプロトコルでは，
従来の IEEE802.11DCF の ACK に代わる手法を導入し，

を総括する．

2. RTB 方式

受信端末のブロードキャストの受信失敗を検知する．衝

RTB 方式は，ブロードキャスト前にユニキャストの

突を検知した場合は必要に応じて再送を実施することで

RTS/CTS 交換を実施することでブロードキャスト中の隠

ブロードキャスト受信率を向上させる．しかしながら，文

れ端末の送信を抑制し，ブロードキャスト受信率を向上さ

献 [9] では，衝突回復型のブロードキャストプロトコルは

せる衝突回避型のブロードキャストプロトコルである．

衝突そのものを軽減しているわけではないために，隠れ端

RTB 方式では，まず，ブロードキャスト送信端末から

末によるパケット衝突が頻発する環境下では高い性能が得

2 hop 以内でたどることのできるすべての無線リンクの存

られないことを指摘している．

在を調査する．さて，これと同種の情報としては，やはり任

これに対して，後者の衝突回避型のブロードキャストプ

意の端末から 2 hop 以内の無線リンクの存在に基づいた制

ロトコルでは，隠れ端末との衝突回数そのものを軽減する

御を行うものにマルチチャネル用の MAC プロトコルであ

手法が採用されている．なかでも，文献 [9] ではブロード

る CAM–MAC [10] 方式が作成，管理する virtual topology

キャスト受信接端末の中で最も多くの隠れ端末と隣接し

が存在するが，RTB 方式は単純な端末間接続関係を表現

ている端末を選び出し，同端末を宛先にブロードキャスト

するだけの virtual topology と異なり，以下に示す手順に

前のユニキャストによる RTS/CTS 交換を実施する RTB

よって隠れ端末とブロードキャスト受信端末に対して危険

（RTS/CTS for

Broadcast）*1 方式が提案されている．同方

度，危険度減少値とよぶ値をそれぞれ算出する．

式を用いることで，同時に複数の隠れ端末の送信を効果的
に抑制することができるため，既存の IEEE802.11DCF と
比べて高いブロードキャスト受信率が達成できる．
しかしながら，RTB 方式では効率的に多くの隠れ端末の

2.1 危険度の算出
RTB 方式では無線リンクの調査結果からすべての隠れ端
末に対して危険度を算出する．危険度とは，ブロードキャ

送信を抑制するためにブロードキャスト前の RTS 送信には

スト送信端末に対する任意の隠れ端末に着目した場合に，

特定の端末が宛先として選ばれる．そのため，RTS/CTS

その隠れ端末が隣接しているブロードキャスト受信端末数

交換によって隠れ端末の影響から保護される端末は固定化

となる．図 1 において，ブロードキャスト送信端末を 1 と

される．そのため，RTS/CTS 交換によって保護される受

した場合，同端末に対する隠れ端末の ID は 3，5，6，7 と

信端末とそうでない受信端末との間でブロードキャスト受

なるが，それぞれ，2 台，1 台，1 台，1 台のブロードキャ

信率にばらつきを生じる危険性がある．

スト受信端末と隣接していることから，危険度は表 1 に示

そこで，本論文ではこの問題を解決するため，受信端末
に実装する指向性アンテナによってブロードキャストパ
ケットを指向性受信することで，ブロードキャスト前のユ
ニキャスト RTS の宛先端末の周辺端末だけでなく，すべ
ての受信端末のブロードキャスト受信率を向上させるこ
とで，端末間のブロードキャスト受信率のばらつきを大
きく改善する方式として RTB-DR（RTB for Directional

Receiving）方式を提案する．
以降，本論文を次のように構成する．まず，2 章にお
いて先行研究である RTB 方式の概要について述べ，同方
式において受信端末間でブロードキャスト受信率のばら
つきが発生することを明らかにする．次に，3 章におい

図 1

ネットワークトポロジ例

Fig. 1 Example Network topology.
表 1

端末 1 に対する隠れ端末の危険度

Table 1 Risk value of each hidden terminal of terminal 1.

て RTB 方式での問題点を解決する方式として提案する

Terminal ID

Risk

RTB-DR 方式について述べ，4 章で RTB-DR の RTB 方式

3

2

や IEEE802.11DCF と RTB-DR 方式との性能比較を行う．

5

1

6

1

7

1

*1

文献 [9] では，同方式にはプロトコル名を与えていないが，本論
文中では便宜上 RTB 方式とよぶ．
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表 2 ブロードキャスト受信端末の危険度減少値

Table 2 Risk reduction value of each broadcast receiver.
Terminal ID

Risk reduction

2

4

4

3

図 3 RTB 方式の問題点

Fig. 3 Problem on RTB.

2.4 RTB 方式の問題点
本節では，前述した RTB 方式における問題点について
述べる．まず，図 3 におけるネットワークに RTB 方式
図 2 RTB におけるブロードキャスト手続き

Fig. 2 Broadcast sequence on RTB.

を適用した場合を考える．同図では，ノード，ノード間の
エッジはそれぞれネットワーク中の端末と端末間の隣接関
係をそれぞれ表現している．さらに，S，Ri，Hj はブロー

す値となる．

ドキャスト送信端末，ブロードキャスト受信端末，隠れ端
末をそれぞれ示している．

2.2 危険度減少値の算出
RTB 方式におけるブロードキャスト受信端末の危険度

さて，このように構成されたネットワークにおいて RTB
方式を適用すると，ブロードキャスト受信端末 R1，R2，

減少値は，そのブロードキャスト受信端末に隣接するすべ

R3，R4 の危険度減少値はそれぞれ，3，0，2，1 と算出され

ての隠れ端末の危険度の総和となる．前節と同様に図 1 の

ることから，RTS の宛先端末には R1 がつねに選択される．

端末 1 をブロードキャスト送信端末と仮定した場合の各ブ

ところで，R1 に比べて R3，R4 に隣接する隠れ端末数は

ロードキャスト受信端末の危険度減少値は表 2 に示すと

相対的に少ない．したがって，隠れ端末の送信を含むトラ

おりとなる．

フィックの発生率が低い状況では，これらの端末がブロー
ドキャスト受信中に隠れ端末から干渉を受ける確率も同様

2.3 RTB 方式におけるブロードキャスト手続き
図 2 を用いて，RTB 方式の一連の動作の流れを以下に
述べる．前述のように算出した危険度減少値を用いて RTB
方式はブロードキャスト前にユニキャストで RTS/CTS 交

に低くなる．したがって，RTB 方式のようにユニキャスト

RTS/CTS 交換によって R1 のみを保護すれば高いブロー
ドキャスト受信率を達成できる．
しかしながら，トラフィック発生率が高くなるに従って，

換を実施する．ユニキャスト RTS/CTS 交換では，まず，

隣接する隠れ端末数が少ない場合にもブロードキャスト受

算出した危険度減少値の中から最大値を持つ端末を宛先と

信中に隠れ端末の送信にさらされる確率は高くなる．結果

して RTS を送信する．ここで，危険度減少値が最も高い

として，そのような状況下において RTB 方式を適用した

端末を宛先とするのは，RTS に対して返信される CTS を

場合には RTS の宛先端末となる R1 と隠れ端末と隣接し

できるだけ多くの隠れ端末に傍受させることで CTS 返信

ていない R2 のブロードキャスト受信率は高くなるのに対

後に開始されるブロードキャストを安全に実施するためで

し，その他の R2，R3 の端末のブロードキャスト受信率は

ある．すでに述べたように，危険度減少値は単純に隠れ端

大きく低下してしまう．つまり，RTB 方式では受信端末ご

末数を計算したものではなく，多くのブロードキャスト受

とのブロードキャスト受信率にばらつきが発生することに

信端末と接続する端末は高い危険度の値を持つ．つまり，

なる．

危険度減少値を基準に RTS の宛先端末を選ぶことは，よ
り多くの隠れ端末の送信を抑制することだけではなく，よ
り多くのブロードキャスト受信端末と隣接する隠れ端末の
送信を優先的に抑制することに貢献する．

2.5 RTB 方式における受信率のばらつき発生に関する
評価
前節で述べた，RTB 方式におけるブロード受信率のばら

これまで例に取り上げてきた図 1 における端末 1 をブ

つきが発生することを確認するために，RTB 方式を提案

ロードキャスト送信端末と仮定した場合には，RTB 方式で

した文献 [9] と同じく，C++を用いて開発したイベントド

は，端末 4 ではなく端末 2 が RTS 宛先端末として選択され

リブン型の計算機シミュレータにより評価を行った．具体

ることで同端末から返信される CTS によって 3 台の隠れ

的なシミュレーション諸元を表 3 に示す．

端末（端末 3，5，6）の送信を抑制することが期待できる．
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また，すべてのシミュレーションにおいて，ブロード
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シミュレーション諸元

Table 3 Simulation parameters.
Transmission rate

11 Mbps

Communication Range

100 m

SIFS

10 µsec

DIFS

50 µsec

Slot length

20 µsec

Contention Windows Size

Min: 31, Max: 1,023

MAC header

DATA: 24, RTS: 26,
CTS, ACK: 10 (byte)

Frame Check Sequence

図 5 ブロードキャスト受信率（IEEE802.11DCF，RTB 方式）

Fig. 5 Broadcast receive ratio (IEEE802.11DCF, RTB).

4 byte

PLCP header and Preamble

192 µsec

Packet Arrival Process

Poisson Arrival

number of terminals

50

信率の低下に影響を及ぼすトラフィックとなる．また，以
降のシミュレーション評価結果の記載では，ブロードキャ
スト送信端末の通信範囲内の端末，つまり，ブロードキャ
スト送信端末ならびに同端末と直接通信帯域を分け合う
端末に生じた oﬀered traﬃc の総和である footprint oﬀered

traﬃc をトラフィックとして記載している*2 ．
なお，以降すべての本論文における性能評価では，ラン
ダムにトポロジを変化させながら 100 秒間のシミュレー
ションを 100 回実施した結果の平均を評価結果としてして
いる．
また，ブロードキャスト受信端末数が n であるとき，任意
の受信端末 Ri（i ≤ n）のブロードキャスト受信率 BRatioi
は以下で算出する．
図 4

BRatioi =

シミュレーションで使用したネッワークトポロジ

Fig. 4 Network topology used in the evaluations.

キャスト送信端末（Broadcast Sender）を 400 m × 400 m
のシミュレーションフィールドの中心に，その他の端末
はシミュレーションフィールド上にランダムにそれぞれ

T ri
T otalBC

(1)

ここで，T otalBC はブロードキャスト送信端末による総ブ
ロードキャスト回数，T ri は Ri が受信に成功したブロー
ドキャストパケット数である．また，ブロードキャスト受
信率の平均値は以下で算出する．
n

配置した．なお，ブロードキャスト送信端末の通信範囲に

BRatio =

配置された端末はブロードキャスト受信端末（Broadcast

Receiver）となる．

1
BRatioi
n i=1

(2)

また，上記に加えて本論文では各ブロードキャストプロ

このように配置した端末におけるトラフィック発生条件

トコルごとのブロードキャスト受信率の相対的なばらつき

は次のとおりとした．まず，すべての端末には等しい平均

を評価するために，BRatioi ，BRatio から算出する変動係

発生間隔でポアソン分布に従う送信トラフィックがそれぞ

数（Coeﬃcient of variation, CoV）を評価に使用する．変

れ独立に発生するものとした．このうち，フィールド中央

動係数はそれぞれのプロトコルにおける BRatioi （i ≤ n）

のブロードキャスト送信端末に送信要求が発生した場合

と BRatio から次式によって算出した．

 
1 n

(BRatioi − BRatio)2
n

は，同端末の隣接端末すべてを宛先としてブロードキャス
トを実施することとし，それ以外の端末に送信要求が発生
した場合は，その端末の隣接端末の中からランダムに選択

CoV =

された 1 つの端末を宛先としてユニキャストを実施するこ
上記の条件のもとで，ブロードキャスト送信端末ではな
に存在する端末）を隣接端末に持つ端末が本論文の評価に
おける隠れ端末となり，同端末に送信要求が発生した場合
にそのユニキャストトラフィックがブロードキャスト受

c 2014 Information Processing Society of Japan


BRatio

(3)

図 5，図 6 にそれぞれ，RTB 方式と IEEE802.11DCF

ととした．
いが，ブロードキャスト受信端末（図 4 の Broadcast Area

i=1

*2

前述の端末配置条件から，ブロードキャスト送信端末の通信範囲
には送信端末自身を含めて平均約 10.6 端末存在する．ブロード
キャスト送信端末を含むすべての端末に生じる単位時間あたりの
平均送信要求発生数はすべて同等に設定しているため，1 端末あ
たりに発生した平均トラフィックは以降の結果中の横軸として示
すトラフィックの値をこの約 10.6 で割った値となることに注意
されたい．
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図 6 ブロードキャスト受信率の変動係数（IEEE802.11DCF，RTB
方式）

図 7

アンテナモデル

Fig. 7 Antenna model.

Fig. 6 Coeﬃcient of variation of broadcast receive ratio
(IEEE802.11DCF, RTB).

前の衝突回避制御を採用する衝突回避型のブロードキャス
トプロトコルである．

のブロードキャスト受信率と変動係数をシミュレーション

RTB-DR 方式の詳細を以下に述べる．

によって評価した結果をそれぞれ示す．
まず，図 5 から，RTB 方式は低トラフィック時にはほ
ぼ 1.0 のブロードキャスト受信率を達成しているものの，

3.1 アンテナモデル
RTB-DR では，文献 [12] と同様の機能を持つアンテナを

トラフィックが 1 Mbps を超えた付近から受信率は低下し

端末に実装することを想定する．図 7 に示すように，アン

始め，回線速度である 11 Mbps 以上の高トラフィック時に

テナは m 個のアレイから構成されており，各アレイのビー

は最低値となる 0.6 まで低下することが確認できる*3 ．

ムの広がり角度は θ = (360/m) 度とする．各アレイはお互

し か し な が ら ，こ の 性 能 は 標 準 規 格 で あ る

いのビームの範囲に入らないように配置され，どの方向に

IEEE802.11DCF の 最 低 値 で あ る 約 0.4 と 比 較 す る

対しても，いずれか 1 つのアレイのビーム範囲に含むもの

と大きく改善されており，RTB 方式はブロードキャスト

とする．また，同じく文献 [12] が想定するアンテナモデル

受信率向上に大きく効果を発揮することが確認できる．

と同様に本論文においてもすべてのアレイを使用してノー

これに対して，端末間での受信率のばらつきを示す図 6
の変動係数では，トラフィックの発生が 1 Mbps 以下の場

ドの周囲全方向に対する送受信をする無指向性モードと，

m 個のアレイの中から 1 つのアレイを選択して指定した方

合では，RTB 方式は非常に低い値を維持するものの，こ

向のみに対して送受信を行う指向性モードの 2 つのモード

れを超えると値は徐々に増加し，11 Mbps 以上ではばらつ

をパケットごとに切り替えることが可能であるとする．こ

きが最大となることが確認できる．また，標準規格である

のような動作が単一のアンテナで実現することが難しい場

IEEE802.11DCF と比較するとばらつきはつねに低く抑え

合は，文献 [11] で述べられているように，無指向性アンテ

られているものの，ブロードキャスト受信率において確認

ナと指向性アンテナを 2 つ端末に実装し，これらを切り替

されたほどの RTB 方式の高い優位性は確認できず，ばら

えて使用することも可能であり，どちらの実装方式を選択

つきはあまり改善されていないことが分かる．

した場合にも RTB 方式の制御には影響を与えない．

以上のように，2.4 節で述べた RTB 方式の問題点が実際

さて，以下に述べる RTB-DR 方式では，端末はアイド

に発生することが計算機シミュレーション結果から確認で

ル状態にある間アンテナは無指向性モードに設定し，すべ

きる．

ての方向からの送信を受信できるものとする．

3. 指向性受信により隠れ端末の干渉を排除す
るブロードキャストプロトコル

3.2 RTB-DR 方式の動作
図 8 に RTB-DR 方式の送信例を図示するとともに，以

RTB 方式において高トラフィック時に発生する端末間

下に送信制御の流れを説明する．まず，RTB 方式と同様

のブロードキャスト受信率のばらつきを改善する手法とし

に，RTB-DR 方式においてもブロードキャスト送信端末は

て，RTB-DR 方式を提案する．RTB-DR 方式は隠れ端末

自身から 2 hop 以内の端末の接続状況を把握し，危険度減

からの干渉を受信端末側の指向性受信によって排除する．

少値を算出する．その後，ブロードキャスト送信要求が生

同方式は RTB 方式と同様にブロードキャスト受信率を向

じた場合も RTB 方式と同様に最も危険度減少値の高い端

上するため，衝突発生後の再送ではなくブロードキャスト
*3

11 Mbps 以 上 の ト ラ フ ィ ッ ク に お い て ，提 案 方 式 な ら び に
IEEE802.11DCF のブロードキャスト受信率はそれぞれほぼ
一定値となるが，これはブロードキャストを含めたすべての送信
によってチャネルが使用される割合がほぼ一定となるためであ
る．

c 2014 Information Processing Society of Japan


末を宛先としてユニキャストで RTS を送信する．RTS を
受信した宛先端末は同様にブロードキャスト送信端末を宛
先としてユニキャストで CTS を返信する．
このとき，m 個すべてのアレイを使用して無指向性モー
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RTS 受信時に最も強い信号を検出したアレイを選択し，指

テナを用いて隠れ端末の干渉を排除するが，ブロードキャ

向性モードにアンテナを切り替える．ここで，RTS を傍受

スト送信端末は CTS を受信することで RTS の宛先端末と

した他のブロードキャスト受信端末も同様に指向性モード

して選択した端末が指向性の設定ならびに受信準備を正し

にアンテナを切り替える．返信された CTS を受信したブ

く完了できたことを確認する．つまり，危険度減少値が最

ロードキャスト送信端末は無指向性モードのまま，ブロー

大の端末を RTS の宛先端末として設定することで，最も

ドキャストを開始する．

隠れ端末からの干渉にさらされる可能性の高い端末が以降

以上のようにして，すべてのブロードキャスト受信端末
はブロードキャスト送信端末の方向のみからのパケットを
受信できるため，CTS を返信しなかった端末においても，

のブロードキャストを正しく受信できるかどうかを確認で
きる．
逆に，RTS の宛先端末とならなかった隣接端末の指向性

ブロードキャスト受信中に周囲の隠れ端末からの干渉を排

の設定と受信準備の完了は確認できない．たとえば，図 8

除することが期待できる．

において，RTS の送信に先立っていずれかの隠れ端末 Hi

RTS を受信（傍受）することにより指向性モードにア

（1 ≤ i ≤ 4）の送信が行われていた場合はその隠れ端末と

ンテナを切り替えたブロードキャスト受信端末はブロード

隣接する端末 Rj （1 ≤ j ≤ 4，j = 2）は，ブロードキャス

キャスト受信が正常に完了した後に無指向性モードにアン

トを正しく受信することはできない．

テナを切り替える．ここで，何らかの原因でブロードキャ
スト受信が正常に行えなかった場合においても，先に受信

3.3 関連研究

（傍受）した RTS のヘッダに記載されたブロードキャスト

以下では，前節で提案した RTB-DR 方式と同様に，ブ

パケットの送信予定時刻が経過した際には同様に無指向性

ロードキャスト送信端末の周辺すべての方向の受信端末を
保護することを目的として，文献 [9] において RTB 方式と

モードにアンテナを切り替える．
さて，RTB 方式では CTS を傍受させることでブロー
ドキャスト受信中の隠れ端末の送信を抑制させていたが，

あわせて提案された DRTS（Double RTS）方式について
述べる．

RTB-DR 方式では上述のようにブロードキャスト送信端

図 9 を用いて，DRTS 方式の送信制御を説明する．DRTS

末側に利得を向けることで，隠れ端末の送信の影響を排

方式では，ブロードキャスト送信端末は，まず，RTB 方

除する．したがって，隠れ端末の送信を抑制する必要がな

式とまったく同じ動作でユニキャスト RTS/CTS 交換を実

いため，CTS を傍受した端末が設定する NAV（Network

施した後に，連続して受信局すべての端末を宛先とした

Allocation Vector）期間の根拠となる CTS の duration に

ブロードキャスト RTS（2nd BRTS）を送信する．当然な

は 0 を設定する．

がら，RTS を正常に受信したすべての端末が同時に CTS

このように，RTB-DR では，CTS ではなく指向性アン

を返信するために，ブロードキャスト送信端末上で複数
の CTS が衝突し，これらは正しく認識されることはない
（2nd CTS Window）
．しかしながら，ブロードキャスト送
信端末は 1 度目のユニキャスト CTS を認識できているこ
とから少なくとも RTB 方式と同程度の隠れ端末数は抑制
できていると判断し，ブロードキャストを開始する．この
ように，DRTS 方式は RTB 方式と同等の隠れ端末を 1 度
目のユニキャスト RTS/CTS 交換によって抑制した後に 2
度目のブロードキャスト RTS/CTS 交換時にその他の方向
に存在する隠れ端末に対しても CTS を傍受させる機会を
与えることで，少しでも多くの隠れ端末を抑制することを
期待したブロードキャストプロトコルといえる．

図 8

RTB-DR 方式における送信制御

Fig. 8 Transmission control procedure of RTB-DR.

図 9

DRTS 方式における送信制御

Fig. 9 Transmission control procedure of DRTS.
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4. 性能評価

図からも，他の 3 方式に比べて RTB-DR 方式は受信率の
ばらつきが大幅におさえられていることが確認できること

本論文で提案する RTB-DR 方式の有効性を評価するた

から，指向性受信方式の導入が受信率のばらつき軽減に大

めに計算機シミュレーションによって性能を評価する．性

きく貢献していることが分かる．特に，全方向の隠れ端末

能評価においては，RTB-DR 方式に対する比較方式とし

の送信を抑制する DRTS 方式と比べても，RTB-DR 方式

て，IEEE802.11DCF，RTB 方式，DRTS 方式の 3 方式を

の変動係数の最大値は

用いる．評価では，2.5 節の評価で使用したシミュレータ

もブロードキャスト受信率のばらつき低減に対して大きな

をベースにして提案方式の動作に沿って変更を適用したも

効果を発揮していることが確認できる．

1
2

以下におさえられていることから

のを使用した．シミュレーション諸元は表 3 と同様とし
た．なお，特に断りのない場合，RTB-DR 方式におけるア
ンテナのアレイ数は 4（すなわち，1 アレイのビームの広
◦

がり角度は 90 ）とした．

4.2 アンテナアレイ数を変化させた場合の特性評価
文献 [12] でも報告されているように，一般的な指向性ア
ンテナを用いる MAC プロトコルでは，指向性ビームの幅
を狭くした場合に高い性能を獲得しやすい．

4.1 端末をランダム配置した場合の性能評価

本論文が想定するアンテナモデルでのビームの広がり角

フィールド上に端末をランダム配置した場合のブ

度はアレイ数に依存するため，以下では，RTB-DR 方式の

ロ ー ド キ ャ ス ト 受 信 率 を 図 10 に 示 す ．同 図 か ら

アレイ数を変化させた場合の性能を評価する．性能評価の

IEEE802.11DCF，RTB 方式，DRTS 方式と比較して RTB-

諸元は前節と同様とし，アンテナアレイを 2，3，4，6，12

DR 方式はつねに高いブロードキャスト受信率を達成でき

と変化させた．

ることが確認できる．また，他の 3 方式が高トラフィック

図 12 に示すブロードキャスト受信率の結果から，一般

時に大きく性能が低下するのに対し，RTB-DR 方式はほと

的な指向性アンテナを用いる MAC プロトコルと同様に，

んど低下していないことから，トラフィック変動に対して

RTB-DR においてもビームの広がり角度を狭くすること

ブロードキャスト受信率が影響を受けにくい方式であるこ

で性能が向上することが確認できるが，アレイ数が 2（す

とが確認できる．

なわち，ビームの広がり角度は 180◦ ）の場合でも，受信

次に，変動係数を示した図 11 で 3 方式を比較する．同

率の最低値は 0.81 近辺であることから RTB 方式の最低値

0.6 と比べて十分に高い性能であることが確認できる．さ
らに，RTB-DR 方式ではアレイ数の増加によって性能は向
上するものの，4 以上の場合は，それほど性能に差がない
ことが確認できる．これは，指向性モードにおいて最もブ
ロードキャスト送信端末に近いアレイを選択すると，その
アレイがカバーする範囲に存在する端末の多くが同様にブ
ロードキャスト受信端末となるが，これらの端末からはブ
ロードキャスト受信中に干渉する送信は行われないため，
図 10 ブロードキャスト受信率（IEEE802.11DCF，RTB 方式，

DRTS 方式，RTB-DR 方式）
Fig. 10 Broadcast receive ratio (IEEE802.11DCF, RTB,
DRTS, RTB-DR).

結果として必要以上にビームの広がり角度を狭くする必要
がなくなるからであると考えられる．
同様の特性は，アレイ数の変化に対する変動係数の特性
を示した図 13 からも確認できる．同図においても，どの
ようなアレイ数であっても RTB-DR 方式は RTB 方式より

図 11 ブロードキャスト受信率の変動係数（IEEE802.11DCF，RTB
方式，DRTS 方式，RTB-DR 方式）

Fig. 11 Coeﬃcient of variation of broadcast receive ratio
(IEEE802.11DCF, RTB, RTB-DR).
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図 13 アレイ数ごとのブロードキャスト受信率の変動係数

Fig. 13 Coeﬃcient of variation of broadcast receive ratios under varying number of array.

もつねにばらつきは小さく改善されおり，また，アレイ数

図 14 RTB-DR 方式における RTS 宛先端末の選択手法の違いとブ
ロードキャスト受信率

Fig. 14 Broadcast Receive ratios according to the selection

が 4 以上であればそれ以上アレイ数を増やしても特性には

methods of the RTS destination.

大きく影響しないことが確認できる．

4.3 トポロジ変化等により正しく RTS 宛先端末を選択で
きない状況下における性能評価
すでに述べたとおり，RTB-DR 方式は危険度減少値の
最も高い隣接端末を宛先として RTS を送信する．正しい
危険度減少値を算出するためには，ブロードキャスト送信
端末から 2 hop 以内のトポロジを正しく把握する必要があ
る．しかしながら，端末のネットワークへの参加・離脱や
移動にともなうトポロジ変化が激しい環境下では，正しく

2 hop 以内のトポロジを把握できない場合がある．
以上の議論をふまえ，RTS 宛先端末が正しく選択できな
い場合における RTB-DR 方式の性能を評価する．評価で

図 15 RTB-DR 方式における RTS 宛先端末の選択手法の違いと変
動係数

Fig. 15 Coeﬃcient of variations according to the selection
methods of the RTS destination.

は，RTB-DR 方式における RTS 宛先端末をそれぞれ，こ
れまでどおり最大の危険度減少値を持つ端末に正しく選択

方式よりも高いブロードキャスト受信率を獲得できること

できた場合（RTB-DR）
，危険度減少値とはまったく無関係

が分かる．

にブロードキャストのたびに隣接端末からラウンドロビン

図 15 に 5 方式のブロードキャスト受信率の変動係数を

によって RTS 宛先端末を選択した場合（RTB-RR）
，同様

示す．同図に示す結果から，RTB-DR 方式の変異型 4 方式

にブロードキャストのたびに隣接端末からランダムに選択

は RTB 方式に比べ，大幅にばらつきが改善されているこ

した場合（RTB-RAND）
，最小の危険度減少値を持つ端末

とが分かる．また，RTB-DR 方式の変異型 4 方式の間での

を選択した場合（RTB-MIN）の RTB-DR 方式の異型 4 方

ばらつき改善度合いは，ブロードキャスト受信率の優位性

式と RTB 方式の合計 5 方式を比較評価した．なお，RTS

とまったく同じ優位性関係となることが分かり，最大の危

宛先端末の選択方法以外の送信制御手続きはこれまでの

険度減少値を持つ端末を正しく RTS 宛先端末に選択する

RTB-DR 方式とまったく同じものとした．

ことがばらつき低減においても同じく最も高い性能の獲得

図 14 に 5 方式のブロードキャスト受信率を示す．同

につながることが分かる．

図からも分かるとおり，正しく危険度減少値最大の端末
を RTS の宛先に選択する RTB-DR 方式が最も高い性能
を，RTB 方式が最も低い性能をそれぞれ示すことが確認
できる．

4.4 端末どうしの接続関係が粗なネットワークでの性能
評価
これまで，本論文が提案する RTB-DR 方式の性能を RTB

また，RTB-DR の異型 4 方式の中では RTB-MIN が最

方式や，さらには RTB-DR 方式と同様に全方向の隠れ端末

も低い性能となり，RTB-RR と RTB-RAND はほぼ同じ性

を抑制する DRTS 方式と，ランダムに端末を配置したネッ

能となった．以上の結果から，RTB-DR 方式において危険

トワークにおいて評価を実施してきたが，同ネットワーク

度減少値が最大の端末を正しく RTS 宛先端末に選択する

では端末密度が密であり，比較方式として用いた DRTS 方

ことが高い性能の獲得につながるものの，トポロジ変化に

式の期待する性能を達成しにくいネットワークでの評価で

よって正しい危険度減少値が算出できない場合にも，RTB

あった．
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図 16 DRTS 方式との比較に用いたネットワークトポロジ

Fig. 16 Network topologies for comparing performance with
DRTS.

図 18 ブロードキャスト受信率の変動係数（IEEE802.11DCF，RTB
方式，DRTS 方式，RTB-DR 方式）

Fig. 18 Coeﬃcient of variation of broadcast receive ratio
(IEEE802.11DCF, RTB, DRTS, RTB-DR).

隠れ端末の偏りが小さくなるに従って，すべてのプロトコ
ルの性能が低下することが確認できる．しかしながら，す
べてのトポロジにおいて，RTB-DR 方式は最も高いブロー
ドキャスト受信率を達成していることが確認できる．
また，一度の RTS/CTS 交換ですべての隠れ端末を抑制
図 17 ブロードキャスト受信率（IEEE802.11DCF，RTB 方式，

DRTS 方式，RTB-DR 方式）
Fig. 17 Broadcast receive ratio (IEEE802.11DCF, RTB,
DRTS, RTB-DR).

できるはずの biased(large) において，RTB 方式，DRT 方
式の両者とも，ブロードキャスト受信率が 1.0 を達成でき
ていないことが確認できるが，これは，RTS を正しく認識
したブロードキャスト受信端末が CTS を返信する際に，同
時に隠れ端末がパケットを送信することで，ブロードキャ

そこで，本節では，比較方式である DRTS 方式の性能

スト送信端末には正しく CTS が認識されるものの，隠れ

が効果的に発揮される状況においても，本論文で提案する

端末の同時送信によって正しく CTS を認識できなかった

RTB-DR 方式の優位性が維持できるのかについて評価を実

隠れ端末が発生し，これらがブロードキャスト中に送信を

施した．

開始することで，受信に干渉を及ぼしてしまうからである．

評価に用いるトポロジは，RTB 方式，DRTS 方式を提

これに対し，RTB-DR 方式では，ブロードキャスト受信

案した文献 [9] と同じものとした．同図に示すトポロジの

端末は RTS を受信（傍受）できれば，正しく指向性モード

うち，最も隠れ端末の偏りが存在する biased(large) では，

を設定し隠れ端末からの干渉を排除できるために，CTS が

一度の RTS/CTS 交換ですべての隠れ端末の送信を抑制で

隠れ端末に認識されたかどうかはほとんどその後のブロー

きる可能性があるが，他の 2 つのトポロジでは，それぞれ，

ドキャスト受信の成否に影響しないからである．

一度に抑制できる隠れ端末数が少なくなっている．特に，

次に，ブロードキャスト受信率の変動係数を示す図 18

どの方向にも均等に隠れ端末が存在する no biased では，1

からも，すべての条件下で RTB-DR 方式が低い値を示すこ

度の RTS/CTS 交換では最大でも全体の 1/4 の隠れ端末数

とから，最も効果的にばらつきを改善できることが確認で

しか抑制できない．

きる．同図からは，偏りがない場合は IEEE802.11DCF も

さて，以降で報告する性能評価ではネットワーク中の端

ばらつきが大きく低下しているものの，これは，単純にす

末数は 13 としたが，端末数以外のシミュレーション諸元

べてのブロードキャスト受信端末はほとんど同じ条件で，

はこれまでと同様に表 3 を用いた．

隠れ端末の干渉によって受信失敗するためであり，ばらつ

図 16 に示すネットワークトポロジを用いて計算機シ
ミュレーションを実施し，ブロードキャスト受信率，ブロー
ドキャスト受信率の変動係数を求めた結果を図 17，図 18

きが改善された結果ではないことに注意されたい．

5. おわりに

にそれぞれ示す．なお，計算機シミュレーションを実施し

本論文では，MAC レベルブロードキャスト性能を向上

た結果，トラフィックに対する各性能値の変動はこれまで

するために，ブロードキャスト開始前に隠れ端末の送信を

とほぼ同等の特性を示したため，両図はネットワークに伝

抑制することでブロードキャスト受信率を改善する衝突回

送速度 11 Mbps と同じ量のトラフィックが生起した状況で

避型ブロードキャストプロトコルにおいて，ブロードキャ

の性能値をプロットした．

スト受信端末ごとの受信成功率のばらつきを低減させる方

まず，ブロードキャスト受信率を示した図 17 からは，
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案を行った．

RTB-DR 方 式 の 有 効 性 を 評 価 し た 計 算 機 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 結 果 か ら は ，無 線 LAN の 標 準 規 格 で あ る

IEEE802.11DCF や同じく衝突回避型のブロードキャス

[8]

トプロトコルである RTB 方式と比べて高いブロードキャ
スト受信率とブロードキャスト受信率のばらつきの低減を
実現できることを明らかにした．

[9]

さらに，RTB-DR 方式は，ブロードキャスト送信端末
の周囲全方向の隠れ端末を事前に抑制するブロードキャス

[10]

トプロトコルであるが，同様のプロトコルである，DRTS
方式との性能比較も実施した結果から，RTB-DR 方式は

DRT 方式と比べて，端末が密に存在するネットワークに
おいて大きくブロードキャスト受信率とそのばらつきにお

[11]

いて高い性能を実現できること，また，DRTS 方式が本来
の性能を効果的に発揮するネットワークトポロジにおいて
も，同じく RTB-DR 方式が高い優位性を示すことをそれ
ぞれ明らかにした．
ところで，現在，RTB-DR 方式はマルチキャスト送信に対

[12]

トワークにおいて NACK 及び指向性アンテナによるブ
ロードキャストデータ再送信を用いた MAC プロトコル，
電子情報通信学会論文誌，Vol.J87-B, No.2, pp.144–158
(2004).
Chen, J. and Huang, M.: A broadcast engagement ACK
mechanism for reliable broadcast transmission in mobile ad hoc networks, IEICE Trans. Comm., Vol.E88-B,
No.9, pp.3570–3578 (2005).
重安哲也，松野浩嗣，森永規彦：隠れ端末の危険度に基
づいた衝突回避制御を行うブロードキャストプロトコル，
情報処理学会論文誌，Vol.51, No.2, pp.453–465 (2010).
Ivanov, S., Botvich, D., Balasubramaniam, S. and
Popova, N.: Avoiding redundant channel blocking in cooperative multi-channel MAC protocols through virtual
topology inferencing, Proc. IEEE ICC 2009, Dresden,
Germany, p.5 (2009).
Feng, J., Ren, P. and Yan, S.: A deafness free MAC
protocol for ad hoc networks using directional antennas,
Proc. IEEE ICIEA 2009, Xi’an, P. R. China, pp.449–
454 (2009).
Korakis, T., Jakallari, G. and Tassiula, L.: CDR-MAC:
A protocol for full exploitation of directional antennas in
ad hoc wireless networks, IEEE Trans. Mobile Computing, Vol.7, No.2, pp.145–155 (2008).

応していない．これは，マルチキャスト送信時に RTB-DR
方式を適用するには，RTS 宛先端末の候補からマルチキャ
ストメンバもしくはマルチキャストルーティングの中継端
末以外を除外する必要があるが，MAC 層のみの情報では
これを行うことはできないためである．
しかしながら，宛先アドレスを参照することによって，
送信側において生じた送信要求がマルチキャストである
か，ブロードキャストであるかを判断することは可能であ
るため，たとえば，マルチキャスト送信の場合には RTS
宛先候補を送信端末自身のアドレスにする等の改変を行え
ば，指向性受信のもたらす効果によって 5.3 節の評価で示
した RTB-DR MIN 程度の性能を達成できると考えることが
できる．
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