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研究実績 

の概要 

車両間で位置情報を共通して衝

突事故回避を行う ITS（高度交通シ

ステム），あるいは，無線センサネ

ットワーク等における経路設定等で

は，中継端末を利用して同一の情

報を，不特定多数の全端末で共有

するマルチホップ方式が採用され

ている．中継端末を利用する際に

は，送受信端末間で単一の中継端末を固定的に利用するよりも，無線通信回線の品質等に

応じて複数の中継端末を協調的に利用することにより，性能が向上することは明らかである． 

本研究課題では，複数の中継端末を利用する無線マルチホップ協調中継ネットワーク（図1

参照）において，中継端末で使用する IEEE 802.11無線LANプロトコルのパラメータを，例えば

報元端末からの受信電力等の無線回線品質に応じて適応的に調整することで協調中継方式

の性能改善を試みる方式を3種類提案する．そして，計算機シミュレーションにより評価するこ

とを目的とする．いずれの提案方式においても，情報元端末から遠い中継端末は，自局の

IEEE 802.11パラメータである競合ウィンドウ値（CW）として集合｛15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023｝

から小さな値を設定し，逆に，情報元端末に近い中継端末は CW として大きな値を設定するこ

とにより，情報元端末から遠い（宛先端末に近い）中継端末からの送信を優先するものであ

る．提案方式1では，情報元端末，中継端末，宛先端末の間の距離を利用し，提案方式2およ

び3では，中継端末の受信電力を利用する． 
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情報元端末

宛先端末

中継端末2

中継端末1

 

図 1．無線マルチホップ協調中継ネットワーク 



 

研究実績 

の概要 

計算機シミュレーションの結果，

図 2 に示す通り，提案方式は，従

来方式よりも小さな協調期間を示

すことが明らかになった．特に，中

継端末と情報元端末の距離を利

用する提案方式1は，中継端末数

の変化に対して安定した性能を示

す． 
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図 2．協調期間のシミュレーション結果 


