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あらまし アドホックネットワークにおいて指向性通信を要する様々な MAC プロトコルが開発されており，プ
ロトコルを評価するためのシステムの構築が望まれている．これまでの評価システムは，ZigBee をもとに構築さ
れており規定以上の動作変更は困難であった．そこで本論文では，ZigBee の制約なく物理層，MAC 層の仕様を
決定できるシステムを構築する．具体的には，スマートアンテナとして 5.11 GHz 帯エスパアンテナ，無線通信端
末にソフトウェア無線のプラットホームである GNU Radio と USRP2 (Universal Software Radio Peripheral)
を用いて，指向性通信を要する MAC プロトコルの実証実験を行えるシステムを構築した．また，GNU Radio
上でエスパアンテナの制御が可能となるように指向性制御回路を作製した．動作検証として，指向性 MAC プロ
トコルを実装し性能評価を行った．システムを使用し，シングルホップ通信やマルチホップ通信環境下のスルー
プットを評価した．実験結果より，指向性通信を行うことで空間利用効率が向上することを確認できた．
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利用の一つとして，可変指向性アンテナを利用する指

1. ま え が き

向性メディアアクセス制御（指向性 MAC）が提案さ

新たなネットワーク基盤としてアドホックネットワー

れている [1]〜[7]．指向性 MAC プロトコルでは，通

クに関する研究が盛んに行われている．アドホックネッ

信の状況や自端末の周辺環境に応じてアンテナの指向

トワークは，基地局などの固定インフラを必要とせず，

性ビーム形状を制御することにより，周辺端末との干

その場の端末だけでネットワークを形成できるため，

渉を抑制し空間利用効率の向上を図っている．空間利

災害時の簡易ネットワークや車車間通信などへの応用

用効率の向上に伴い，ネットワーク内での遅延時間削

が期待されている．アドホックネットワークにおいて，

減やスループット向上などの効果が期待できる．現在，

無線チャネルは複数の端末によって共有されるため，

指向性 MAC プロトコルに関する研究では，主にアン

各端末同士のフレーム衝突を抑えるためのメディアア

テナのビーム形状や電波伝搬モデルを理想的に仮定し

クセス制御 (MAC：Medium Access Control) が不可

たシミュレーションによる性能評価が行われている．

欠である．また，限りある周波数資源で多くのアド

そのため，実環境での運用を考えると実際に形成可能

ホックネットワークサービスを実現するには，使用で

な指向性ビームや発振周波数の精度や搬送波対雑音比

きるチャネルの有効利用が必要である．チャネル有効

などの無線通信装置固有の問題，実空間における電波
伝搬による影響も考慮して評価する必要がある．これ
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れらは主に既存の ZigBee [10] 無線モジュールを利用

開発したシステムの動作検証として，電波暗室内での

しているため，物理層，MAC 層のプロトコルまたは

ビームパターンの測定，通信実験の結果を示す．最後

クロスレイヤプロトコルを実装する際には ZigBee で

に 5. でまとめとする．

規定されている以上の機能実装，動作変更は困難とな
る．特にアドホックネットワークでは，端末の多様性
を考慮する必要があるため，送信電力の範囲が広いも

2. 指向性 MAC プロトコル評価システム
指向性 MAC プロトコルを評価するシステムの構築

のや様々な周波数帯を利用できるシステムが望ましい．

には，可変指向性アンテナと無線通信端末を用意する

送信電力の範囲が広くなることで，最大送信電力の異

必要がある．可変指向性アンテナとしてエスパアンテ

なるシステムが混在した環境を擬似的に構築できる．

ナを用いる．エスパアンテナは，UNAGI にも採用さ

また，最大送信電力が高いほど送信電力制御を行う指

れている可変指向性アンテナである．指向性ビームは，

向性 MAC プロトコルの通信効率や消費電力特性を明

素子間の電磁界結合を用いているためアンテナの小形

確に評価できる．更には，様々な周波数帯を利用でき

化が可能である．よって小形端末にも実装可能であり，

ることで，コグニティブ無線環境を構築し周波数帯の

端末の多様性を考慮したシステム要求に適している．

異なるシステムが混在した環境を構築できる．これら

また，本システムでは様々な素子数，素子配置，素子

によって，無線 LAN や ZigBee のみにとらわれない

形状のエスパアンテナの利用を可能とする必要がある．

自由なシステム環境で指向性 MAC プロトコルの性能

そこで，エスパアンテナの指向性ビームを，PC 上か

を検討することが可能となる．
本論文では，指向性 MAC プロトコルをアドホック
ネットワーク環境で性能評価するためのシステム構築

ら USB のシリアル通信によって制御するための指向
性制御回路を別途作製する．無線通信端末として，PC
上で動作するソフトウェアに GNU Radio を利用し，

について説明する．開発するシステムは，通信端末

無線通信端末のフロントエンドである USRP2 を用い

の多様性を考慮し設計する．可変指向性アンテナと

る．USRP2 はドータボードにより使用周波数帯を変

して小形化・平面化が可能なエスパ (ESPAR：Elec-

更できる．本システムの使用周波数は，特別実験試験

tronically Steerable Parasitic Array Radiator) アン

局の取得を考慮し 5.11 GHz 帯とした．次より，シス

テナ [11] を用い，無線端末装置にソフトウェア無線の

テムの全体構成と各構成要素の詳細について述べる．

技術を用いる．ソフトウェア無線のプラットホームであ

2. 1 全 体 構 成

る GNU Radio [12] と USRP2 (Universal Software

システムの全体構成は GNU Radio が動作する PC

Radio Peripheral) [13] を用いることでより柔軟に送

を中心に，実際に無線通信の処理を行う USRP2，エ

信電力や周波数帯の設定が可能となる．MAC プロト

スパアンテナとその指向性を制御する指向性制御回路

コルの機能の全ては，GNU Radio を用いてソフトウェ

で構成される．図 1 のように PC と USRP2 はギガ

アで実装する．評価システム上には，無指向性 MAC

ビットイーサケーブルで接続する．USRP2 の RF 出

と指向性 MAC を実装し，通信性能を比較する．指向

力にはエスパアンテナが同軸ケーブルによって装着さ

性 MAC には多くの技術が用いられているが，本論文

れる．更に，エスパアンテナは各無給電素子と接地面

では，文献 [7] で大別されている Pure-RTS/CTS メ

が指向性制御回路の出力ポートとつながっており，指

カニズムを用いた指向性 MAC を評価対象とした．そ

向性制御回路は USB によって PC と接続される．図 2

の理由は以下のとおりである．Pure-RTS/CTS メカ

に作製したシステムの外観を示す．

ニズムは，制御パケットである RTS/CTS のみを効果

2. 2 エスパアンテナ

的に用いてチャネルの有効利用を図っている．制御パ

図 3 にエスパアンテナの構造を示す．エスパアン

ケットの送信方法に関してだけでも無指向性・指向性

テナは，1 本の給電素子 (#0) と複数本の無給電素子

ビームの選択や複数方向への送信の設計自由度がある．

(#1〜#6) で構成される可変指向性アンテナである．

また，トーン信号を発生するような外部装置や送信ス

開発するシステムには，無給電素子の本数が 6 本の 7

ケジューリングのための同期機構を取り入れる必要が

素子エスパアンテナを用いる．無給電素子の電気長は，

ない．

無給電素子に装荷されたバラクタ（可変容量ダイオー

以下，2. で開発したシステムについて説明する．3.
では MAC プロトコルの実装について述べる．4. では
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ド）のリアクタンス値を変化させることで調整できる．
また，リアクタンス値はバラクタに直流電圧を印加す
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Fig. 4

図 4 7 素子エスパアンテナの寸法
Dimensions of seven-element ESPAR antenna
for 5.11 GHz.

ることで変化する．エスパアンテナでは，無給電素子
の電気長を調整し，給電素子と電気長の異なる無給電
素子を電磁界的に結合させることで指向性を形成する．
エスパアンテナは以下の特長がある．

図 1 システムの構成
Fig. 1 System conﬁguration.

•

給電素子が 1 本のみ

•

無給電素子は電力を消費しない

•

素子間結合により指向性を形成する

給電素子が 1 本であるため，送受信回路は一つでよい．
また無給電素子においては，バラクタに直流電圧を印
加するのみであり電流は流れないため，電力を消費し
ない．更に，一つの送受信回路，D–A コンバータ，バ
ラクタ及び制御用のマイコンで指向性制御用のハード
ウェアを構成できるため，部品点数が少なく安価にそ
して簡易的に作製できる．以上のことから，エスパア
ンテナは他の可変指向性アンテナと比較し，低消費電
力で可変指向性を得ることができ，小形化・低コスト
化・指向性制御が簡易なアンテナといえる．
作製したエスパアンテナの寸法を，図 4 に示す．本
体の直径は 60 mm，各素子の長さは 15 mm とした．
給電素子，各無給電素子の間隔はそれぞれ 15 mm で
あり，素子の材質は半径 0.8 mm のスズめっき線を

図 2 システムの外観図
Fig. 2 Overview of system.

使用している．本体に使用した基板はガラスエポキ
シ両面基板 (FR-4) で板厚は 1.6 mm，銅はく厚さは

35 µm である．無給電素子に装荷するバラクタには
Infineon 社 BB833E6327 を使用した．BB833E6327
は 0〜30 V の直流電圧を印加することで，静電容量が

0.75〜9.3 pF の間で変化する．
2. 3 指向性制御回路
ここでは，エスパアンテナの指向性制御回路につい
て説明する．GNU Radio 上からエスパアンテナの指
向性を制御できるよう，指向性制御回路は FTDI 社の

USB コントローラ (FT245RL) を用いて PC と USB
で接続される．マイコンでは USB 経由で送られてき
図 3 エスパアンテナの構造
Fig. 3 Structure of ESPAR antenna.

たビット系列から，GNU Radio 上で指定された電圧
がアンテナに印加されるように DAC を制御する．マ
85
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イコンには Atmel 社の ATMEGA32-16AU を使用し，

DAC の制御などを C 言語によって記述する．DAC

3. MAC プロトコル実装

には Linear Technology 社の LTC2620CGN を使用

GNU Radio を利用して，MAC プロトコルを実装す

する．LTC2620CGN には 12 bit の DAC が 8 ch ある

る．MAC プロトコルのために，RSSI（受信信号強度）

ため，最大 8 ポートまでの電圧制御が可能である．指

の計測，キャリヤセンス，送信電力制御，バックオフ，

向性制御回路の電源は USB から供給される 5 V 電源

フレーム制御，NAV (Network Allocation Vector) 機

を利用する．しかし，利用するバラクタから考えると

能及びエスパアンテナの指向性ビーム制御の機能を

0〜5 V の電圧では不十分である．そこで，USB の電

実装し，通信プロトコルに従い動作するようにした．

源電圧を Maxim 社 MAX629ESA（レギュレータチッ

MAC プロトコルは CSMA/CA [16] をベースとした

プ）により昇圧し，Texas Instruments 社のオペアン

無指向性 MAC と，R.R. Choudhury らの DMAC [4]

プ (LM124DRG4) によって DAC の出力を増幅する．

をベースとした指向性 MAC を実装した．プロトコル

最終的に，0〜20 V の電圧をエスパアンテナの無給電

の動作を図 5 に示す．端末 S，D，X は無指向性ビー

素子に印加することができる．

ムを用いて待機している．パケットの発生した端末 S

2. 4 GNU Radio

は，無指向性ビームでキャリヤセンス及びバックオフ

GNU Radio はソフトウェア無線開発用のツールキッ

を行い，端末 D に指向性ビームを向けて RTS を送

トで，変調方式などを C++でモジュールとして記述

信する．RTS を受信した端末 D は，端末 S に向けて

できる．各モジュールは Python を利用して結合でき，

CTS を送信する．RTS/CTS 交換が成功した端末 S

複数のモジュールを組み合わせることで一つの無線機

と D は指向性ビームを向け合い，DATA と ACK を

を構築する．変調方式などの物理層技術以外にも，機

それぞれ送信する．また，CTS を受信した周辺端末 X

能を書き加えることでルーチングプロトコルや MAC

は端末 D 方向へ NAV を設定し，自身の D 方向への

プロトコルを実装できる．本システムでは，アンテナ

通信を抑制する．MAC 層のフレームフォーマットは

の指向性制御回路を用いることで，GNU Radio 上で

図 6 のように設定した．図 6 において Frame Body

指向性ビームを制御できるようになっている．そのた

に MAC 層のペイロードが記載され，Frame Body と

め指向性ビームの変更を，組込み型のハードウェアと

FCS を除いた部分が MAC 層のヘッダとなる．

異なり GNU Radio 上の高級言語で記述できる．

GNU Radio/USRP2 を用いた実装では，物理層か

2. 5 USRP2
USRP2 は，メインボードとドータボードから構成
される GNU Radio の無線フロントエンドとして開発
された無線ハードウェアモジュールである．USRP2
はプロトコル実装のほかにも，干渉除去 [14] やスペク
トルセンシング [15] などの研究にも用いられている．
メインボードでは，入力された信号をディジタル信号
として扱えるよう A–D 変換を施したり，設定された
通信レートに応じた処理を行う．ドータボードではア
ンテナから入ってきた電波を中間周波数に落としたり，
メインボードから送られてきた信号を送信周波数に上
げたりする．使用する周波数に合わせてドータボード
を変更することで，様々な周波数帯において無線機の
構築が可能となる．本システムのドータボードは，使

図 5 指向性 MAC プロトコル
Fig. 5 Directional MAC protocol.

用する周波数が 5.11 GHz 帯のため XCVR2450 を選
択した．USRP2 は，通信に利用するアンテナを自由
に変更できる．よって，作製した指向性制御回路で制
御可能であれば様々な種類・形状のエスパアンテナを
装着できる．
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図 6 MAC フレーム構造
Fig. 6 MAC frame format.
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Table 1

表 1 MAC プロトコルのパラメータ
Conﬁguration parameters on MAC protocol.

Slot time
SIFS
DIFS
Carrier sense threshold
Contention window
Retry limit
Overhead for changing beam

1 ms
1 ms
20 ms
−50 dB
15〜1023
9
5 ms

らの情報を MAC 層で扱う際にソフトウェア上の遅延
を伴うことが報告されている．遅延により，MAC 層
で参照している RSSI 値と実時間での RSSI 値が異な
る場合はキャリヤセンス機能が正常に動作しない．そ
のほかにも，NAV 期間が指定した時間と異なるなど遅

図 7 形成した指向性ビーム
Fig. 7 Formed directional beam.

延によって予期せぬ誤動作が発生する．実装では，文
献 [17] をもとにキャリヤセンス時の遅延と PC–USRP
間の処理遅延を考慮した．また，エスパアンテナの指
向性を切り換える際，GNU Radio と指向性制御回路
の通信は USB ポートのシリアル通信を利用している．
よって，GNU Radio 上から指向性ビーム切換の命令
を送ってから，指向性が切り換わるまでに一定時間を
要する．指向性 MAC では，この切換時間が送信時の
オーバヘッドとなる．ソフトウェア上の遅延を考慮し
た MAC プロトコルの主要パラメータを表 1 に示す．

4. システムの動作検証
4. 1 ビームパターンの測定
作製したエスパアンテナの水平面内指向性ビームの
測定を行った．エスパアンテナより 1 m 離した位置に

Fig. 8

図 8 実験トポロジー
Experimental topologies.

設置したホーンアンテナから 5.11 GHz の正弦波を出
力し，エスパアンテナで受信電力を測定した．なお，

並べた端末のうち両端の端末をそれぞれ送信端末と受

バラクタ制御電圧は 0，20 V の 2 通りで切換を行い，

信端末とし，その他の端末は全て中継端末とする．ス

一つのアンテナに対して全 64 通りのバラクタ制御電

ループットの測定は受信端末で行う．

圧セットについて受信電力を測定した．測定したエス
パアンテナの指向性ビームの例を図 7 に示す．

通信実験では，まず無指向性 MAC プロトコルと指
向性 MAC プロトコルの最大スループットを 2 端末間

4. 2 通信実験環境

で測定した．次に 4 台の端末を用いて通信ペアを 2 組

実験諸元を表 2 に示す．実験を行うトポロジーとし

とした場合のスループットを測定し，各プロトコルで

て図 8 に示すように，電波暗室内（図 9）で端末を一

比較した．最後に，2 ホップ，3 ホップのマルチホップ

直線に等間隔で複数台並べる．表 2 のパラメータで

通信時のスループットを測定し，各プロトコルで比較

パケットを送信した際に，3 m 離れた隣接端末でのパ

した．それぞれの実験における端末の位置情報は既知

ケット受信成功率が 99 パーセント以上，6 m 離れた

とし，ルーチングはあらかじめ固定で割り当てている．

端末でのパケット受信成功率が 1 パーセント以下とな

また実験結果の妥当性を示すために，実験環境を模し

るような送信電力を設定している．自身の通信相手以

たシミュレーションについても行った．

外からのパケットを受信した場合，MAC プロトコル

4. 3 シングルホップ通信特性

に従い NAV を設定する．マルチホップ通信の場合は，

実装した各 MAC プロトコルの最大スループットを
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図 11 2 セッションのスループット特性
Fig. 11 Throughput of 2 sessions.

Fig. 9

図9 実験環境
Experimental environment.

表2 実験諸元
Table 2 Experimental conditions.
Environment
Distance between node
Frequency
Transmission power
Modulation scheme
Bitrate
Data size
Traﬃc load

Anechoic chamber
3m
5.11 GHz
6 mW
GMSK
1 Mbps
100 byte
1〜21 packet/s

だけ余分に時間を要する．そのため，指向性 MAC は
無指向性 MAC よりも最大スループットが低いことが
実証実験によって裏づけられた．また，図 10 の結果
は，実験とシミュレーションで同等の値が得られた．
次に，図 8 (b) に示す二つの通信ペアがある場合の
各ペアのスループットを測定した．測定時のトラヒッ
クは 21 packet/s である．図 11 に無指向性 MAC，指
向性 MAC における各通信ペアのスループットを示す．
図 11 より，無指向性 MAC では極端なスループット
の偏りが生じていることが分かる．図 8 (b) の端末配
置において，セッション 2 の端末 S2 は RTS を送信す
ることでセッション 1 の D1 に NAV を設定し，自身
のセッションの通信を保護できる．一方，セッション 1
の通信は端末 D1 が CTS を送信することで，セッショ
ン 2 の S2 に NAV を設定する．また，S1 と S2 は隠
れ端末の関係であるため RTS を送信した場合，D1 は

RTS の受信に失敗し D2 は成功する．このため，セッ
ション 2 の通信がセッション 1 の通信を一方的に抑制
図 10 1 ホップ通信でのスループット特性
Fig. 10 Throughput of 1-hop communication.

してしまう．一方で，指向性 MAC はスループットの

求めるために，トラヒックを変化させて 2 端末間のス

向性ビームを用いることでもう一方の通信ペアへの干

ループットを評価した．スループット特性を図 10 に

渉を軽減でき，それぞれのセッションで同時に通信す

示す．無指向性 MAC プロトコルの最大スループット

る機会が増加したためである．指向性ビームにより通

が 16 packet/s であるのに対して，指向性 MAC プロ

信機会の公平性が向上することを実験によって確認で

不公平性を緩和し，二つの通信ペアの合計スループッ
トが無指向性 MAC に比べ向上している．これは，指

トコルのスループットは 12 packet/s であった．指向

きた．無指向性 MAC のスループットの偏りと指向性

性 MAC プロトコルでは，指向性の切換に時間を要

MAC の公平なスループットはシミュレーションの結

する．具体的な指向性切換タイミングは，送信端末の

果からも確認することができる．

RTS 送信時，受信端末の CTS 送信時，通信終了によ

4. 4 マルチホップ通信特性

る送受信端末の待機状態移行時である．指向性の切換

マルチホップ通信環境において，指向性 MAC プ

1 回当りに 5 ms かかるため，指向性 MAC は無指向性

ロトコルのキャリヤセンスしきい値 (CSth ) がスルー

MAC に比べ，1 回のデータパケットの送信に 15 ms

プットに影響を与えることが文献 [18] により報告され
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図 12 2 ホップ通信でのスループット特性
Fig. 12 Throughput of 2-hop communication.

図 13 3 ホップ通信でのスループット特性
Fig. 13 Throughput of 3-hop communication.

ている．そこで，マルチホップ通信での測定は指向性

験より得られた．図 13 のシミュレーション結果では

MAC プロトコルの各端末のキャリヤセンスしきい値

無指向性 MAC とキャリヤセンスしきい値を下げた指

を −50 dB と −60 dB の 2 通りとし，スループットを

向性 MAC のスループットがほぼ等しい値になり，実

測定した．また，測定時のトラヒックは 21 packet/s

験結果の優劣関係を再現できていない．これは，マル

とした．図 8 (c) に示す 2 ホップ通信でのスループッ

チホップ時のソフトウェア遅延をシミュレーションに

ト特性を図 12 に示す．2 ホップ通信の場合は，無指

反映できなかったためである．図 12 でもマルチホッ

向性 MAC プロトコルのスループットが最も高い．こ

プ時の遅延の影響はあるが，ホップ数の多い 3 ホップ

れは，指向性ビームを用いても同時に通信可能な端末

通信で遅延の影響が顕著に現れたためと考えられる．

が存在しないことと，指向性隠れ端末問題に起因して

図 10〜図 13 より，実験結果とシミュレーション結果

いる．指向性 MAC プロトコルの場合，端末 D が指

の傾向は一致しており実験結果は妥当である．

向性ビームで受信中に端末 S が RTS を送信し衝突が
発生する．しかし，端末のキャリヤセンスしきい値を
下げた場合，スループットの向上が見られる．これは，

5. む す び
本論文では，エスパアンテナと GNU Radio/USRP

キャリヤセンスしきい値を下げることで端末 S は端末

を用いて指向性 MAC プロトコル評価システムを構築

R の指向性ビームのバックローブから通信状況を把握

した．エスパアンテナは 5.11 GHz 帯で動作するよう

することができ，衝突を軽減したためである．多くの

に寸法を設計し，自作した．また，指向性制御回路を

シミュレーションで考慮されていないバックローブを

作製し，GNU Radio 上での指向性制御を可能にした．

積極的に利用することで，スループットの改善が見込

システムの動作検証では，GNU Radio 上に MAC プ

めることを実験によって確認できた．実験環境を模し

ロトコルを実装し電波暗室内でスループットを測定し

たシミュレーションでもバックローブの利用によるス

た．スループット測定の結果より，指向性 MAC プロ

ループットの改善効果を確認できる．

トコルは複数の通信ペアが存在する場合に与・被干渉

次に，図 8 (d) に示す 3 ホップ通信でのスループッ

を削減し空間利用効率が高まりスループットが向上す

トを図 13 に示す．無指向性 MAC プロトコルは，ホッ

ることを示した．また，適切なキャリヤセンスしきい

プ数の増加に伴いスループットが低下している．一方，

値を与えることで効率良くマルチホップ通信すること

指向性 MAC プロトコルは図 8 (b) のような同時通信

を確認した．今後は，様々な指向性 MAC プロトコル

を可能とする通信ペアが存在する．そのため，ホップ

の実装・評価，更に大規模ネットワークや端末の移動

数の増加によるスループットの低下が少ない．また，

を考慮したルーチングプロトコルや物理層での適応

図 13 において端末のキャリヤセンスしきい値を制御

ビームフォーミングを実現する．また，キャリヤセン

した場合に，2 ホップ通信と同様にスループットが向

スしきい値を端末が自律的に設定する機能について検

上することを確認した．更に，ビームを切り換える

討する必要がある．

オーバーヘッドを含んでいるにもかかわらず，無指向
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