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アブストラクト 本稿では無線ネットワークをトラヒック理論の観点から考えてみる．まずは，トラヒック理論とその大群化効

果について概説する．そして，大群化効果を無線ネットワークで得ることができるのかについて検討する．更に，トラヒッ

ク理論的アプローチの具体的な例として，競合・隠れノードを考慮した簡易解析，VANET (Vehicular Ad Hoc Network)

における動的チャネル選択，シングルユーザ/マルチユーザMIMO (Multi-Input Multi-Output)を用いた無線ネットワーク

の比較評価について紹介する．
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Abstract This article discusses wireless networks from the viewpoint of queueing theory. First, queueing theory and its

scale effect are explained. Then, it is discussed how to obtain the scale effect in wireless networks. Finally, the following

examples of applications of queueing theory are described: simple analysis for contending and hidden nodes, dynamic

channel selection in vehicular ad hoc Networks (VANETs), and a performance comparison of wireless networks using

single-user/multiuser multiple input multiple output (MIMO) systems.
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1. は じ め に

本稿では，分散配置されたノードが自律的に動作することで

構築される無線ネットワークを想定する（1）．このような自律分

散無線ネットワークは，アドホックネットワーク，メッシュネッ

トワーク，センサネットワークとして検討されている．特別なイ

ンフラストラクチャや集中管理機能を必要とせずにスケーラブ

ルなネットワークを構築できるため，災害時における臨時ネッ

トワーク，環境情報収集のためのセンサネットワークやスマー

トグリッドのバックボーンネットワークなど，様々な用途が注

目されている．

自律分散無線ネットワークでは，相互接続される分散形のネッ

トワークであり，各ノードはお互いに通信相手にも干渉源にも

なり得る．通信品質はあるノード間の通信路特性のみではなく，

他のノードからの干渉によっても左右される．そのため，様々

な要因が絡み合って性能が決まるという複雑な特徴を有する．

本稿では自律分散無線ネットワークをトラヒック理論の観点

から考えてみる．自律分散無線ネットワークを簡易なトラヒッ

クモデルで表すことで，その特徴を明らかにする．そして，ト

ラヒック理論における大群化効果を無線ネットワークで得るこ
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とができるのかについても検討する．更に，トラヒック理論的

アプローチの具体的な例を幾つか紹介する．

2. トラヒック理論と大群化効果

トラヒック理論では，ノードなどの動作 (状態)をモデル化し，

時間的変化を確率過程を用いて表現する（2）．図 1 にトラヒック

理論によるモデル化を示す．情報が到着すると，一旦待ち行列

に並ぶことになる．待ち行列に並んでいる情報は順に処理され，

それが終わると退去することになる．このようなトラヒックモデ

ルはケンドールの記号により表される．到着 (生起)間隔分布を

A，処理 (保留) 時間分布を B，出線数を s，待ち行列の大きさ

を K，入力の母集団の大きさを nとすると，トラヒックモデル

は A/B/s/K/n となる．時間分布としては，指数分布M，一

定分布 D，一般分布 Gなどがある．

ここで，到着間隔分布，及び処理時間分布が指数分布に従い，

待ち行列を持たない即時式マルコフモデル M/M/s/s を考え

る．このモデルでは，到着した情報は出線に空きがある場合は

直ちに処理されるが，出線に空きがない場合は呼損として扱わ

れる．即時式マルコフモデルの呼損率 B はアーラン B 式と呼

ばれ，

B =

Gs

s!
s∑

x=0

Gx

x!

(1)

で求められる．ここで，Gは到着する情報の呼量を示す．また，

回線能率 (スループット) η は呼損率を用い，
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図 1 トラヒック理論によるモデル化

図 2 スループットの大群化効果

η =
G(1 − B)

s
(2)

と表される．

即時式マルコフモデルには，出線数が大きくなればなるほど

能率が向上するという大群化効果がある．呼損率をある値に固

定したとき，出線数を大きくするとスループットが向上する．

図 2 では少し視点を変え，M/D/s/sでの出線数で正規化した

オファードロード対スループット特性における大群化効果を示

す．出線数を大きくすればスループットが向上していることが分

かる．到着した情報が通信容量の範囲内で全て呼損とならずに

処理される場合を理想特性とする．理想特性は，オファードロー

ドが 1 に達するまではスループットはオファードロードと同じ

値になり，オファードロードが 1を超える場合はスループットは

1を保つ．出線数が無限大に近づけば即時式マルコフモデルのス

ループットは理想特性に近づくことが分かる．このように，大群

化効果によるスループット向上を図るためには，M/D/s/sにお

いて sを大きくすればよいことになる．なお，パケットの衝突が

発生しない理想的な CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

はM/D/1/1と一致する．参考として，最も基本的なランダム

アクセスプロトコルである pure ALOHA，及びスロットと呼ば

れる時間枠に同期することで特性向上を図る slotted ALOHA

の特性も図 2 に示してある．

3. 無線ネットワークでの大群化効果

無線環境でM/D/s/sによる大群化効果を得るにはどのよう

にしたらよいのか? 例えば，FDMA (Frequency Division Mul-

tiple Access)や TDMA (Time Division Multiple Access)に

おいてチャネル (出線に相当)数を増やした場合，トラヒックモ

デルは s × M/D/1/1となる．単純にチャネルを増やしただけ

では大群化効果は得られない．また，伝送レートを速くした場

合はM/(D/s)/1/1となり，処理時間が短くなるだけで大群化

効果は得られない．

図 3 無線環境でM/D/s/s を実現するには

図 4 CDMA ALOHA のスループット

M/D/s/sを実現するためには，FDMAや TDMAの場合は

図 3(a)のように動的チャネル選択により空いているチャネルを

見つけて送信することが必要になる．または，図 3(b)のように

CDMA (Code Division Multiple Access)を用いて時間，周波

数を共有することでM/D/s/sを実現できるかもしれない．

では，無線ネットワークで大群化効果を得ることを考える．ま

ず，出線数を増やすためには周波数の異なる複数のチャネルを用

いることが挙げられる．これは，IEEE 802.11のように複数の

チャネルが利用できる無線方式を用いればよい．また，OFDMA

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) やマルチ

ユーザMIMO (Multi-Input Multi-Output)を用いることも考

えられる．そして，M/D/s/s を実現するためには，動的チャ

ネル割当や動的リソース制御が必要になる．

一方，CDMAを適用したALOHA方式，CDMA ALOHA（3）

ではM/D/s/sを実現できるだろうか．図 4 に拡散率 60にお

けるランダム符号を用いたときの CDMA unslotted ALOHA

のスループット特性を示す．スループット及びオファードロード

は拡散率で正規化されている．また，この図にはMMSE (Min-

imum Mean Squared Error)に基づくマルチユーザ受信を適用

した場合の特性も示してある．更に，CDMA ALOHAにおける
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CSMA に相当する CLSP (Channel Load Sensing Protocol)

を適用した場合の特性も示してある．CLSPでは同時送信パケッ

ト数を α 以下に抑えるような送信制御がなされる．この図か

ら，マルチユーザ受信を用いない場合，大群化効果が得られる

以前に符号間干渉の影響によりスループット特性が劣化してい

る．MMSEマルチユーザ受信を用いた場合，オファードロード

が 1 程度までは理想特性と一致しており，大群化効果も得られ

ていると考えられる．しかし，オファードロードが 1 を超える

と，符号間干渉の影響によりスループットは劣化する．これに

CLSP を適用した場合では，若干届かないものの，理想特性に

近づけることができる．

4. 具 体 例

本章では，無線ネットワークにおけるトラヒック理論的アプロー

チの具体的な例を紹介する．まず初めにトラヒック理論を用いた

解析例として，自律分散無線ネットワークにおける競合・隠れノー

ドの影響を簡易なモデルを用いて解析する．そして，大群化効果

が得られる例として，VANET (Vehicular Ad Hoc Network)に

おける動的チャネル選択について述べる．更に，トラヒック理論的

な観点からの性能評価の例として，シングルユーザ/マルチユーザ

MIMOを用いた無線ネットワークの比較評価について紹介する．

4. 1 競合・隠れノードを考慮した簡易解析（4）

自律分散無線ネットワークにおいて，一対の送受信ノード間で

パケットを送信する状況を想定する．送信ノードのキャリヤセン

ス範囲内には競合ノードが存在し，送信ノードを含めた競合ノー

ド数をmとする．また，送信ノードのキャリヤセンス範囲外で

はあるが，受信ノードへ干渉を与える隠れノードが存在し，この

ノード数を nとする．各ノードにおける新規パケットの生起間隔

は，生起率 λの指数分布に従い，パケット長は長さ hの固定とす

る．新規パケットのノード当りのオファードロードは g = λhと

なる．理想的な CSMAを仮定する．この理想的な CSMA では，

同じチャネルを共有する競合ノード間で発生したパケットは理想

的にスケジューリングされており，生起した順に衝突なくチャネ

ルに送出される．隠れノードからのパケット送出がない場合，同

じチャネルを共有する隣接競合ノード間での 1ホップ伝送は，各

ノードに送信バッファがない場合は待ち行列モデルM/D/s/s/m

と，無限大の送信バッファがある場合はM/D/s//mとみなす

ことができる．ここで，sはチャネル数である．

ここで，ge を実効トラヒック量とする．これは，ノード当り，

チャネルに送信される新規と再送の両方のパケットのトラヒック

量を示し，ge = Ngと表される．ここで，N はあるパケットが受

信ノードで正しく受け取られるまでに要する平均送信回数である．

状態占有確率を πkとすると，待ち行列モデルM/D/s/s/mでは

πk =

(
m

k

)
gk
e

s∑
i=0

(
m

i

)
gi
e

(3)

と表される（5）．なお，π0 は正規化条件
∑

πk = 1から求められ

る．この確率を用いることで，実際に送信中であるパケットの

トラヒック量は

Gs =
s∑

k=0

kπk (4)

となる．チャネル数が 1である場合は，

Gs =
mge

1 + mge
(5)

と簡単に表される．また，待ち行列モデルM/D/s//mでは呼

損が生じないため Gs = mge となる．

パケットの送信失敗の原因は隠れノードから送信されるパケッ

トとの衝突であると仮定する．ノード当り，あるチャネルで伝

送中の平均トラヒック量は Gs/sm となる．隠れノードは送信

ノードにおけるチャネルの状態 (使用中または空き)を無視して

パケットを送信する．この動作は ALOHA方式でのチャネルア

クセスと同じとみなすことができる．そのため，隠れノードか

らパケット長の 2 倍の時間，パケットが送出されなければ，送

信ノードから送信したパケットは受信ノードにて正しく受け取

ることができる．パケット生起間隔は指数分布に従うと仮定し

ているため，パケット送信成功確率 Qs は，

Qs =
{

e−2Gs/sm
}n

= e−2nGs/sm (6)

と表される．そして，平均送信回数は

N =
1

Qs
= e2nGs/sm (7)

となる．

スループット η を，ノード当り，全てのチャネルにおいて送

信に成功する総トラヒック量と定義する．前述のとおり，ノー

ド当り，あるチャネルにおいて伝送中であるパケットのトラヒッ

ク量は Gs/smとなる．これに，パケット送信成功確率 Qs を乗

算することでスループットは求められ，

η =
Gs

m
Qs =

Gs

m
e−2nGs/sm (8)

となる．

ここで，過負荷時，つまりノード当りのオファードロード g

が無限大であるときの性能を調べてみる．理想的な CSMA を

仮定しているため，過負荷状況では伝送中のパケットの平均ト

ラヒック量はチャネル数と等しくなる．Gs を sで置き換えるこ

とで，過負荷時のスループットは

η̂ =
s

m
e−2n/m (9)

となる．

スループットの最大値 ηmax は式 (8) を微分することで得ら

れ，n |= 0のとき，Gs = sm/2nで最大となり，

ηmax =
s

2n
e−1 (10)

である．n = 0 のときは Gs が無限大のとき，つまり過負荷時

に最大となり，

ηmax = η̂ =
s

m
(11)
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図 5 競合・隠れノードの影響

表 1 シミュレーション諸元 (競合・隠れノードの影響

評価)

simulator QualNet（6）

simulation duration 180 s

buffer size 50 kBytes

MAC/PHY IEEE 802.11b

transmission rate 2Mbit/s

application

packet generation interval exponential

packet length fixed (1,024Bytes)

となる．

式 (9)～(11)から，競合ノード数が増加すると最大スループッ

トは逆比例で減少するものの，過負荷時スループットは増加す

ることが分かる．これは，競合ノード数が増えると各ノードが

実際にチャネルにパケットを送出するトラヒック量が減り，こ

のことが隠れノードからのトラヒック量も減少する．その結果，

隠れノードからのパケットとの衝突確率が減るためである．こ

れに対し，隠れノード数が増加すると，最大スループットは逆

比例で，過負荷時スループットは指数的に劣化する．隠れ端末

問題がさらされ端末問題より性能劣化に大きく影響することが，

これらの式からも確認できる．

図 5 に，チャネル数が 1 であるときの，送信ノードと受信

ノードのみの場合 (m = 1, n = 0)，競合ノードが存在する場合

(m = 3, n = 0)，隠れノードが存在する場合 (m = 1, n = 2)

の解析結果とシミュレーション結果を示す．シミュレーション諸

元を表 1 に示す．解析結果のオファードロード，スループット

は，送信ノードと受信ノードのみの場合のシミュレーション結果

の最大値で規格化している．この図から，絶対的な値は若干異

なるものの，解析結果とシミュレーション結果の傾向が似てい

ることが分かる．このように，簡易な解析を用いても，複雑な

自律分散無線ネットワークの特徴を分析することが可能である．

4. 2 VANETにおける動的チャネル選択（7）

本節では，VANET において，インタフェースボンディング

による複数チャネル，複数インタフェースを用いたシステム

図 6 IA-DCS のシステム構成

のための動的チャネル選択手法 IA-DCS (Interference-Aware

Dynamic Channel Selection)を紹介する．

車々間でのアドホックネットワークである VANETは，ノー

ドの移動により頻繁に周囲の状況が変化する．この VANETで

複数インタフェース・複数チャネル利用による通信性能向上を図

るため，インタフェースボンディングを用いた IA-DCSが提案

されている．このシステム構成を図 6 に示す．各ノードはチャ

ネル数と同数の実インタフェースを保有し，実インタフェースに

はそれぞれ異なるチャネルが固定して割り当てられている．そ

して，ネットワーク層とデータリンク層の間にボンディング層

が挿入されている．このボンディング層は実インタフェースを

束ねる仮想インタフェースと，インタフェース (チャネル)選択

アルゴリズムに従って動作する選択器で構成される．

ノードがパケットを送信するとき，始めに仮想インタフェー

スは IPキューからパケットを受け取る．そして，インタフェー

ス選択アルゴリズムに従って実インタフェースにパケットを渡

す．パケットを受け取った実インタフェースは，自身に割り当て

られたチャネルでパケットを送信する．ノードがパケットを受

信したときは，このパケットを仮想インタフェースを経由して

ネットワーク層に渡される．各実インタフェースは他の実イン

タフェースと独立して動作することができる．そのため，パケッ

トの送信は選択した一つのチャネルで行われるが，受信は全て

のチャネルで同時に行うことができる．

IA-DCSでは，各ノードはチャネル使用率 Rch と伝送失敗率

Rf を測定し，これらから導出される ETDT (Expected Trans-

mission Delay Time) をチャネル選択のためのメトリックとし

て用いる．ETDTは，競合ノードとのチャネルアクセス時に生

じる送信待ち時間と，隠れノードから送信されたパケットとの

衝突による再送回数の増加の両方を考慮して，パケットが伝送

されるのに要する遅延時間と定義する．利用可能な複数のチャ

ネルの中から ETDTが最も短いチャネルを選択することで，周

辺ノードからの干渉による影響を和らげることができ，スルー

プット向上につながる．

ETDTは送信待ち時間と平均送信回数の積として求めること

ができる．まず始めにトラヒックモデルを用いて各ノードにお

ける送信待ち時間を求める．各チャネルでは同時に一つのパケッ

トしか送信できないため，トラヒックモデルにおける出線数は

1である．また，各ノードはチャネルが使用中の際に送信を待つ

ためのバッファを実インタフェースに持っている．そこで，リ
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表 2 シミュレーション諸元 (IA-DCS)

simulator QualNet（6）

simulation duration 600 s

mobility Traf-Netsim（8）

routing AODV

MAC/PHY IEEE 802.11b

transmission rate 2Mbit/s

pass loss model two ray

fading Rayleigh

application constant bit rate

packet size 512Bytes

transmission interval 0.2 s

ンクに送出されるパケットはM/M/1/2トラヒックモデルに従

うと仮定する．IEEE 802.11のランダムバックオフや ACKの

返信による影響を考慮に入れず，ポアソン分布に従いパケット

が送信され，パケット長が指数分布に従うときにこの仮定は成

立する．再送パケットも含め，このリンクに付加されるトラヒッ

ク量を ρとするとき，M/M/1/2トラヒックモデルでの平均待

ち時間W は次式で表される．

W =
ρ(1 + ρ)

1 − ρ3
(12)

ここで，平均パケット長を 1に正規化している．また，トラヒッ

ク量 ρは

ρ =

√
(1 + 3Rch)/(1 − Rch) − 1

2
(13)

として表される．パケットの伝送に成功するまでの平均送信回

数 Nsuc は伝送失敗率 Rf を用いて

Nsuc =
1

1 − Rf
(14)

と表される．これより，ETDTは次式となる．

ETDT = Nsuc · W (15)

シミュレーション諸元を表 2 に示す．そして，図 7 にチャネ

ル数を変化させたときの最大総スループット特性を示す．この図

にはチャネル数が 1 のときの結果を基にチャネル数に対して最

大総スループット特性が比例して増加した場合の特性，及びラ

ンダムにチャネルを選択した場合の特性も示してある．IA-DCS

を用いた場合，比例関係以上に最大総スループット特性が向上

しており，競合・隠れノードの影響を考慮してチャネル選択す

ることで大群化効果が得られていることが分かる．これに対し，

ランダムに選択した場合では大群化効果が得られず，更に競合・

隠れノードの影響を受けているために比例関係よりも特性が悪

くなっている．

4. 3 シングルユーザ/マルチユーザMIMOを用い
た無線ネットワークの比較評価（9）

IEEE 802.11n ではシングルユーザ MIMO (SU-MIMO:

Single-User MIMO) をサポートしている（10）．これは送信側

と受信側の双方に複数のアンテナを設置することで，空間多

図 7 チャネル数を変化させたときの最大総スループッ

ト特性

図 8 SU-MIMO と MU-MIMO の送信形態

重により同時に複数のストリームを伝送することができる．

更に IEEE 802.11ac ではマルチユーザ MIMO (MU-MIMO:

Multi-User MIMO)をサポートしている（11）．SU-MIMOでは

送信ノードと受信ノードは 1対 1であるのに対し，MU-MIMO

では複数の受信ノードへの同時伝送を可能にしており，1対多の

通信形態となっている．本節では，各方式が無線ネットワークで

どのような特徴を持つのかを調べるため，トラヒック理論的観

点からの多重化効果と空間的効率を示す送信ノード密度の両方

を考慮した面的伝送効率という評価指標を導入し，SU-MIMO

とMU-MIMOの比較評価を行う．

4. 3. 1 システムモデル

ノードが一様に分布している無線ネットワークを考える．ノー

ドの送信半径を R とし，干渉を及ぼす半径も同じものとする．

各ノードは送信キューを持っており，発生したパケットは送信

キューに蓄えられる．このキューに蓄えられているパケット数

をW とする．MIMOにおける最大ストリーム数をN とし，同

時に N 個のパケットを送信できるものとする．

図 8 に SU-MIMOとMU-MIMOの送信形態を示す．

（ 1） SU-MIMO：ある一つの受信ノードに対し，同時に複数

のパケットを送信することができる．送信キューの先頭パ

ケットに加え，このパケットと同じ受信ノードへのパケッ

トを送信キュー全体から選択し，最大ストリーム数まで送

信を行う．

（ 2） MU-MIMO：複数の受信ノードに対し，同時に複数のパ

ケットを送信することができる．同時に送信するパケット

の選択方式として，次の二つを考える．

（2-a） 先着優先方式：パケットの受信ノードに関係なく，送

信キューの先頭パケットから順に最大ストリーム数まで

選択する．
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（2-b） 受信ノード優先方式：まず，先頭パケットと同じ受信

ノードへのパケットを送信パケットとして選択する．も

し，同じ受信ノードへのパケット数が最大ストリーム

数を超えない場合，先頭パケットの次のパケットを選択

し，このパケットと同じ受信ノードへのパケットを送信

パケットとして選択する．この操作を送信パケット数が

最大ストリーム数になるまで繰り返す．

4. 3. 2 面的伝送効率

SU-MIMOでは送信キューに蓄えられている同じ受信ノード

へのパケットのみ多重化できるのに対し，MU-MIMOでは各パ

ケットの受信ノードに関係なく，最大ストリーム数まで多重化

することができる．このため，多重化効果は MU-MIMO の方

が高くなる（12）．

一方，受信ノードは同時に複数の送信ノードからのパケット

を受け取ることはできない．このため，ある受信ノードがパケッ

トを受信している間，この受信ノードと隣接しているノードが

パケットの送信をしてしまうと，パケットの衝突により，伝送

に失敗してしまう．SU-MIMOでは，受信ノード数は一つであ

るのに対し，MU-MIMOでは同時に複数ノードを受信ノードと

して選択することができる．このため，受信ノードにおいて衝

突が発生しないようにするためには，MU-MIMOでは送信ノー

ド密度が低くなってしまう．このように，送信ノード密度とい

う観点においてはMU-MIMOよりも SU-MIMOの方が優れて

いると予想される．

そこで，多重化効果と衝突が発生しないような送信ノード

の密度の二つを考慮して面的伝送効率を求め，SU-MIMO と

MU-MIMOの基本的な比較評価を行う．

多重化効果とは送信ノードがパケットを多重化して同時に送

信できるパケット数を示す．ここで，送信キューに W 個のパ

ケットがたまっているときに同時に x 個のパケットを送信する

確率を多重化確率 P (x|W )とする．

SU-MIMOの場合，受信ノードを一つしか選択できない．こ

のとき先頭パケットと同じ受信ノードを持つパケットは送信で

きるので，多重化確率 P (x|W )は先頭パケットを除いたW − 1

個のパケットの中に x − 1 個の先頭パケットと同じ受信ノード

へのパケットが存在する確率である．隣接ノード数はK であり，

パケットの受信ノードは一様に分布しているので，これは

P (x|W ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

W−1Cx−1
( 1

K

)x−1 (K−1
K

)W−x

(1 <= x < N, W >= 1)

1 −∑N−1
x=1 P (x|W )

(x = N, W >= 1)

1 (x = 0, W = 0)

0 (otherwise)

(16)

と表せる．

MU-MIMOの場合，複数の受信ノードを選択することができ

るため，送信キューに蓄えられているパケットの受信ノードに

関係なく最大ストリーム数まで送信を行うことができる．多重

化確率は次式で求められる．

P (x|W ) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 (x = W, W < N)

1 (x = N, W >= N)

0 (otherwise)

(17)

多重化効果の期待値をM とすると，これらの多重化確率を用

いて，

M =
N∑

j=1

jP (j|W ) (18)

と表される．

次に，送信ノード密度を求める．パケット衝突を発生させない

ような送信ノードの密度は，一つの送信ノードが他のノードに

パケット送信を控えさせる領域の面積の逆数によって表すこと

ができる．この領域を占有領域と呼ぶ．占有領域は以下に示す

二つの領域で表すことができる．一つ目の領域は送信ノードを

中心とした円である．これは，この円の領域に存在するノード

は，キャリヤセンスによりパケット送信を控えることに起因して

いる．二つ目の領域は受信ノードを中心とした円である．この

円の領域に存在するノードがパケット送信をしてしまうと，受

信ノードにおいてパケット衝突が発生してしまうためである．

SU-MIMOと受信ノード数 i = 2の場合のMU-MIMOの占

有領域を図 9 に示す．この図から，一組の送受信ノードの占有

領域を求める．一つ目の占有領域である，送信ノードを中心と

した占有領域の面積は πR2 と表せる．二つ目の占有領域であ

る，受信ノードを中心とした占有領域の面積であるが，これは

送信ノードの占有領域と重なってしまう．単純な足し合わせで

は重複してしまうため，送信ノードによる占有領域の重複部分

を除いた領域を受信ノードの占有領域とする．この受信ノード

の占有領域の面積を A(r)とすると，次式で表される．

A(r)=π

(
R

2

)2
−2

(
R

2

)2
arccos

(r

R

)
+

r

2

√
R2−r2 (19)

ただし，r は送受信ノード間距離である．SU-MIMO の占有面

積は π
(

R
2

)2
+ A(r)と表すことができる．対してMU-MIMO

ではそれぞれの受信ノードの占有領域である A(r1)と A(r2)に

重なりが生じることがある．ここでは簡単のため，この面積を

重複して占有面積として計算する．このとき MU-MIMO の占

有面積は，受信ノード数が 2 の場合，それぞれの送受信ノード

図 9 各送信方式の占有領域
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間距離を r1，r2 とすると，π
(

R
2

)2
+ A(r1) + A(r2)と表すこ

とができる．

送受信ノード間距離 r の確率分布を pd(r) とする．ノードは

一様に分布しているため，この確率分布は次式のように表せる．

pd(r) =
2πr

πR2
(20)

ここで，送信キューに待ちパケットがW 個蓄えられていると

きに送信パケットの受信ノード数が iとなる確率を pn(i|W )と

する．SU-MIMOの場合，受信ノード数は必ず 1となるので，

pn(i|W ) =

⎧⎨
⎩ 1 (i = 1, W > 0)

0 (otherwise)
(21)

となる．先着優先方式 MU-MIMO の場合，送信キューの先頭

から最大ストリーム数 N までのパケットの受信ノードによって

受信ノード数は異なる．ノードに発生するパケットの受信ノード

は一様に分布していることから pn(i|W ) は待ちパケット数 W

が最大ストリーム数 N より大きい場合，次のように表される．

pn(i|W ) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

KC1
1

KN (i = 1, W > N)

KCi

(
iN

KN −∑i−1
k=1

iCk

KCk
pn(k|W )

)
(i > 1, W > N)

(22)

受信ノード優先MU-MIMOの場合，受信ノード数を小さくする

ように送信パケットを選択する．このパケット選択は送信キュー

の待ちパケット全体から選び出すので，待ちパケット数 W に

よって，受信ノード数が異なる．最大ストリーム数を 4 として

待ちパケット数W が最大ストリーム数より大きい条件で，この

ような選択を行う場合の受信ノード数の確率分布 pn(i|W )は次

式のように表される．

pn(i|W )=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1−(K−1
K

)W−1
(
1+ W−1

K−1 + W−1C2

(K−1)2

)
(i = 1)(

K−1
K

)
W−1

(
1+ W−1

K−1 + W−1C2

(K−1)2

−
(

K−2
K−1

)W−2(
1+ 2W−3

K−2

))
(i = 2)

(K−1)(K−2)W−2

KW−1

(
1 +2W−3

K−2 −
(
K−3
K−2

)W−3
)

(i = 3)

(K−1)(K−2)(K−3)W−3

KW−1 (i = 4)

(23)

上記の式を用いて，送信ノード密度の期待値を求める．送信

ノード密度の期待値を D とすると，これは占有領域の面積の逆

数であるので次のように表せる．

D =

min(W,N)∑
i=1

1

πR2

4 + i
(∫R

0 A(r)pd(r)dr
)pn(i|W ) (24)

最後に，面的伝送効率を求める．面的伝送効率は，衝突を生じ

ないように送信ノードを配置した場合の面積当りのパケット伝

送数の期待値を表す．この面的伝送効率は，これまでに式 (18),

(24)で示してきた多重化効果と送信ノード密度から求められる．

面的伝送効率を E とすると E = M · D と表される．

4. 3. 3 数 値 例

解析した面的伝送効率の数値例を示す．同時にシミュレーショ

表 3 シミュレーション諸元 (シングルユーザ/マルチ

ユーザ MIMO)

simulation area 1250 × 1250 m2

communication range, R 250 m

node distribution uniform

number of nodes 40

maximum number of streams, N 4

図 10 待ちパケット数に対する面的伝送効率特性

(K = 4)

ン結果も示す．表 3 にシミュレーション諸元を示す．なお，解析

では全ての隣接ノード数 K は一定であるのに対し，シミュレー

ションでは実際にノードを分布させているため，一定にはなら

ず，平均の隣接ノード数が K となるようにノード数を調整して

いる．

隣接ノード数が 4の場合の待ちパケット数に対する面的伝送効

率の特性を図 10 に示す．シミュレーション結果では，99%信頼

区間も示してある．この図から，待ちパケット数が小さい場合，

先着優先方式MU-MIMOの方が SU-MIMOよりも優れている

ことが分かる．これは待ちパケット数が小さい場合，SU-MIMO

の多重化効果が大きく劣化してしまうからであると考えられる．

対して，待ちパケット数が大きい場合，SU-MIMOの方が先着

優先方式 MU-MIMO よりも優れていることが分かる．待ちパ

ケット数が大きい場合，SU-MIMOでもMU-MIMOと同程度

の多重化効果が得られるため，送信ノード密度の影響が大きく

出る．このため，送信ノード密度の高い SU-MIMOの方が先着

優先方式MU-MIMOの性能を上回ったと考えられる．次に，受

信ノード数を減らすように送信パケットを選択する受信ノード

優先方式 MU-MIMO と比較すると，常に最も高い性能を持っ

ていることが分かる．また，MU-MIMOでは解析結果とシミュ

レーション結果の差が SU-MIMO に比べ小さいことが分かる．

これは MU-MIMO の場合，簡単のため，各受信ノード同士の

占有領域の重なりを重複して計算して占有領域の面積を求めて

いるからである．このため MU-MIMO では占有領域の面積を

大きく求めてしまい，解析結果とシミュレーション結果の差が小

さくなったと考えられる．しかし，送信ノード密度を最大とし

た解析により求めた面的伝送効率は，SU-MIMO，MU-MIMO

共にその傾向を捉えており，上界としても有効である．
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5. む す び

本稿ではトラヒック理論の観点から無線ネットワークの特性

について議論した．自律分散な無線ネットワークは様々な要素

が絡み合ってその性能が決定される．しかし，その仕組みを単

純化すれば解析モデルを当てはめることができ，理論的な裏付

けの下，性能向上を図ることも可能である．
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