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デジタルデバイドを解消する
マルチホップ無線システム

近年のブロードバンド回線の急速な普
及に伴い，光ファイバを用いた高速・大
容量の有線のアクセス網整備が進んでい
ます．一方，光ファイバの配管工事が困
難，コスト的な面からサービスが提供さ
れない，といったブロードバンド環境を
利用できないユーザも多数いるため，
Bフレッツワイヤレスタイプ等に用いられ
ているWIPAS（1）に代表される無線アク
セス回線の研究開発も進んでいます．無
線アクセスは，送受信局の間に回線を敷
設する必要がないため低コストでの実現
が可能となる，保守管理の容易さや柔
軟なトポロジ変更が可能となる，という
長所を持つため，有線ネットワークの敷
設が物理的・コスト的に困難な地域に
おいて補間的にアクセス回線を提供する
手法として注目されています．
また，無線アクセス回線のさらなる利

便性向上を実現するマルチホップ無線シ
ステムが注目を集めています．マルチ
ホップ無線システムは，送受信局間の無
線伝送を複数の中継局を介して実現す
る，バケツリレー型の伝送手法で，伝送
距離を長距離化することが可能となりま
す（図１）．この長所を活用し，光アク

セスと無線アクセスとを融合させること
によるルーラル地域におけるデジタルデ
バイド解消に貢献することが期待されて
います．
しかしながら，マルチホップ無線シス

テムには，
① ホップ数が大きくなると伝送レー
トが低下する
② 回線品質が有線アクセスと比較
して不安定である

といった課題があります．このうち，「①
ホップ数が大きくなると伝送レートが低
下する」課題の解決策として，NC技術
の適用が検討されています．

NC技術とは

NC技術は，当初，有線ネットワーク
におけるルータ間の輻輳を軽減するため
に考案された技術です（2）．最近になっ
て，マルチホップ無線ネットワークへの

適用が検討されています（3）．一例とし
て，図２に示されるマルチホップ無線シ
ステムにNCを適用する無線NC（WNC:
Wireless NC）技術について示します．
このネットワークは，ノードA，Bが持つ
情報（それぞれα，βとします）を，互
いのノードに共有することを目的として
います．ノード間の距離が離れており，
直接通信を行えないため，中継局Rを介
して情報を送受信します．これは，NC
技術が適用できるもっとも簡単なネット
ワーク構成（トポロジ）であり，「Alice
& Bobトポロジ」と呼ばれています．
WNC技術を用いない場合は，図３に
示される通信手順により，通信を完了
するためには４Tの時間が必要となりま
す．一方，WNC技術を適用した場合の
通信手順は，図４に示す形態となりま
す．時刻３Tにおいて，中継局Rは自身
が保持する情報α，βに対して「ネット
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ワーク符号化（NC符号化）」と呼ばれ
る演算を行い，新たな情報γを生成し，
ノードA，Bへと同報送信します．NC符
号化の演算はさまざまなものがあります
が，本例ではビットごとの排他的論理和
（XOR: eXclusive OR）を用いていま
す．同じ時刻３Tにおいて，ノードAで
は，受信した情報γに対して時刻Tにお
いて自身が送信した情報αを用いてNC
符号化の逆の演算となる「ネットワーク
復号（NC復号）」演算（本例では，情
報γとαのXOR演算）を行うことによ
り，情報βを取得します．ノードBにつ
いても同様に，時刻３Tにおいて受信し
た情報γとβを用いてNC復号を行うこ

とにより，情報αを取得します．図５
（a）～（c）に，WNC技術におけるノード
Bの構成・動作手順を示します．このよ
うに，NC技術は，通信手順を短縮化す
る効果を生み出し，システム全体の伝送
レート向上を実現します．

NCの通信品質を改善する
ための技術

マルチホップ無線システムにおける２
番目の問題点「②回線品質が有線通信
に比べて不安定である」を改善するため，
私たちは，京都大学とWNC技術の共同
研究体制をとっており，NTTは物理層
技術，京都大学はメディアアクセス層技

術（4）をそれぞれ中心に検討を行ってい
ます．その中で「ダイバーシチ合成技術」
「HNC技術」について以下に説明します．
■WNCにおけるダイバーシチ合成技術

マルチホップ無線ネットワークでは，
従来の無線通信とは異なり中継動作を
行うため，ノード間の通信は，すべての
無線伝送区間の送受信が正しく行われ
て初めて成功します．そのため，従来の
無線通信と比較すると誤りが発生する区
間数が増加するため，回線品質が低下
する確率が高くなる問題点があります．
私たちは，この問題を解決するために，
中継局を介さずにノード間で直接到達す
る信号（図２におけるノードAからBへ
の信号）を活用することにより回線品質
を向上させるダイバーシチ合成技術（5）

を考案しました．
ダイバーシチ合成技術の処理を，

Alice & Bobトポロジにおける，ノード
Bの動作を例に説明します．無線通信は
本来同報性の特徴を持っており，ノード
Aが中継局Rへと情報αを送信すると，
ノードBへも微弱な信号強度を持つ情報
αが到達します．これをオーバリーチ
（OR: OverReach）信号と呼びます．
このOR信号を中継局Rから送信される
情報γと合成することにより，回線品質
を向上させます．しかしながら，ノード
Bが受信する中継局Rからの信号はNC
符号化された情報γである一方，ノード
Aから到来するOR信号は情報αである
ため，このままではダイバーシチ合成を
行えません．そこで，NC符号化・復号
操作を情報系列から無線信号を生成す
る機能を有する物理レイヤにおいて行い，
OR信号である情報αと中継局Rから送
信された情報γをダイバーシチ合成し
ます．
ダイバーシチ合成技術を用いたノード

Bの構成および動作を従来のものと比較
したかたちで図５（d）～（f）に示します．
図５（a）～（c）に示した従来の構成との
違いは，
・誤り訂正復号とNC復号の順序が逆
になっている（順番を変えても出力
結果は同じ）こと

図２　Alice & Bob トポロジ 
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・受信したOR信号を保持する記憶装
置を持つこと
・ダイバーシチ合成回路を持つこと

以上の３点です．ノードBでは，時刻
１Tにおいて受信・復調した後の情報α
の信号を記憶回路に保持します（図５
（d））．時刻２Tでは，自身が送信した情
報βの誤り訂正符号化後の信号を記憶
します（図５（e））．時刻３Tでは，受信
された情報γに対して復調を行うととも
に，情報βの誤り訂正符号化後の信号
を用いてNC復号を行い，情報αの信号
を生成します．この信号と，記憶回路
先に保持されているOR信号の復調結果
である情報αの信号とをダイバーシチ合
成し，その後に誤り訂正復号を行います
（図５（f））．その結果，情報αの信号の
精度が高くなり，正しく復号される確率
が上がり，回線品質が向上します．
■HNC技術

先に説明したダイバーシチ合成技術

は，中継局Rにおいて情報αとβの双方
を誤りなく受信することを前提にしてい
ます．しかし，中継局Rにおいてどちら
か片方のパケットが誤った場合，中継局
RでNC符号化を行うことができなくな
り，伝送効率が低下するという問題点
が発生します．そこで私たちは，中継局
Rにおいて情報αあるいはβのどちらか
の復調に誤りが生じた場合には，当該パ
ケットの復調前の信号（受信信号その
もの）を，正しく復調されたパケットの
再変調信号と加算合成した無線信号を
生成し，これをNC符号化された情報γ
の代わりに送信し，両方とも正しく復調
された場合は情報γを送信するHNC技
術を考案しました．

ダイバーシチ合成技術と
HNC技術の効果

前述の考案技術の効果を検証するた
めに，計算機シミュレーションにより誤

り率特性とシステムスループット特性を
評価しました．シミュレーションパラ
メータを表に示します．物理層は５GHz
帯 無 線 L A N の標 準 規 格 である
IEEE802.11aと同一であり，各ノー
ド・中継局は同時送信を行わないこと
で，互いの干渉を避けるものとします．
シミュレーションではノードAからBへ伝
送される情報α（1 000バイトのパケッ
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表　シミュレーションパラメータ

周波数帯域幅

中心周波数

20 MHz

5 GHz 帯

２次変調

サブキャリア変調

パケット長

伝搬路

伝搬路推定

OFDM

1 000 byte

理想

QPSK, 16QAM, 64QAM
（R=1/2, 2/3, 3/4）

見通し伝搬路
（加法性白色雑音通信路）



NTT技術ジャーナル 2009.1260

ト）の誤り率と，スループットを評価し
ました．
図６に信号対雑音電力比（SNR:

Signal to Noise Ratio）対パケット誤
り率（PER: Packet Error Rate）特
性を示します．ダイバーシチ合成技術と
HNC技術を併用することにより，従来
のNCのみを適用した場合と比較して，
PER特性が改善されていることが分かり
ます．例えば，考案技術の適用により，
54 Mbit/sモードにおいてPER＝10－3を
達成するSNRは約0.7 dB低下していま
す．これは，電波の電力が伝搬距離の
２乗に比例して減衰するモデルを考える
と，伝送することができる最大距離を従
来と比較して8.3％（約7.14 kmの伝送
距離が約7.74 kmに拡大し，距離換算

で600 m程度の改善効果が得られます）
延伸することとなり，サービスエリアが
大幅に拡大される改善効果を実現し
ます．
スループット特性評価結果を図７に示

します．ここではダイバーシチ合成技術
とHNC技術を適用した場合と，NCを
用いない従来のマルチホップ無線システ
ムのスループットを比較しています．
SNR＝18 dBの場合に最大で約35％の
スループット改善効果が得られているこ
とが分かります．
以上の結果より，ダイバーシチ合成技
術による回線品質の向上効果と，NC技
術によるスループットの改善効果の双方
が得られることを確認しました．

ま と め

マルチホップ無線システムにおいて周
波数資源を有効活用するためのWNC技
術について，回線品質の向上を実現す
るためのダイバーシチ合成技術ならびに
HNC技術について解説を行いました．
また，計算機シミュレーションによる特
性評価により，各技術がPER特性，ス
ループット特性を改善する効果を発揮す
ることを確認しました．
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大槻 暢朗

NC技術は，マルチホップ無線システムの
伝送効率向上のための重要技術となります．
本技術に関して，試作装置の開発等を通じ
て検証作業を行っていく予定です．
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図７　スループット特性評価結果 
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