｢ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ,分散,協調とﾓﾊﾞｲﾙ
(DICOMO 2001)ｼﾝﾎﾞｼﾞｳﾑ｣平成13年6月

ｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜｰｸにおける調停端末の動的再配置
鈴木貴也*石原進†水野忠則†
*静岡大学大学院情報学研究科I静岡大学情報学部
ﾈｯﾄﾜ‑ｸｹﾞ‑ﾑや協調作業では,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝに参加する端未間の遅延差やﾃﾞ‑ﾀの‑貫性(因果関係)を調停す
る端未(調停端末)が必要となる｡このようなｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝをｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸで利用する場合,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ上
のいずれかの端未が調停端未の機能を持つことになる｡このとき,ﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心に近い端末が調停端末になれば,参加
者間の遅延差と最大遅延が小さくなり,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝの効率向上が見込まれる｡しかしながら,端末の移動によるﾄﾎﾟﾛ
ｼﾞの変化および通信経路の変更の影響により,調停端末がﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心から大きく外れてしまう可能性があるoそこで
筆者らは,常にﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心に近い端末が調停端末となるようﾄﾎﾟﾛｼﾞ変化に対応して調停端末を再配置する手法を提
案してきた｡本稿では,ﾙ‑ﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙとしてDSRを用い,提案手法の性能をｼﾐｭﾚ‑ｼｮﾝにより検証した｡
その結果,端末の無線通信範囲に対して移動平面がある程度広い場合における有効性を確認できた｡

Mediation Terminal Rearragement on Mobile Ad Hoc Networks
yoshinari Suzuki* Susumu lshihara f Tadanori Mizuno l
*Graduate School of lnformation Shizuoka Univercity, 1Faculty of lnformation Shizuoka Univercity
ln network ga･mes or cooperation work, the terminal(mediation terminal) which arbitrates the consistency (causal
relationship) of the delay difFerence between the terminals which participate in application, or data is needed. When
such applications we useinan ad hook network, one on a network of terminals will have the function of a mediation
terminal･ If a terminal near the center of tbe network t11rnS into a mediation terminal, the delay difference between
participantsand the maximum delay will become smal1. Therefore, the improvement in the efBciency of communication
is expected･ However, the mediation terminal血ay be more farfrom the center of the network by the change of the
topology and the influence of change of routes by movement of terminals･ We have proposed a techniquefor rearranglng
a mediation terminal corresponding to topology changes so tha･t the terminalalwa･ys near the center of the network may
turn into a mediation terminal･ The performance of the proposal technique was verified by simulations,using DSR as
a ro11ting protocol･ Consequently) ‑lidity of proposal techiq11e WaS CIleCl⊂ed wben a move plane is to some extent as
compared with the communication range of terminals.

1はじめに

が必要となる.例えば,遅延格差を調停するICEGEM

ｲﾝﾀ‑ﾈｯﾄを介して複数のﾕ‑ｻﾞが協力して進
めるﾈｯﾄﾜ‑ｸｹﾞ‑ﾑなど,ﾈｯﾄﾜ‑ｸを利用して
協調作業を行うｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝが当然のものになり
つつある｡また,携帯端末の高性能化･多機能化により,
協調作業ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝを携帯端未から利用する機会

[3】や,ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ通信の順序‑貫性保証のために
ｼ‑ｹﾝｽｻ‑ﾊﾞを用いる方式などがある｡有線ﾈｯ
ﾄﾜ‑ｸでの協調作業はｸﾗｲｱﾝﾄ･ｻ‑ﾊﾞ型ｱﾌﾟﾘ
ｹ‑ｼｮﾝとして実現されることが多く, ‑般に固定
のｻ‑ﾊﾞが調停端末の役割を果たしている｡ ‑方,ｱ
ﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸでは固定のｻ‑ﾊﾞが存在すると

も増えてきている｡ ‑方, Bluetooth[7]やHomeRF[8],
無線LANなどの短距離無線通信技術の発達も著しく,

は限らないため,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ上のいずれかの端末が

ﾜｲﾔﾚｽｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境の実現が可能
となってきた｡今後携帯端未に短距離無線機能が搭載

ﾜ‑ｸの中心に近い端末が調停端末となれば参加者間

調停端未の役割を担うことになる｡このとき,ﾈｯﾄ

されていくと予想されることから,将来はﾓﾊﾞｲﾙｱ

の遅延差と最大遅延が小さくなり,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝ
の効率が向上すると考えられる｡

ﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸ環境においても,協調作業を行
うｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝが利用されるようになると考えら
れる｡
ｹﾞ‑ﾑなど協調作業を行うｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝでは,ｱ
ﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝに参加する端未間での遅延格差やﾃﾞ‑
ﾀの‑貫性(因果関係)を調停する端末(調停端末)

しかしながら,端未の移動により頻繁に発生するﾄ
ﾎﾟﾛｼﾞ変化の影響で調停端末がﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心か
らずれてしまうと調停端末とその他の端未との通信遅
延が増大し,ﾕ‑ｻﾞの入力に対するｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝ
の反応が遅くなる可能性がある｡
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そこで筆者らは,ｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸのﾄﾎﾟﾛ
ｼﾞに応じてﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心に近い端宋が調停端末
となるよう,調停端末を再配置する手法を提案してき
た[1】【2】｡
本稿では実際のﾙ‑ﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙとしてDSR

理想的配置ﾄﾎﾟﾛｼﾞ変化調停端末再配置
○:ﾒﾝ′噸末⑳=調停端末◎‥再配置後の調停端末

(Dynamic Source Routing) [5]を用いた場合における
調停端末再配置の有効性についてｼﾐｭﾚ‑ｼｮﾝに
より評価した｡その結果,端末の無線通信範囲に対し
てある程度広い範囲を徒歩程度の速度で端末が移動す
る場合における有効性を確認できた｡

図1提案手法の概念図
としないため,提案手法がﾄﾗﾋｯｸを増加させるこ
ともない｡

2.2前提条件

2提案手法

提案手法では以下のような前提条件を仮定している｡

2.1概要

条件1.全ての端末は同‑のｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝを利用

提案手法はﾓﾊﾞｲﾙｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸにおい
て,ﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心により近い端未が調停端未と
なるよう,ﾈｯﾄﾜ‑ｸﾄﾎﾟﾛｼﾞに応じて調停端末を

条件2.全てのﾒｯｾ‑ｼﾞは調停端末のｱﾄﾞﾚｽを保持
条件3.任意のﾒｯｾ‑ｼﾞ(ﾊﾟｹｯﾄ)は全端末に到

再配置するものである(図1)｡調停端末とはﾈｯﾄ
ﾜ‑ｸを構成するｸﾞﾙ‑ﾌﾟ内に一おいて,遅延差や因果
関係などを調停する端末を指す｡遅延差や因果関係の
調停は,ﾈｯしﾄﾜ‑ｸｹﾞ‑ﾑや空間共有ｼｽﾃﾑ(共
有ﾎﾜｲﾄﾎﾞ‑ﾄﾞなど)の実現に必要な機能である｡

達可能
条件4.ﾕﾆｷﾔｽﾄﾒｯｾ‑ｼﾞは経路を保持
条件5.経路情報から全域禾を生成,中心を導出可嘩

遅延差や因果関係の調停を行うには,調停端未にｸﾞ
ﾙ‑ﾌﾟ内の端末(ﾒﾝﾊﾞ端末)からのﾃﾞ‑ﾀが集積され

条件1は任意の端末が調停端末とな‑り得ることを保
証するものである｡

なければならない｡また,調停端末は調停の結果をﾒﾝ

条件2は全てのﾒｯｾ‑ｼﾞは調停端未‑向かうもの

ﾊﾞ端末に通知しなければならない｡調停端未とﾒﾝﾊﾞ

か,調停端末から送信されるものであることを示す｡

端未とのやりとりが速いほどﾕ‑ｻﾞの入力に対するｱ

条件3では全てのﾒﾝﾊﾞ端末に調停端末からのﾒｯ

ﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝの反応が速くなるなど,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮ
ﾝの効率は向上するであろう｡よって,ﾈｯﾄﾜ‑ｸ

ｾ‑ｼﾞが到達し,全てのﾒﾝﾊﾞ端末からのﾒｯｾ‑ｼﾞ
が調停端末に到達することを仮定している｡

の中心に近い端末が調停端末となることでｱﾌﾟﾘｹ‑
ｼｮﾝの効率の向上につながると考えちれる｡なぜな
ら,中心からはなれた端未が調停端末となった場合よ

条件4はDS血(Dynamic Source Routing)のSource
Routeのように,ﾒﾝﾊﾞ端末から調停端未‑至る経路
がﾊﾟｹｯﾄに記録されていることを仮定している｡

りも端末間の遅延差とｸﾞﾙ‑ﾌﾟ全体の最大遅延が小さ

条件5はﾄﾎﾟﾛｼﾞが変化した場合の調停端未の再配

くなるためである｡
しかしながら,ﾓﾊﾞｲﾙｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸ環

置先の導出に経路情報を利用したspanning treeを用
いることを示すものである｡

境では端未の移動により頻繁に発生するﾄﾎﾟﾛｼﾞ変化
の影響により,調停端未が常に中心に位置できるとは
限らない｡調停端末がﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心から大きく
ずれた場合,ｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝの効率は大きく下がる
と予想される｡
提案手法の適用によりﾈｯﾄﾜ‑ｸのﾄﾎﾟﾛｼﾞによ
らず調停端末を中心付近に配置できるため,ﾄﾎﾟﾛｼﾞ
変化によるｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝの効率低下の防止が期待
される｡また,再配置のために特別なﾊﾟｹｯﾄを必要

2･.3ﾒｯｾｰｼﾞの種類と流れ
提案手法では2種類のﾒｯｾ‑ｼﾞを使用する｡ ‑つ
を下りﾒｯｾ‑ｼﾞと呼び.もう‑つを上りﾒｯｾ‑ｼﾞ
と呼ぶ｡
下りﾒｯｾ‑ｼﾞは調停端末からﾒﾝﾊﾞ‑送信される
ﾒｯｾ‑ｼﾞで､調停端未のｱﾄﾞﾚｽが含まれる｡上り
ﾒｯｾ‑ｼﾞは下りﾒｯｾ‑ｼﾞに対する応答としてﾒﾝ
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ﾊﾞから調停端未‑送信されるﾒｯｾ‑ｼﾞで､送信した
端末から調停端末までの経路が含まれる｡
いずれのﾒｯｾ‑ｼﾞもｱﾌﾟﾘｹ‑ｼｮﾝのﾃﾞ‑ﾀと
ともに定期的に送信される｡よって,提案手法により

経路から木を生成

全域木を生成中心のﾉｰﾄﾞを検出

⑧

新たなﾄﾗﾋｯｸが発生することはない｡

2.4再配置の手順
調停端末の再配置は以下のように行われる(図2)｡

上りﾒｯｾｰｼﾞ送信

再配置を認知

(再配置完了)

下りﾒｯｾｰｼﾞで
再配置先を通知

○ﾒﾝﾊﾞ端末⑳調停端末◎:再配置先端末

1.調停端末は経路情報を利用して全域木を生成

図2調停端末再配置の流れ
2.調停端末は全域木から中心ﾉ‑ﾄﾞ(再配置先端末)

3評価‑DSR和用時の性能一

を発見

提案手法の適用により調停端末とﾒﾝﾊﾞ端末とゐ間

3.調停端末は下りﾒｯｾ‑ｼﾞを利用してﾒﾝﾊﾞに再

の遅延は小さくなるはずである｡筆者らはns2【9】を利
用したｼﾐｭﾚ‑ｼｮﾝ上で調停端未とﾒﾝﾊﾞ端末の

配置先端末を通知
4.ﾒﾝﾊﾞは下りﾒｯｾ‑ｼﾞ受信時に再配置先端末を
認識

間の最大遅延を計測する実験を行い,捷案手法の有効
性を確認した｡

5.再配置先端末は下りﾒｯｾ‑ｼﾞ受信後に調停を開始

3.1ﾙｰﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙの選択
6.ﾒﾝﾊﾞは再配置先端末‑上りﾒｯｾ‑ｼﾞを送信(再

本稿の実験は,ﾙ‑ﾃｲﾝｸﾞﾌﾟﾛﾄｺﾙとしてDS良
を用いた｡本節ではその理由について述べる｡代表的

配置完了)
7.下りﾒｯｾ‑ｼﾞより先に上りﾒｯｾ‑ｼﾞが再配置

なﾓﾊﾞｲﾙｱﾄﾞﾎｯｸﾈｯﾄﾜ‑ｸのﾙ‑ﾃｲﾝｸﾞﾌﾟ

先端末に到着した場合､再配置先端末は最初の上

ﾛﾄｺﾙにはDSDV[4】, DSR[5], AODV【6】,などがあ
る｡ DSRでは,送信元からあて先‑至る経路の情報が

りﾒｯｾ‑ｼﾞが届いた時点で調停を開始

ﾊﾟｹｯﾄに含められるo提案手法ではﾒｯｾ‑ｼﾞ(ﾊﾟ
最初の調停端未はｸﾞﾙ‑ﾌﾟ内でのID (IPｱﾄﾞﾚｽ
など)が最小の端末とする｡
調停端末により求められた中心は下りﾒｯｾ‑ｼﾞに
よってﾒﾝﾊﾞに通知される｡よって,求められた中心

ｹｯﾄ)が通過した経路を元にﾄﾎﾟﾛｼﾞの変化を検出
し,調停端末の再配直が行われる｡提案手法の特徴を
考慮すると,余分なｺｽﾄをかけずに経路の取得が可
能なDSRの利用が最も効率的である｡

が現在の調停端末と異なる端末であった場合にのみ交
代が行われる｡

3.2経路による影響
提案手法では端未の物理的な位置から得られる中心

2.5中心の発見

に近い端末ではなく,ﾊﾟｹｯﾄが通過する経路から得

中心の発見は次のような方針で行う｡調停端末は上

られるﾄﾎﾟﾛｼﾞの中心に存在する端未を調停端未とし

りﾒｯｾ‑ｼﾞに含まれる経路情報を利用して全域木を

て最適な端末であるとしている｡本節では再配置先端
末の発見に位置ではなく経路を用いる理由とDSRに

構築する｡この全域木はその時点でのﾈｯﾄﾜ‑ｸの
ﾄﾎﾟﾛｼﾞであるといえる｡よって, ｢ﾈｯﾄﾜ‑ｸの端｣
にあたる菓のﾉ‑ﾄﾞ(‑つしかﾘﾝｸを持たないﾉ‑
ﾄﾞ)を‑段ずつ消去して行ったとき,最後に残るﾉ‑
ﾄﾞがﾈｯﾄﾜ‑ｸの中心である｡

よる経路を用いることで予想される間題点とその影響
について述べる｡
再配置先端末の発見に経路を用いるのは次のような
理由からである｡図3のように経路が形成されたとす
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移動前
a.物理的な位置による中心b.通信経路による中心

移動後

図4経路が最短でなくなる例

図3位置による中心と経路による中心
る｡このとき,端末の物理的な位置から得られる中心
に近い端末はⅩである(図3‑a)｡しかしながら,経
路から得られるﾄﾎﾟﾛｼﾞにおける中心はYである(図
3‑b)｡調停端末がⅩである場合とYである場合の最大

○:ﾒﾝﾊﾞ端末⑳=調停端末

ﾎｯﾌﾟ数を比較すると, Yが調停端末である場合の方
が小さくなる｡最大ﾎｯﾌﾟ数が小さければ遅延も小さ

図5把握する経路が異なる例

くなると考えられるため, ⅩよりもYが調停端未とな
るべきであるoよって,物理的な位置から得られる中
心ではなく経路から得られるﾄﾎﾟﾛｼﾞの中心に存在す
る端末を調停端末として最適な端未とするべきである｡
DSRによる経路を用いることによる間題点と提案手
法‑の影響には次のようなものが予想される｡
DSRでは,送信元端未から宛先端未までの経路が

という間題点が発生すると考えられる｡これらの問題
点が捷案手法‑与える影響として,調停端末が常に最
適な端末であるとは限らなくなり調停端未とﾒﾝﾊﾞ端
末間の通信遅延(ﾎｯﾌﾟ数)が増加する,などの影響
が考えられる｡

ﾃﾞ‑ﾀﾊﾟｹｯﾄに含められる(source routing) ｡送
信元端末は宛先端末までの経路を得るためにRoute

3.3ｼﾐｭﾚｰｼﾖﾝﾓﾃﾞﾙ

Discoveryを行う｡ Route Discoveryは送信元端からの

ｼﾐｭﾚ‑ｼｮﾝには1inux上で動作するns【9】を利
用し,ﾓﾃﾞﾙは次のようなものであるとした｡

要求(Route Request)に宛先端末が応答する(Route
Reply)という流れを基本としている｡これによりDSR
は,
a)検出された経路が最短のものであるとは限らない
b)全ての端未が同じ経路を把握できるとは限らない
という性質を持つo a)の例として次のような場合が考
えられる｡端末Aが通信範囲外にいる端未B ‑ﾃﾞ‑
ﾀを送るために端末B ‑の経路を検出した後,移動に
よりBがAの通信範囲内に入ると, AからB‑の経

ｴ×ｴの正方形の領域(ｴ: 100[m]‑1000【m】まで
50【m】ずつ増加)に点在する20個の端未が‑つのｸﾞﾙ‑
ﾌﾟを形成する｡それぞれの端末はrandom waypoint
ﾓﾃﾞﾙに従って移動を行う｡このとき,最大移動速度
(Vma訂)は2.0【m/s], pausetime (p)は1･0[sec]とし
た｡ﾄﾗﾝｽﾎﾟ‑ﾄ層はUDP,ﾊﾟｹｯﾄｻｲｽﾞは64
ﾊﾞｲﾄ, MAC層はIEEE802.11 (通信範囲250[m])と
し,実行時間はｼﾐｭﾚ‑ｼｮﾝ上の時間で500【s]と
した｡

路は最短でなくなる(図4)｡また, b)の例として次
のような場合がある｡端末Aから調停端末‑の利用可

3.3.1 Random Waypoint Model

能な経路が複数存在し,そのうちのⅩという経路で調
本稿の実験で利用した移動ﾓﾃﾞﾙrandom waypoint

停端末‑送信したとするoこのとき,Ⅹ上の端末Bが
Ⅹとは異なる経路yで調停端末‑送信したとすると,
端未Aと端未Bとで把握する経路が異なる(図5)｡
これらの性質により,

ﾓﾃﾞﾙについて述べる｡ random waypointでは次のよ
うな手順で個々の端未が移動する｡
1.端末は領域の中から目標地点をﾗﾝﾀﾞﾑに選択する

1.求められる全域木は最小木でない

2.端末は目標地点‑速度vで直線移動する.最大速

2.再配置先端末は最適なものにならない

度をVmaxとするとvは0<v≦Vmaxの範囲か
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を計測し,比較した｡なお,下り遅延とは調停端末か

ら‑様に選ばれる
3. pausetimeをp[sec]とすると,目標地点に到達し
た端末はp[sec]の間停止する

ら送信された下りﾒｯｾ‑ｼﾞが各ﾒﾝﾊﾞ端末に到着す
るまでの時間を示し,上り遅延とは各ﾒﾝﾊﾞ端末から
送信された上りﾒｯｾ‑ｼﾞが調停端末に到着するまで
の時間を示す｡また,ﾒｯｾ‑ｼﾞ有効数とは全てのﾒ
ﾝﾊﾞ端未からの上りﾒｯｾ‑ｼﾞが調停端末に到着した

4. 1に戻る

回数を示す｡

3.4条件と計測値
ｼﾐｭﾚ‑ｼｮﾝ上の条件として,調停端末でのﾀ

3.5計測結果

ｲﾑｱｳﾄを設定した｡ﾀｲﾑｱｳﾄ時間は0.3[sec】と
し,ﾀｲﾑｱｳﾄ発生時には上りﾒｯｾ‑ｼﾞが届いて
いない端末に対して上りﾒｯｾ‑ｼﾞの再送を要求する｡

計測結果を図6に示す｡ｸﾞﾗﾌの横軸は移動領域の

再送要求後に再びﾀｲﾑｱｳﾄが発生した場合,全て

‑辺の長さL[m],左側の縦軸は下り遅延と上り遅延の
合計の最大値,右側の縦軸はﾒｯｾ‑ｼﾞの有効数を示

の端末からの上りﾒｯｾ‑ｼﾞを破棄するものとした｡

している｡また,棒ｸﾞﾗﾌはﾒｯｾ‑ｼﾞの有効数を示

また,本稿における実験では調停端未再配置の有効性
の確認を主な目的とし,再配置先の端末の決定にDSR

し,折れ線ｸﾞﾗﾌは下り遅延と上り遅延の合計の最大
値を示す｡黒色の棒ｸﾞﾗﾌと実線黒丸の折れ線ｸﾞﾗﾌ

による経路情報ではなく,上りﾒｯｾ‑ｼﾞ送信時のﾒ
ﾝﾊﾞ端未の位置情報を利用した｡具体的な手法は以下

は調停端未を再配置した場合のｸﾞﾗﾌ,白色の棒ｸﾞﾗ
ﾌと実線白丸の折れ線ｸﾞﾗﾌは調停端末を再配置しな

のとおりである｡

かった場合のｸﾞﾗﾌである｡
図6より,下り遅延と上り遅延の合計の最大値はLが

1.ﾒﾝﾊﾞ端末は上りﾒｯｾ‑ｼﾞを用いて調停端末に

ある程度大きくなると調停端末を再配置した方が20%
‑40%小さくなることが分かる｡よって,調停端未の

位置を知らせる
2.調停端未はﾒﾝﾊﾞ端末の位置情報からﾒﾝﾊﾞ端末
が存在する長方形の領域を求める

再配置が遅延の改善に有効であることが言える｡ｴが
小さい区間において再配置の有無による差が見られな

3.調停端末は領域の中心を求め,領域の中心と全て
の端末の位置情報とを比較する

いのは,移動領域の広さが端未の通信範囲(250【m])と
比較して小さすぎ,全ての端末から調停端末‑数ﾎｯ
ﾌﾟで到達できてしまうためである.同様に, Lが増加す

4.中心に最も近い端末が再配置先となる

るにつれ再配置の有無にかかわらず値が増加していく
のは,移動領域が拡大するにつれ端末と端末との距離

2の長方形の領域は, Ⅹ座標が最小の端末, Ⅹ座標が最

が離れやすくなり,目的の端末に到達するまでのﾎｯ

大の端未, y座標が最小の端末, y座標が最大の端末が
それぞれ4辺の上に存在するように求められる｡

ﾌﾟ数が多くかかるようになるためである｡

位置情報を利用して再配置先端末を決定すると, 3.2
飾で述べたように最適な端末とは異なる端末に調停端
末が再配置される可能性があるo本稿の実験は調停端
未再配置の有効性の確認が目的であるため位置情報を
利用したが,本来提案手法は上りﾒｯｾ‑ｼﾞが送信さ
れる経路を利用して再配置先端末の決定を行うもので
あり,位置情報を用いるものではない｡
以上のような粂件を設定し,調停端未を再配置した
場合と再配置しなかった場合について

ﾒｯｾ‑ｼﾞの有効数はｴがある程度大きくなると調
停端末を再配置した方が10%‑30%大きくなることが
分かる｡このことは,調停端末の再配置により遅延が
減少することにより同じ時間で交換できるﾒｯｾ‑ｼﾞ
の数が多くなることを示しているo Lが小さい区間に
おいて再配置の有無による差が見られないのは,移動
領域の広さが端末の通信可能範囲(2叫m】)と比較し
て小さすぎ,全ての端末から調停端未‑数ﾎｯﾌﾟで到
達できてしまうためである.また, Lが増加するにつれ
再配置の有無にかかわらず値が減少していくのは,移

1.下り遅延と上り遅延の合計の最大値

動領域が拡大するにつれ端未と端末との距離が離れや
すくなるため,ﾀｲﾑｱｳﾄが発生しやすくなり,ﾒｯ

2.ﾒｯｾ‑ｼﾞの有効数

ｾ‑ｼﾞの破棄率が高くなるためである｡
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場合は再配置の必要がないことが分かった｡しかしな
最
大
遅
延
の
平
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隼
且

がら,領域が大きすぎる場合はﾒｯｾ‑ｼﾞ交換が極端
に成り立ちにくくなり,ﾃﾞ‑ﾀの信頼性に乏しいので,
遅延に関して再評価が必要である｡
今後は領域が大きい場合における遅延の再評価を行っ
た後,通信経路から再配置先を決定する方法と位置に
基づいて再配置先を決定する方法について本稿と同様

∽

の手法による比較を行い,通信経路から再配置先を決
定する方法の優位性を示したい｡
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