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Hidden node problem has become a serious problem especially for Internet of Things (IoT) networks 
with huge number of stations (STAs). To overcome such problem, IEEE 802.11ah which is a standard 
for IoT networks introduces a node-grouping method called as ``restricted access window (RAW)’’. 
By increasing the number of RAW groups, the effect of hidden node problem can be mitigated. 
However, this increasing may cause large data-transmission delay. For achieving high performance of 
such IoT networks, it is necessary to mitigate the hidden node effect, keeping the small number of 
RAW groups. In this research, we propose IoT networks system with wireless full-duplex 
communication technology. By applying full-duplex communication technology to an access point in 
the networks, the hidden node collisions can be avoided and the network achieves high throughput.  

 
1. はじめに 

近年, 膨大な IoT 端末を設置して情報を収集し, それらを AI に学習させることにより新たな知見を得, 社会

へフィードバックするといった ICT 基盤の構築が急速に進められている. ここで重要となるのは, 膨大な IoT 端

末を収容するネットワークを構築し, かつ膨大なトラフィックを効率よく処理することである. IoT ネットワー

クにおける通信プロトコルとして, 近年 IEEE 802.11ah[1]が標準化されており, このネットワークの特徴とし

て, 1 台の基地局が広範囲で配置された膨大な端末を収容する. そのため, IoT 端末がお互いの通信を検知でき

るとは限らず通信の衝突が頻繁に生じる(隠れ端末による衝突). IEEE 802.11ah では, この対策として端末をグ

ループ化し, そのグループごとにデータ送信権を分配する手法を取っていおり, これを Restricted Access 

Window: RAW)と呼ぶ. しかし, 端末配置やトラフィック量の偏りにより, グループ内のデータ送信の衝突を完全

に回避できるとは限らず, 特に, 広範囲に配置された端末を収容するようなネットワークでは隠れ端末による衝

突がスループットの劣化の要因となる. 

 

2. 無線全二重通信ネットワーク技術 

同一周波数上でデータ送信と受信を同時に行う「無線全二重通信」の研究がこれまでの無線通信の常識を覆す

ブレークスルーを創出するとして多くの研究者に注目されている[2].この通信技術は通信容量を 2 倍にするだけ
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でなく, 隠れ端末となっている端末に通信を検知させることができ, 

衝突の抑制させることができる.図 1 に無線全二重通信を用いた隠れ

端末による衝突の抑制を示す.基地局が端末 0 と同時に送受信を行う

ことで, 端末 0 にとっての隠れ端末である端末 1 に, 端末 0 の送信

状況を通知させることができる.このとき,基地局は必ずしも情報を

含む信号を送信する必要はなく, 「ビジートーン」と呼ばれる情報

を含まない信号を送信することでも, 隠れ端末の衝突の抑制に有効である.  

 

3. 提案手法 

本研究では, IoT ネットワークにおける基地局に無線全二重通信技術を適用させることで, ネットワークにお

ける隠れ端末の衝突を大幅に抑止, システムスループットを向上させることを目的とする. また,IEEE 802.11ah

を用いた IoT ネットワークの理論解析モデルを構築し, 最適なパラメータ設計および制御を目指す. 

 

4. システムモデルと提案手法の評価 

評価は開発した IEEE 802.11ah ネットワークシミュ

レータを用いる. 1 台の基地局を中心に 100 台の端末が

基地局の送信範囲内にランダムに配置されたネットワー

クを想定する. このとき, 基地局のみが全二重通信機能

を有し, 端末の送信を受信するとビジートーン信号を送

信し, 送信と受信を同時に行う. 各端末は常に送信用

データをバッファに保持する飽和状態を想定する. グ

ループ数を G とすると 1RAWグループに所属する端末数を ng=100/G とし, 1 台の端末に対する隠れ端末となる端

末の平均台数が 0.41 ng となるようにした.  

図 2(a)および(b)に RAW グループ数に対するスループットおよび送信失敗率をそれぞれ示す. また, 本研究で

開発した IEEE 802.11ah ネットワークにおける理論解析モデルから得られたスループットも示す. 解析では, 隠

れ端末の影響は考慮しないものとした. 図 2 より従来手法と比べて本提案手法により高いスループットが得られ

ていることが確認できる. これは, 衝突による送信失敗が大幅に改善されていることに起因している. また, 隠

れ端末が存在しないとした場合の理論値と本提案手法のスループットが一致していることからも, 本提案手法に

より隠れ端末の影響を大幅に軽減できていることが確認できる.  

 

5. まとめと今後の展望 

本研究では. IoT ネットワークにおいて, 無線全二重通信技術を適用させることで, ネットワークにおける隠

れ端末の衝突を抑止しシステム性能の向上を確認した. また, 本研究では, IEEE 802.11ah ネットワークの理論

解析モデルの構築を行った. 今後の課題として, 非飽和状態における提案手法の有効性を検証していく.  
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図 1. 無線全二重通信による隠れ端末の衝突の抑制 

図 2.グループ数に対する飽和スループットおよび送信失敗理率 
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