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あらまし HD-PLC（High Defenation - Power Line Communication) は，電力線を用いて最大 PHY レート 240Mb/s の高
速通信を実現する通信技術である．HD-PLC では，長距離通信を可能にするためマルチホップ通信によるデータ転送
を可能としている．マルチホップ HD-PLC の用途の一つとして，工場やビルの管理といった Smart Building を実現す
るためのネットワークへの適用が期待されるが，その際の通信方式としてブロードキャストによるデータ転送を用い
るシステムが想定されている．しかし，同一電力線上の多数の PLC ノードがブロードキャストを用いてデータを転送
すると，再送などの到達性を保証する機能が不十分なことからパケットの衝突が発生し，性能が低下してしまう．そ
こで本研究ではマルチホップ HD-PLC におけるブロードキャスト性能改善のためのトポロジを考慮した送信制御手法
を提案し，シミュレーションによって性能を評価する．
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Abstract HD-PLC（High Defenation - Power Line Communication) is a communication technology that realizes high-speed
communication with a maximum PHY rate of 240 Mb/s using power lines. HD-PLC can transfer data by multi-hop communication to enable long-distance communication. As one of the use cases for multi-hop HD-PLC, it is expected to be applied to
networks for Smart Building such as factory and building management, In such a case, data transfer by broadcast may be used
as a communication method. However, since many PLC nodes on the same power line transfer data using broadcast, packet
collisions occur due to insuﬃcient functions that guarantee reachability. In this paper, we propose an adaptive transmission
control method based on the network topology for broadcast communication over multi-hop HD-PLC network, and we evaluate
its performance by simulation.
Key words HD-PLC, Multi-hop Communication, Broadcast Communication

—1—

