一般社団法人 電子情報通信学会
THE
INSTITUTE
OF ELECTRONICS,
社団法人
電子情報通信学会
INFORMATION
AND OF
COMMUNICATION
ENGINEERS
THE INSTITUTE
ELECTRONICS,

信学技報
IEICE Technical Report
信学技報
ASN2017-114REPORT
(2018-01)
TECHNICAL
OF IEICE.

INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

無線通信プロトコル理解のための支援システムの提案と実装
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現在，ICT の発展に伴い，その活用技術の一であるセンサーネットワークが広く利用されている．これに

は通信プロトコルの開発が必要である．プロトコル開発では状態遷移図を作成しそれをもとにシミュレータを作成し
評価を行う．この評価のために実環境で動作確認ができる支援システムを開発することでプロトコルの評価がより行

いやすくなることが期待される．本論文ではこのシステムを構築するための基礎部分の開発で行ったことを報告する．
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Abstract Currently, due to the advances in ICT, sensor networks, which are one of the applications of ICT, are
widely used. To eﬃciently use sensor networks, the development of communication protocols is necessary. During
protocol development, state diagrams are created as a basis for simulators which are then used to evaluate protocols.
The development of a support system that operates in an actual wireless communication environment can make
protocol evaluation easier. In this paper, we report on the development of the basic part of this system.
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1. は じ め に

プロトコル全体の挙動を把握するために状態遷移図の作成，遷

現在，ICT（情報通信技術）の発展に伴い，人と人，人とモ

機上で評価する．状態遷移図の作成はプロトコル全体の見通し

ノを繋げ，情報の共有，伝達を行うための手段が発展を遂げて

を良くし，プロトコルの理解が深まる．また，シミュレータを

いる [1]．この ICT 活用技術として無線センサーネットワーク

使った評価は，ネットワークを構成する機器のトポロジーを任

が広く利用されている．センサーネットワークはセンサを利用

意に設定できる．実機を使わないため性能評価の手間を減らす

して人やモノの情報を取得することができる．取得できる情報

ことができる．さらに，パケットの受け渡しや隠れ端末問題な

はセンサの種類により様々で，医療，インフラ，流通，監視な

ど，シミュレータ作成者が意図したシミュレーションを行うた

ど多岐にわたる分野で活用されている．センサーネットワーク

め，検証したい内容に沿った理想的な評価結果を得ることがで

の活用例として，現在長野県塩尻市で運用されている地域児童

きる．

移図をもとにシミュレータを作成し，プロトコルの挙動を計算

これらの方法はプロトコルを作成する上で考えられる挙動に

の登下校時の安全確保を目的として開発された地域見守りシス

ついて評価を行うことに優れている．しかし，実際にシステム

テム [2] がある．
センサーネットワークの構築にはシステムの通信プロトコル

を稼働したとき，実環境において発生することが考えられる問

の設計，評価が行われる．一般的に通信プロトコルの開発では，

題点を開発時に議論に加えることは難しい．実環境において発
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生する問題点の例に隠れ端末問題がある．隠れ端末問題はキャ

状態遷移図作成
↓
遷移図データ出力

リアの見えない機器同士が通信を行った際，パケットが衝突し
パケットが損失する問題である．これをシミュレータで評価す

評価用機器の作成

る場合，機器の見え隠れを決めることで検証できる．しかし，

起動

シミュレーションでは単純な見え隠れについては評価できても，

図 1 支援システム生成工程

障害物等によって発生する隠れ状態について考慮することは難

Fig. 1 Generation Process of Support System

しい．
そこで通信プロトコルを実際に動かすことで開発プロトコル

1.

の理解を深め，改善点がより具体的になるような支援システム

3.

2.

の開発を進めている．支援システムは，

•

プロトコルが実環境で動作できる

•

状態遷移図からプログラムが生成できる

図 2 状態遷移図作成例

これらの機能で，プロトコルの開発支援を行う．プロトコルを

Fig. 2 State Transition Diagram Creation Example

実環境で動作確認することは挙動を視覚的に捉えられ，理解が
深まる事が期待される．また，プロトコル開発初学者を想定し
た場合，シミュレータを使った評価方法は動作ログを画面に表
示するだけであるため，初学者は動作が理解しづらいことが考
えられる．初学者がプロトコルの動作を理解するために，室内
などの狭小空間内で実際に通信が行える機器を用意し，プロト
コルの挙動を確認することが効果的であると考えた．
この支援システムではプロトコルの挙動を確認するために小
型の評価用機器を用意する．一般的にセンサーネットワークを
構成する機器は，受信したデータを処理し，そのデータに沿っ
たデータの生成と，送信を行うことが考えられる．そのため，

す．始めにプロトコルの状態遷移図の作成を行う．この状態遷
移図の作成には UML モデリングツールを使用する．状態遷移
図を作成した後，遷移図のデータをテキスト形式で出力し，そ
のデータをもとに評価用機器のプログラムを生成する．生成に
は自動で評価機器のプログラム生成を行うためのスクリプトを
組む．作成したプログラムをアップロードし，評価用機器を実
環境で動作させることができる．本章では支援システムを実装
するまでの過程で使用した機器やソフトウェアについて説明を
行う．

2. 1 状態遷移図の作成とデータ出力

評価用機器でもそれを実装する．実装するために評価用機器に
マイコンボードの Arduino と無線モジュールの XBee を組み
合わせて使用する．これらは価格が安価であり，入手しやすく，
小型であるであることから採用した．また，これらの機器を組
み合わせて使用したのは，XBee が単体では無線通信しかでき
ないため，Arduino に取り付け，XBee でやり取りしたデータ
を Arduino で処理し受信データに沿ったデータの生成を行うた
めである．
評価用機器のプログラムは支援システムで実現したいプロト

一般的にプロトコルの状態遷移図の作成をソフトウェア上で

行う場合，UML モデリングツールを使用することが考えられ
る．また，支援システムでは状態遷移図から評価用機器のプロ
グラムを生成するため，状態遷移図の情報をテキスト形式で出
力できる必要がある．そこで支援システムでは，状態遷移図の
情報を XML 形式のテキストで出力できる astah [3] というモデ
リングツールを使用する．本節では astah と astah から出力さ
れる XML データについて説明する．

2. 1. 1 astah

コルの状態遷移図をもとに作成する．評価用機器のプログラ
ムは Arduino のために用意されている Arduino 言語を使用す
る．そのためプログラム作成には Arduino 言語の知識も必要
になる．しかし，支援システムで行いたいことはプロトコルの
挙動を実環境で確認することであり，Arduino 言語の習得では
ない．そこで，状態遷移図から直接評価用機器のプログラムを
作成し，Arduino 言語の習得を必要とせず支援システムでプロ
トコルの挙動の確認が行えるようにする．
本論文ではこの支援システムを開発する上で必要な基礎部
分となる状態遷移図からのプログラム生成，実際のセンサー
ネットワークと同様の挙動を示すか確認を行った結果を報告す
る．実際のセンサーネットワークの挙動を確認する際，使用例
で挙げた地域見守りシステムの通信プロトコルを用いて確認を
行った．

本開発では，astah で使えるモデル図の中からステートマシ
ン図のフォーマットを利用して状態遷移図を記述する．状態遷
移図作成例を図 2 に示す．図 2 中の 1. は開始疑似状態で，遷移
図の初期状態を指し示す．2. は各状態を表す図形（以下状態図
形）
，3. の矢印は次の状態を指す外部遷移である．状態図形の内
部と外部遷移には各状態の振る舞いを定義する trigger，guard，

action の 3 要素がある．これらは trigger/[guard]action の形
式で記述する．trigger は状態が変化する要因，guard は trigger
に対してさらに条件を付与し，action は遷移が発生した際に行
う処理を記述する．支援システムでは trigger に状態が変化す
る条件をすべて記述するため，guard は使用しない．状態図形
の内部の 3 要素を内部遷移といい，その状態を保持し続ける
条件を記述する．外部遷移には状態が変化する時の条件を記述
する．

2. 支援システムの概要

2. 1. 2 astah の XML データ

図 1 に支援システムを実環境で動作させるまでの過程を示
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

<?xml version ...>
<XMI xmi.version ...>
<XMI.content>
<UML:Model ...>
<UML:Namespace.ownedElement>
<UML:StateMachine>
<UML:StateMachine.top>
<UML:CompositeState ...>
<UML:CompositeState.subvertex>
<UML:CompositeState xmi.id="...">
<UML:StateVertex.outgoing>
<UML:Transition xmi.idref="..."/>
</UML:StateVertex.outgoing>
<UML:State.internalTransition>
<UML:Transition xmi.id="...">
<UML:Transition.effect>
<UML:Action xmi.id="..."
name="...">
</UML:Action>
</UML:Transition.effect>
<UML:Transition.trigger>
<UML:Event xmi.id="…"
name="...">
</UML:Event>
</UML:Transition.trigger>
</UML:Transition>
</UML:State.internalTransition>
</UML:CompositeState>
<UML:Pseudostate xmi.id="..." ...>

図3

28
<UML:StateVertex.outgoing>
29
<UML:Transition xmi.idref="..."/>
30
</UML:StateVertex.outgoing>
31
</UML:Pseudostate>
32
</UML:CompositeState.subvertex>
33 </UML:CompositeState>
34 </UML:StateMachine.top>
35 <UML:StateMachine.transitions>
36 <UML:Transition xmi.id="..." ...>
37
<UML:Transition.effect>
38
<UML:Action xmi.id="..."
name="..." ...>
40
</UML:Action>
41
</UML:Transition.effect>
42
<UML:Transition.trigger>
43
<UML:Event xmi.id="..."
name="..." ...>
44
</UML:Event>
45
</UML:Transition.trigger>
46
<UML:Transition.target>
47
<UML:StateVertex xmi.idref="..."/>
48
</UML:Transition.target>
49 </UML:Transition>
50 </UML:StateMachine.transitions>
51 </UML:Namespace.ownedElement>
52 </UML:Model>
53 </XMI.content>
54 </XMI>

Server

Transponder

Sensor Terminal

図 4 一般的なセンサーネットワークの構成

Fig. 4 General Sensor Network Configuration

図5

Arduino UNO と XBee

Fig. 5 Arduino UNO and XBee

astah の XML データ

Fig. 3 astah XML Data

の生成に必要な部分を抜粋したものを図 3 に示す．XML デー

図 6 Arduino Fio

タは図 3 にあるように，データ毎にタグが付けられている．1，

Fig. 6 Arduino Fio

2 行目は XML ファイルのフォーマットを定義している．本開
発では 6 行目以降に記述されているタグ情報を利用する．

7 から 34 行目には状態遷移図の各状態に関する情報が記述
されている．7，8，9 行目のタグで開始疑似状態を含めたすべ
ての状態を管理し，10 行目のタグは状態一つひとつの情報を
管理している．27 行目のタグは開始疑似状態を管理するタグ
である．開始疑似状態，通常の状態のタグには共通して 11 か
ら 13 行目の遷移先を示すタグがある．このタグ内の xmi.idref
属性を参照し，次の状態の特定に利用する．また，各状態にお
いて，内部遷移を持つ場合のみ 14 行目のタグが存在する．こ
のタグ内には trigger と action の情報が存在し，trigger に関す
る情報は 20 から 23 行目に，action に関する情報は 16 から 19
行目に記述されている．これらタグの 17，21 行目にあるタグ
の name 属性にステートマシン図作成時に記述した内容が記述
されている．

35 から 50 行目には外部遷移に関する情報が記述されている．
外部遷移全体を 35 行目のタグで管理し，36 行目のタグが外部
遷移一つひとつの情報を管理している．外部遷移の情報は内部
遷移と同様に trigger と action に関する情報に加え，次の状態

これらの機能を小型の評価用機器で実現し，センサーネット
ワークを模倣するシステムが支援システムである．
これらの機器は，通信を行ったデータを処理し，受信データ
に沿ってデータ転送を行う必要がある．そのため，無線通信が
できる機器と，そのデータを処理できるマイコンが必要であり，
支援システムでは Arduino と XBee を使用する．Arduino の
プログラムの記述は Arduino 言語を利用する．これを使って
プログラムを作成し，アップロードすることで XBee と連携し
て評価用機器として動作させることができる．
評価用機器に Arduino と XBee を採用したのは，1. でも述
べたが，二つの機器を組み合わせてパケット処理ができること
と，安価で入手しやすく，増設が必要な場合にコストが抑えら
れることから採用した．
評価用機器のプログラムは 1. でも述べたように状態遷移図
をもとに生成する．それを行うため，Ruby で評価用機器プロ
グラム生成スクリプトを作成した．本節では評価用機器の作成
に関するツール等の説明をする．

2. 2. 1 Arduino

を示す 46 から 48 行目の target タグが存在する．

支援システムでは複数種類ある Arduino から代表モデルで

2. 2 評価用機器の作成

一般的にセンサーネットワークは図 4 に示すようにサーバ，
中継機，センサ端末の 3 種類で構成されている．支援システム
は図 4 のような機器構成での利用を想定して開発を行う．一般
的にセンサ端末はセンサで取得した情報を定期的に送信する役
割を持ち，中継機はセンサ端末から受信したデータを予め決め
られた経路で転送しサーバまで届ける．サーバは中継機から受
信したデータをもとにそのデータを人間が利用可能な状態にし
て出力する．このようにそれぞれの機器で異なる働きをする．

ある図 5 の Arduino UNO（以下 UNO）と，XBee との使用を
前提とした図 6 の Arduino Fio（以下 Fio）を使用する． これ
らの Arduino には予めシリアルポートが一つ用意されており，
このシリアルポートを XBee のシリアルポートと接続してデー
タの受け渡しを行う．

Arduino を動作させるにはプログラムをアップロードする必
要がある．アップロードには Arduino IDE という統合開発環境
を利用する．プログラムは Arduino 言語で記述する．Arduino
言語は，起動時に一度だけ読み込まれる setup 関数と，起動中
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Start
Delimiter
1 byte

Length

API ID

2 byte

1 byte

Destination
ID
2 byte

図7

Sender

Frame ID

Options

RF Data

1 byte

1-n
byte

Carrier Sense
and Delay Time

TEXT

Checksum

ACK

1 byte

XBee の送信用パケット

Start
Delimiter

Length

API ID

Source ID

1 byte

2 byte

1 byte

2 byte

Carrier Sense

図 9 無線システムの MAC プロトコル

Fig. 7 XBee Transmission Packet

図8

Receiver

Waiting Transmit

1 byte

Fig. 9 MAC Protocol of Wireless System
Server
→ UNO, XBee and PC

RSSI

Options

RF Data

Checksum

1 byte

1 byte

1-n byte

1 byte

Transponder
→Fio and XBee

XBee の受信用パケット

Terminal
→ Fio and XBee

Fig. 8 XBee Receive Packet

図 10

に処理し続ける loop 関数がありこの二つの関数は必ず記述し
なけらばならない．
支援システムの無線通信は，Arduino 言語で用意された幾つ
かの関数とライブラリを使用して受信データの処理，送信デー

を引き継ぎそれ以外の部分は受信時に XBee 内部で自動的に処
理されるため利用者がパケットの構成を操作することはない．

2. 2. 3 Ruby

タの処理等が行う．受信の関数は，シリアルポートに届たデー
タをバイト長で返す Serial.available 関数，シリアルポートに
あるデータを 1byte ずつ取り出す Serial.read 関数を使用する．
送信の関数は，シリアルポートにバイナリデータを 1byte 単位
で出力できる Serial.write 関数を使用する．これら関数以外に
も時間を使った処理をするため，Arduino 内でカウントされた

支援システムでは評価用機器のプログラムを状態遷移図から
作成するために Ruby を使用した．評価用機器のプログラムを
生成する上で 2. 1. 2 で示した XML データから必要な情報を取
得する必要がある．そのために Ruby の"rexml/document"ラ
イブラリを使用し，必要な情報の取得を行う．

3. 支援システムの実現方法

時間を取り出す millis 関数を使用する．
また，支援システムでは後述するがシリアルポートを複数必
要とする．しかし，支援システムで使用する Arduino はシリア
ルポートを一つしか備えていない．そこでソフトウェア制御で
使用していないピンをシリアルポートに割り当てることができ
るソフトウェアシリアルライブラリを使用する．

支援システムの機器構成

Fig. 10 Device Configuration of Support System

ここで，無線システムで広く使われている MAC プロトコル
を図 9 に示す．このプロトコルでは送信側は通信を行う際，受
信データの有無の確認と，送信遅延タイマの時間だけ待機し，
タイマ時間が経過すれば送信を行う．もし待機中に受信データ
を検知した場合送信準備をやめる．送信が行われると，受信側

2. 2. 2 XBee
無線通信は図 5 にある XBee を Arduino と接続して使用す
る．XBee の無線通信は，データをパケットに整形して転送を
行う．XBee には予め定義されているパケット構成がある．支
援システムでは単純なデータ転送のみを行うため図 7 の送信用
パケットと図 8 の受信用パケットの 2 種類のパケットを利用
する．
パケット構成は，どちらのパケットも先頭に開始デリミタが
ついており，同期データの役割を果たす．図 7 の送信パケット

ではキャリアセンスを行い，データを受信し終えたら，別の受
信データがないことを確認し ACK を返す．本開発では図 9 の

MAC プロトコルを利用するセンサーネットワークとして 1. で
例に挙げた見守りシステムの通信プロトコルを支援システムの
動作確認で利用する．
本章では，この見守りシステムを支援システムで実装する際
の機器構成，パケット構成，プログラムの生成過程で実現に必
要になった操作について説明する．

3. 1 構 成 機 器

には送信先 ID に対象となる機器の端末 ID を指定する．この

ID は XBee それぞれ任意の ID を設定でき，送信先に記述する
ことで，パケットの送り先を指定できる．8byte 目のオプショ
ンは各種設定が行える．XBee は仕様で独自の ACK を返す機
能がある．これらの機能をオプションで停止することができる．

RF Data 部には利用者が任意で 1byte 以上のデータを指定す
る必要がある．支援システムではこの RF Data 部に Arduino
プログラム内で生成したデータ等を格納する．パケット末尾に
あるチェックサムは"0xFF - (0xFF & (API ID から RF Data
末尾までの総和))"で計算されたデータが格納される．送信パ
ケットは利用者がパケットの内部を構成する必要がある．
これに対し受信パケットは，送信パケットの RF Data 部のみ

見守りシステムは図 4 のような機器構成でネットワークを構
築している．支援システムでは図 10 のように，ネットワーク
構成機器を割り当てた．
サーバは，プロトコルの評価のために中継機が転送したデー
タを出力し，パケットの転送が正しくできているか確認する．
それを実装するため，サーバに割り当てる機器は無線通信とロ
グ出力を行う．Arduino でログ出力を行う場合 Arduino のシ
リアルポートを PC に接続する必要がある．しかし，XBee も

Arduino とデータの受け渡しを行うため，XBee にシリアルポー
トが専有されてしまう．そこで 2. 2. 1 で述べたソフトウェアシ
リアルライブラリを使用し，シリアルポートを増設する．UNO
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同期データ？

送信待機

図 11 センサ端末に対する ACK パケット

No

Fig. 11 ACK Packet for Sensor Terminal

Yes

No
受信処理1

送信時間？
長さ？

Yes

No

Yes

Start
Delimiter

Length

1 byte

2 byte

Options
1 byte

API ID Frame ID
1 byte

1 byte

図 13

Destination
ID
2 byte

見守りシステムのプロトコルのフローチャート

Fig. 13 Protection System Protocol Flowchart

Packet
Packet Checksum
Terminal ID
Type
No.
1 byte

2 byte

1 byte

1 byte

RF Data

図 12

再構築した ACK パケット

Fig. 12 Reconstructed ACK Packet

と Fio どちらでもこのライブラリを使用してシリアルポートの
増設は可能であるが，中継機とセンサ端末の増設を考えた場合，

UNO よりも Fio の方が小型で評価機器の設置場所が UNO よ
りも自由になることが考えられるため，中継機とセンサ端末用

図 14

機器には Fio を使用し，ネットワークに唯一存在するサーバを
他の機器と判別しやすいように UNO を使用する．

3. 2 パケット構成

1
2
3
4
5
6
7
8

支援システムでは無線通信に XBee を使用するため，利用し
たいプロトコルのパケットをそのまま模倣することができない．
そこで，XBee のパケットで利用できる部分はそのまま利用し，
不足している情報を RF Data 部へ格納することで，模倣する

トを使用．これらのパケットを実現する例として，センサ端末
の転送パケットに対する ACK パケットを用いて説明する．図

11 に ACK パケットの構成，図 12 に XBee で再構築した ACK
パケットを示す．
このパケットを XBee で実現する場合，同期データ，長さ，
チェックサムについては図 7 で示したパケットで同じような

RF Data 部に格納し，パケットの判別に利用する．図 11 の端
末 ID は，ACK を返す対象の ID が記述されている．これは，
図 7 の送信先 ID に ACK を返す機器の ID を格納することで
対象を指定できるが，XBee では送信対象の ID をそのまま格
納すると ID が同じ XBee でしか受信処理ができない．見守り
システムでは，すべての機器にブロードキャストでパケットを
送り，機器ごとにパケット処理を行い，自機宛のパケットか判
別を行う．そこで，図 7 の送信先 ID にはブロードキャスト送
信を行うために用意された ID を格納し，RF Data 部に ACK
転送先の ID を格納し，受信側で自機宛か判断を行う．
また，XBee は独自の ACK を返す．しかし，見守りシステ
ムのパケットの種類で述べたように，見守りシステムの ACK
パケットが存在するため，XBee の ACK 機能があると，模倣

void loop() {
PSM();
RECEIVE_Data[0] = 0;
if(Serial.available() > 0) {
RECEIVE_Data[0] = 1;
RECEIVE_Data[1] = Serial.read();
}
if(TRANSMIT_Data[0] == 1) {
Serial.write(TRANSMIT_Data[1]);
}
TRANSMIT_Data[0] = 0;
}

評価用機器のプログラム構成

しているシステムのプロトコルを妨害してしまう．そこで，こ
の独自の ACK を停止するために図 7 のオプションに ACK を
返さないオプションを指定した．
このように，模倣したいシステムのパケット構成に似たパ
ケットを XBee パケットに再構成し，XBee 独自のプロトコル
が模倣したいシステムの妨害をしないように設定することがで
きる．

3. 3 評価用機器のプログラム

役割を果たすことができるので，XBee のパケットをそのまま
利用する．パケット種別は見守りシステム独自のものなので，

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fig. 15 Evaluation Equipment Program Composition

本開発で利用する見守りシステムはパケット転送にセンサ端
送パケットとそれに対する ACK パケットの計 4 種類のパケッ

// 変数，定数の宣言
void PSM() {
// 状態遷移図よりPSM関数内を生成する
}
void setup() {
// シリアルポート開放
// 各種変数の初期化
}

図 15

プロトコルのパケットに近い構成を作成する．
末の転送パケットとそれに対する ACK パケット，中継機の転

プロトコルの状態遷移図

Fig. 14 Protocol State Transition

評価用機器のプログラムを生成するには，まず模倣したいプ

ロトコルの状態遷移図を記述し，その状態遷移図から出力され
た XML データを Ruby で作成した評価用機器プログラム自動
生成スクリプトを使い，自動生成する．
ここで，見守りシステムの一部を抜粋したプロトコルの例を
図 13 に，そのプロトコルを状態遷移図にしたものを図 14 に示
す． 状態遷移図を作成したら，XML データを出力し，Ruby
スクリプトで評価用機器のプログラムを生成する．Ruby スク
リプトで生成されるプログラムの構成は図 15 のようになる．
図 15 中の 1 行目の変数，定数の宣言，5 行目の setup 関数
内，9 行目の loop 関数内の処理はそれぞれテキストファイルを
用意し，そのファイル内に支援システムを動作させる上で必要
な変数や処理内容を記述する．ただし，loop 関数内は図 15 の

11 から 15 行目のキャリアセンス，16 から 18 行目のパケット
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1
初期状態の検索
全状態の検索
各状態の
遷移検索

trigger,efect,target
取得
No

全タグ検索済み?
Yes
状態遷移完成

1

図 16

XML データの抽出方法

Fig. 16 How to Extract XML Data

図 17 センサ端末の状態遷移図の概観

転送の処理のみに利用し，基本的にこのファイルは操作しない．
状態遷移図から生成した XML データからは 2 行目の PSM
関数（状態遷移の関数）内の処理を抽出する．ここで，XML
データから PSM 関数内の処理の抽出過程を図 16 に示す．こ
の図の工程で PSM 関数内部を完成させる．

4. 評

Fig. 17 Overview of State Diagram Created by Sensor Terminal

見守りシステムのプロトコルと同じ構成で状態遷移図を作成す
ることができた．ここで，作成したセンサ端末の状態遷移図を
図 17 に示す．
作成した状態遷移図から，本提案のシステムを用いて評価用

価

機器のプログラムを自動生成した．そして生成したプログラム

本開発では支援システムが実際にプロトコルの評価をするた
めの基礎部分の構築を行い，1. で挙げた 2 点の機能の実装を確
認した．本章では支援システムの基礎部分構築に関する評価を
行う．

を各機器に搭載して動作させ，見守りシステムと同じ動作を評
価用機器で行える事を確認した．確認方法はサーバに到達した
パケットの出力ログと構成機器とは関係のないすべての XBee
のパケットの監視ができる機器を設置し，すべての到達パケッ
トの構成を出力し，動作が同じであることを確認できた．

4. 1 実環境での動作確認

5. む す び

本システムを利用することにより，
「プロトコルが実際の環境
で動作する」ことが実現でき，プロトコルの挙動を確認するこ
とが可能となること，特に隠れ端末問題の挙動がこのシステム
で確認出来る事について評価を行った．そのために，実際に見
守りシステムのプロトコルを本システムに組み込み，評価用機
器が実際に通信を行うことを確認した．動作を確認する上で，
さらし状態と隠れ状態の二通りの通信状況で検証を行った．さ
らし状態については，機器を比較的近くに置くことで容易に実
現できた．この場合，各機器はキャリアセンスを行い衝突がお
きないように動作することと，設置台数がそれほど多くないた
め，パケット損失等の問題が発生することなく，パケット転送
が行われるのを確認した．
隠れ状態については，中継機を 2 台設置し，1 台をセンサ端
末と十分に離して設置することで実現できた．パケットの到達
時に Arduino で LED を光らせるように制御することで，隠れ
状態の確認を行った．しかし，設置台数が多くなかったためか，
パケット損失はほとんど発生することはなかった．現状では，
隠れ状態の構築には物理的に距離を離す必要がある．今後，電
波を遮断できる簡易的な壁などを設け，より狭い空間内でも隠
れ状態を構築できるようにすることで，支援システムを使った
プロトコルの評価を行いやすくする工夫が必要である．

本開発では見守りシステムの通信プロトコルを評価用機器を
利用して，似た挙動を確認することができた．これより，状態
遷移図の記述にルールを設けることで，Arduino のプログラム
が直接生成できることが確認できた．
しかし，本開発で模倣した見守りシステムのパケット構成を

XBee 用に変換したり，状態遷移図の記述も，XBee のパケッ
ト構成を加味する必要があったため，現段階では支援システム
をプロトコルの評価用機器としては使えない．今後の開発で，
この支援システムが評価用機器として使えるかどうか，更に検
討を進めていく．
また，我々は登山者を対象とした見守りシステムの開発を
行っている．そのシステムの無線通信には LoRa という無線モ
ジュールを使用している．本開発では無線通信に XBee を使用
したが，今後支援システムの開発を進めていく上で，XBee 以
外のモジュールを Arduino に付け替えても本開発のようにプロ
トコルの動作できるか確認を行うことで，支援システムの拡張
性の向上も目指す．
今後この支援ツールは，実際の環境で通信の確認ができ開発
プロトコルの適切な評価を行えるシミュレータに変わるツール
として開発を進めていく．

4. 2 状態遷移図からのプログラム生成

本システムを利用することにより，「プロトコルの状態遷移
図から評価用機器のプログラムを生成できる」ことが実現出来
るかどうかの評価を行った．評価には，実際の見守りシステム
のプロトコルを記述した状態遷移図を作成した．この時，評価
用機器の無線通信に XBee を利用したことから，状態遷移図は

XBee のパケット構成を考慮して作成する必要がある．XBee
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のパケット構成を考慮する事以外は，評価実験のために用いた
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