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豪雨時などに発生する土砂災害は人命にもかかわり大きな被害をもたらす．我々は，これまで開発してき

た高耐障害性を持つ Ad-Hoc ネットワークを用い，土砂災害の予測を目的としたセンサーネットワークシステムを開
発している．土砂災害を予測するためには，土中水分量を定期的に計測して送信するセンサー端末を山に多数埋設す
る必要がある．このとき，山の形状から互いのキャリアが把握出来ない多数の端末が存在する環境において多数の端
末からのデータ送信を可能にするために，端末間で衝突が起きない送信タイミングの決定手法を提案し，評価を行う．
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Abstract Landslides during heavy rainfall cause a great amount of damage in terms of both property and human
life. Using the highly fault tolerant ad-hoc network that we have developed, we implemented a sensor network to
predict landslide disasters. To use this system, it is necessary that the sensor terminals which measure the soil
moisture and send the data are buried on the mountain slope. This results in many hidden terminals due to natural
features of the mountain. We examine a protocol which is able to determine the transmission timing to avoid
collisions between terminals.
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筆者らはこれまで，大規模な災害が発生した場合でも利用し

1. は じ め に

続けることができる，高い耐障害性を持つネットワーク網の開

長野県内は，急峻な地形を有しもろい地質のため，急勾配の

発を行ってきた [1-3]．これは，電力インフラやネットワーク

河川や広範囲の地すべり地帯を有し，風水害による大きな被害

等のあらゆる有線ケーブルから自立して動作し，たとえネット

が懸念されることから，災害に強い安全な県土の形成に取り組

ワークを構成する中継器の一部に障害が発生しても自律的に

む必要がある．災害の中でも土砂災害は人命にも関わり被害の

ネットワークを再構築できる機能を有するものである．現在こ

規模が大きくなるため，防災設備の導入などの対策を積極的に

の技術を用いて山の斜面状況を監視するセンサーネットワーク

行うべきであるが，既存の災害予防システムは監視設備の設置

を構築し，危険時に警報を出すなどの対応を行うためのシステ

や運用コストがかさみ，防災システムが導入される地域範囲は

ムの開発を行っている [4]．

限られる．そこで，より広範囲の地域の安全・安心を守るため

本システムでは，土砂災害の予測のために斜面土壌の水分量

に，必要地域に安価に展開でき，維持管理の容易な監視・通報

の監視を行うが，その観測点は多ければ多い程よい．そこで本

システムの開発が必要である．

システムでの特徴的な通信環境を考慮したプロトコルの検討を
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図 1 土砂災害予測センサーネットワークシステム概要図

行う．

図 2 長野県塩尻市の山

2. 土砂災害予測センサーネットシステム概要
Bee や Wi-Fi を用いるものが多いが，これらは使用周波数が
我々がこれまで開発してきた，土砂災害予測に用いるセン

2.4GHz など比較的高い周波数で通信をする．高周波数の電波

サーネットワークシステム [4] の概要を図 1 に示す．センサー端

は通信が高速であるが，通信経路に障害物などがあった場合に

末 (terminal) は土の状態を計測するセンサーを持ち，計測した

は電波が減衰しやすくなる．今回は災害検知に使用するため，

データを中継機に送信する．中継機 (transponder) は Ad-Hoc

山の中で使用し，センサー端末を地面に置くことを考慮すると

ネットワークを用いたマルチホップなネットワークを形成する．
これらの中継機はセンサー端末からのパケットを受信し，ネッ

高周波数の利用は適さない．周波数の低い 429MHz での通信は
その点で回折性や水分を服務草木で減衰しにくいなどの利点が

トワークを介して計測情報処理サーバ (Server) へ転送する．計

あり，また電力消費も抑えることが出来る．通信速度について

測情報処理サーバでは転送された計測データを分析し，土砂災

は，計測データのパケットを送信する目的なので 1,200bps は

害発生の危険性がある閾値を超えると警報を発するなどのサー

十分であると考える．

ビスを提供する．

3. 土砂災害予測センサーネットワークの通信
環境

2. 1 センサー端末
センサー端末は，無線部，センサー回路，それらを制御し仲
介する制御回路の各モジュールで構成される．センサーは省電

本システムを構成するセンサー端末や中継機は山の中など障

力のために平常時は電源が切断されており，計測の必要がある

害物が多い場所に設置されるため，電波的に隠れ関係になる端

タイミングで制御回路によって起動される．センサーからの出

末の存在が予想される．そこで各機器の設置場所を具体的に示

力は A/D 変換された値が無線部へ受け渡されて電波で送信さ

し，その場所での通信状況を調べるため実際の山で電界強度を

れる．計測・データ送信は定期間隔で行われ，この間隔は制御

計測した結果を示す．

回路の設定を変更できる．

3. 1 機器の設置場所

2. 2 中 継 機

本システムでは土砂災害発生の予測を行う方法として，山の

センサー端末からの電波で受信した情報をサーバまでマルチ

斜面の土中水分量を監視する．地盤工学の専門家の助言を受け，

ホップで転送する，中継機同士の通信にはルーティングプロト

監視対象の山に対して，土中水の特徴点である稜線・谷線 (図

コルとして，ディスタンスベクタ型で駆動するプロアクティブ

2) に沿って各高度で複数深度を測定点としてセンサーを設置

方式を用いている．このプロトコルの上で付近の通信可能な中

し，定期的にデータを得ることにした．なお，土砂災害予測の

継機と通信することで Ad-Hoc ネットワークを構成し，サーバ

ためにはこの測定点は多ければ多いほど良い．

までの経路を自律的に形成する [3]．また中継機は太陽光パネル

センサー端末は設置を容易にするため，無線機のある本体部

と 2 次電池を持ち，電源を外部に依存しないことで耐障害性や

分は測定点の地表近くに設置する．中継機はより多くのセン

可搬性を高めている．

サー端末からの電波を受信できるよう，山頂付近の木に取り付

2. 3 計測情報処理サーバ

けるなど高い位置に設置する．

計測情報処理サーバは収集された計測情報を元に土の状況を

3. 2 山地の電波特性

分析・危険度を評価して，必要であれば警報を発するなどの対

センサー端末は稜線・谷線の地表近くに設置されるため，周

策に繋げる．

囲の草木や地形の影響により電波が飛びにくい環境にあると

2. 4 無 線 通 信

思われる．中継機は高い位置に設置されるため，各センサー端

システムを構成するセンサー端末・中継機の無線通信には特定

末は中継機にパケットを直接送信できるが，センサー端末間は

小電力無線 (周波数 429MHz，出力 10mW，通信速度 1,200bps)

キャリアが見えない隠れ関係になることが予想される．

を使用している．既存のセンサーネットワークでは通信に Zig-

そこで実際に長野県塩尻市の山 (図 2) で 2012 年 6 月 20 日
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表 1 受信電界強度測定結果

図 4 パケットのフォーマット

図3

ネットワークモデル

に受信電界強度を測定した結果を表 1 に示す．測定は，隠れ関
係になりやすいと予想される谷線を基準とし，谷線からどこま
で遠くの線まで通信可能であるかを調べた．測定値は，測定対

図5

センサー端末パケットと中継機転送パケットの Information 構成

象の線上に測定機をそれぞれ設置して双方向に受信電界強度を

10 回ずつ測定した値の平均値である．表 1 の測定値が 25dB μ

送信される．

V 以下であるとセンサー端末は安定して通信ができない．測定

中継機とセンサー端末のパケットのフォーマットは図 4 であ

結果より，谷線上のセンサー端末は 2 つ隣の稜線までさらし関

り，この Information 部分に各パケットの内容が挿入される．

係になることがわかった．例えば図 2 の谷線 (4) 上に設置した

センサー端末のパケットと中継機の転送パケットの Information

センサー端末から見た場合，同じ (4) 上のセンサー端末に対し

構成を図 4 に示す．センサー端末のパケットの Sensor 部分はセ

てはさらし関係，線 (3)(2)(1) と線 (5)(6)(7) 上のセンサー端末

ンサー 5 本分の計測データが載せられ，図 4 のフォーマットに

に対してもさらし関係になり，(8) 上のセンサー端末に対して

従った全体パケット長は 158Byte になる．中継機転送パケット

は隠れ関係となる．

の Terminal Information にはセンサー端末から受信したデー

3. 3 センサー端末の最大収容台数

タなどが記述され，全体パケット長は 168Byte になる．セン

3. 1 節と 3. 2 節に基づいて作成したネットワークモデル (図

サー端末に対する ACK パケットには ACK 送信先のセンサー

3) を用いて，理想的な状況におけるセンサー端末の最大収容台

端末 ID などが記述され全体パケット長は 18Byte，中継機の転

数を求める．なお，3. 2 節では，稜線から別の稜線に対しての

送パケットに対する ACK パケットには送信先と送信元の中継

関係は測定していないため，モデル化に当たってはより電波環

機 ID などが記述され全体パケット長は 21Byte である．

境が悪い谷線の環境と同様の環境として扱う．ネットワークモ

以上より，センサー端末のパケットを 1 つ送信すると親機が

デルの稜線 (谷線) は 10 本とし，同じ線上と 3 つ隣の線のセン

受信し ACK を送信完了するまでには合計 359Byte の通信が発

サー端末までさらし関係で，それより遠くの線上のセンサー端

生し，通信時間は 2433.33ms(キャリアセンス時間を含めると

末とは隠れ関係にあるとする．センサー端末は各線上の台数が

3263.33ms) かかる．ここでセンサー端末の計測・パケット送信

出来るだけ均等になるように配置する．センサー端末から受信

周期を 180s とした場合，キャリアセンス時間を含めてパケッ

したをパケットを親機へ転送する中継機は 1 台のみ配置し，こ

トを並べたときの最大センサー端末収容台数は式 1 である．

れは全センサー端末に対してさらし関係である．親機は計測情

センサー端末の計測周期 (s)
180 ∗ 1000
≈ 55.16(台)(1)
=
2433.33
合計通信時間 (ms)

報処理サーバへ接続されている特殊な中継機である．
ここで，各センサー端末は計測・パケット送信を一定周期で

4. 土砂災害予測センサーネットワークの通信プ
ロトコル

行うので，その周期内に最大何台のセンサー端末がパケットの
送信を行えるかを計算する．センサー端末がパケットを 1 つ送
信すると，それに対しての中継機 1 からの ACK，中継機 1 か

土砂災害の危険度評価のために，各センサー端末からのデー

ら親機への転送パケット，それに対しての親機からの ACK が

タを常に収集するため，安定したデータ通信が必要となる．し
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面でも工夫が必要である．具体的には，消費電力が多くなるパ
ケット送信やキャリア受信を行う時間を短くすべきである [5]．

4. 3 提案プロトコルのねらい
各センサー端末は一定時間毎に測定データを 1 台の中継機に
向けて送信をしようとする．その送信タイミングが重なるとパ
ケット衝突を起こすので，いかに送信タイミングを分散させる
かを考える必要がある．そのとき，ビーコン等を用いて各端末
間で時刻同期をとる方法は，電池寿命を考えると相応しくない．
ここでは，そのような共通のタイミングを取得する方法ではな
く，全体として衝突が起きない送信タイミングを各センサー端
図 6 隠れ関係によるパケット衝突

末が自律的に決定するアルゴリズムを考える．
このとき，センサー端末からパケット衝突が発生せず正しく

かし 3. 2 節での電波環境で示したように，実際の山地ではセン

パケットを受信した中継機はセンサー端末に ACK パケットを

サー端末同士で隠れ関係が多発することを確認した．その隠れ

送信しその事を知らせる．各センサー端末が自律的に衝突が起

関係の存在による問題点を 3. 3 節での理想環境と比較して述べ，

きない送信タイミングを決定する際のよりどころとなるのは，

通信プロトコルへの要求事項を示す．次にその要求事項を満た

この中継機から送られる ACK パケットである．ACK パケッ

すプロトコルを提案する．

トを受信したセンサー端末は，以後このタイミングを自己の送

4. 1 現用 Ad-Hoc ネットワーク通信プロトコルの問題点

信タイミングとして利用しようとする．

各センサー端末は一定時間ごとに中継機に対してパケットの

例えば 50 台のセンサー端末が 180s 毎に送信する環境におい

送信を行う．センサー端末と中継機で用いる通信プロトコルは

て，各センサー端末は最初は自己のランダムなタイミングで送

特定小電力無線の ARIB STD-T67 に準拠しており，我々はこ

信を試みる．その結果，50 台のうち 30 台のセンサー端末が偶

れを元に Ad-Hoc ネットワーク用に様々な改良を施し開発を

然他のセンサー端末とは衝突せずに送信に成功し，中継機から

行ってきた [1-3]．この ARIB STD-T67 では，パケット送信前

ACK パケットを受信したとする．すると，次の送信時にはこ

にキャリアセンスを行い，ランダムに決定した遅延時間の間

の 30 台のセンサー端末はこのタイミングで送信をする．

キャリアが検知されなければ送信へ移行する．しかしここで，

ここで，この 30 台はタイミング決定済みグループと呼ぶグ

図 6 に示すように隠れ関係にある端末の存在に対してはキャリ

ループに属するとする．最初のタイミングで送信ができず中継

アセンスが無意味であり，パケットが衝突して正常に受信され

機から ACK パケットを受け取れなかった 20 台のセンサー端

ない．このようにセンサー端末がそれぞれキャリアセンスにの

末は，次の周期にまたランダムなタイミングでの送信を試みる．

み依存して送信を行う場合の最大センサー端末台数は，3. 3 節

その結果，タイミング決定済みグループに属する 30 台のセン

で示した理想値は 55.16 台なのに対し，5. 章で述べる環境でシ

サー端末の送信パケットと衝突したり 20 台のセンサー端末同士

ミュレーションを行うと 30 台程度でパケットが親機まで届か

でパケット衝突を起こすものもあるが，正しく送信できるもの

なくなってしまう．

もある．正しく送信でき中継機から ACK を受信したセンサー

4. 2 土砂災害予測センサーネットワーク用通信プロトコル

端末が 5 台あったとすると，この 5 台はタイミング決定済みグ

への要求事項

ループに属し，次からはこのタイミングで送信することにする．

本システムでのプロトコルの要求事項を以下に示す．

また，タイミング決定済みグループに属していた 30 台のセ

（ 1 ） 隠れ関係に対応

ンサー端末の中にはそれぞれのタイミングで送信したときに 20

（ 2 ） パケット損失に計測点の偏りはない

台のセンサー端末からの送信と衝突して中継機からの ACK を

（ 3 ） 多数のデータを収集する能力

受信できなかったセンサー端末もあるが，そのことをもって直

（ 4 ） 低消費電力

ちにタイミング決定済みグループから抜けるのではなく，この

(1) については，3. 章で示したようにセンサー端末同士で隠れ

回はパケット送信そのものをあきらめ，改めて次の回に同じタ

関係になりやすい環境であるため，4. 1 節で述べた問題にも対

イミングで送信しようとする．なお，このときに衝突を発生さ

応できる必要がある．(2) の点は，ネットワーク全体でのパケッ

せた，タイミング決定済みグループに属していないセンサー端

ト損失がいくら低くても，ある一部の地点のセンサー端末はほ

末においては中継機からの ACK を受信しないためにこのタイ

とんどデータが取れない，といったように通信性能に偏りが出

ミングでタイミング決定済みグループに属することはない．

ては意味がない．そのため全ての測定点で同等の通信性能が得

このようにして，徐々にタイミング決定済みグループに属す

られるものを目指す．(3) に関しては，土砂災害予測のために

る端末が増えることを期待している．ただしこの提案プロトコ

は計測点は多いほうが良いので，センサー端末台数を増やして

ルの根本的な問題として，先にタイミングが決定したセンサー

も安定して通信が行えるプロトコルであることが望ましい．(4)

端末とその後にタイミングを決定しようとするセンサー端末で

では，システムの運用を容易にするためセンサー端末は電池交

は，後になるセンサー端末ほど送信タイミング決定の上で不利

換をせずとも数年間は稼動し続けるように，通信プロトコルの

になっていく．このことはセンサー端末を平等に扱っていない
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図9

図 7 送信成功時の遅延時間を再利用

平均パケット損失率

再利用フラグを OFF にして次回はランダム遅延で送信を行う．
ここで，センサー端末の計測・パケット送信のタイマーはそ
れぞれの端末内部でカウントしている．そのため水晶振動子に
よるタイミングのすれが考えられるが，センサー端末は定期的
に GPS により時計の補正を行っておりタイミングのずれは無
いものとする．

5. 提案プロトコルの評価
4. 4 節で示した提案プロトコルについて，パケット損失率や
通信時間などの性能を 4. 1 節の改良 ARIB STD-T67 と比較評
価し考察する．プロトコルの性能は計算機上でシミュレーショ
ンを行い評価する．シミュレーションは 3. 章に基づいて作成し
た，図 3 のネットワークモデルを用いる．

5. 1 シミュレーションにおけるパラメータ
図8

提案プロトコルのパケット送信手順

シミュレーションでは，センサー端末の定期送信間隔を 180
秒に設定し，10,000 分 (166.6 時間) の動作を検証した．また提

ことになるが，我々は全てのセンサー端末でタイミングが決定

案プロトコルのパラメータには，最大再送回数と遅延時間の最

しパケットの損失がなくなることを目指しているためこの手法

大連続失敗回数があり，これらの回数はパケット損失率がより

を用いることとする．

低くなる値を設定すべきある．この検証のために事前に実行し

4. 4 提案プロトコルの詳細手順

た予備シミュレーションの結果からこの回数は，それぞれ 3 回

4. 3 節で述べた構想について図 7 と図 8 を用いて具体的な手

に設定したときに平均パケット損失率が最も低くなったため，

順を説明する．

今回のシミュレーションにはこれらのパラメータを用いる．

図 8 の中では自端末がタイミング決定済みグループであるか

5. 2 パケット損失率

否かを遅延再利用フラグで表現している．図 7 においてこのプ

提案プロトコルと改良 ARIB STD-T67 について，センサー

ロトコルでのタイミング決定動作は次のようになる．

端末台数ごとの平均パケット損失率を求めたグラフを図 9 に示

（ 1 ） 初期状態のセンサー端末は遅延再利用フラグが OFF

す．ここでパケット損失率は式 2 である．

(

なので，ランダムに決定した遅延時間のキャリアセンス後に送

1−

信を行う．

親機が受信したパケット数
センサー端末が発行したパケット数

)
(2)

（ 2 ） 送信完了後，自身の送信パケットに対しての ACK を
次に，パケット損失率において特定の端末に偏りがないか

受信し，パケット送信が成功した場合はそのときの遅延時間を

を検証するために，センサー端末台数 40 台での端末毎の損失

記録し遅延再利用フラグを ON にする．
（ 3 ） 次の周期のパケット送信で遅延再利用フラグが ON の

率の一例を図 10 のヒストグラムで示す．ヒストグラムはセン

場合，前回記録した遅延時間の待機後に送信を行う．このとき

サー端末毎のパケット損失率について 0〜1.0%, 1.0〜2.0%,,, と

キャリアの有無に関わらず送信する．

1.0%刻みの範囲でそれぞれに当てはまるセンサー端末の数を表
す．このときのパケット損失率の最悪値は 17.13%で，標本分

ここで再利用遅延が ON でキャリアの有無に関わらず送信を

散は 23.77，標準偏差は 3.96 である．

行うのは，そのタイミングが既に自端末のものであると主張す
るためである．なお，遅延を再利用しての送信が連続して失敗

5. 3 平均通信時間

した場合はそのタイミングは利用不能になったと判断し，遅延

センサー端末が電池交換無しで数年間は稼動し続けるために
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の有効性が確認できた．

6. お わ り に
これまで我々が研究してきた高い耐障害性を持つネットワー
クの技術を防災に役立てるために，このネットワーク技術を利
用した，土砂災害予測を目的とするセンサーネットワークの開
発を行っている．土砂災害予測センサーネットワークでは，土
砂災害予測のために土中水分量を定期的を計測するためのセン
サー端末を山地に多数埋設する必要がある．そのため山地では
障害物が多くセンサー端末同士が電波的に隠れ関係になりやす
図 10

センサー端末台数 40 台におけるパケット損失率のヒストグラ
ムの一例

いことを，実際に山地で受信電界強度を測定することで確認し
た．隠れ関係が多い状況下では通信プロトコルはキャリアセン
スのみでは対応できないため，ランダムなキャリアセンスによ
る送信が偶然成功した際の送信タイミングを次回も利用し，隠
れ関係に対応するプロトコルを提案した．提案プロトコルはラ
ンダムなキャリアセンスのみのプロトコルに比べ，平均パケッ
ト損失率と平均通信時間の面で優位であることが確認できた．
ただし，パケット損失率については一部のセンサー端末のみが
平均よりも高くなってしまう状況も確認されたため，対応を考
える必要がある．
今後は，提案プロトコルで一部のセンサー端末にパケット損
失率の偏りが出る問題や，計測周期が異なるセンサー端末が混

図 11 1 パケットあたりの平均通信時間

在視している状況，中継機の構成を変えた場合の性能について
も検討していく．また，改良したプロトコルを実際のセンサー

は，通信プロトコルにおいてはその通信時間を短くすべきで

端末に実装して実機での評価も行う．

ある．提案プロトコルと改良 ARIB STD-T67 について 1 つの

謝

辞

パケット生成に対して消費される平均通信時間を図 11 に示す．
通信時間はキャリアセンスを含む受信時間とパケット送信時間

本研究の一部は, 総務省戦略的情報通信研究開発推進制度「自

の合計時間である．なお図 11 では改良 ARIB STD-T67 でパ

治体全域を網羅する安心・安全な街創りのための高耐障害性アド

ケット損失率が 100%に近くなるまでのセンサー端末台数で比
較を行った．

5. 4 考

ホックネットワークシステムの開発 (072304002)(H19 H20)」,
「Ad-Hoc ネットワークとセンサネットワークを用いた高耐障害

察

性地域災害通信システムの研究開発 (092304014)(H21 H22)」

図 9 で提案プロトコルを改良 ARIB STD-T67 と比較する

および「地域全体の安全・安心を確保する防災・減災および鳥

と，改良 ARIB STD-T67 はセンサー端末台数 40 台では既に

獣センシングを実現するセンサーネットワークシステムの研究

損失率がほぼ 100%に達しているのに対し，提案プロトコルで

開発 (112304003)(H23〜H24)」の助成を受けて行われた.
文

は 3%程度にとどまる．しかし図 10 のヒストグラムを見ると，
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パケット損失率が 0〜1.0%の端末が大多数ではあるが 10.0%を
超えるセンサー端末も数台見られる．つまりパケット損失率が
端末によって偏りが出る場合があることがわかり，4. 2 節で示
した要求事項を満たしていない．
この一部のセンサー端末でパケット損失率が高くなる原因を
調査したところ，中継機が ACK 送信前の遅延時間はランダム
に決定しているため，偶然近い時間間隔でタイミングが決定し
たセンサー端末が存在する場合にその ACK と衝突する確率が
高くなることを確認した．
通信時間については全体的に提案プロトコルのほうが少なく，
改良 ARIB STD-T67 の損失率が低いセンサー端末 10 台〜30
台の範囲で比較しても提案プロトコルは性能が良かった．これ
は提案プロトコルを最悪値で見た場合も変わらず，通信時間で
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