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あらまし 実用化に向け行き詰まりを見せていたマルチホップ無線センサネットワークが，同時送信フラッ
ディング（CTF）のもたらした強烈なインパクトにより，全く新たな技術に生まれ変わろうとしている．筆者ら
は，CTF が提案された当初からその重要性を認識し，全ての通信を CTF で行うセンシング基盤 Choco の開発
を進めてきた．また，実フィールドにおける CTF の有用性を明らかにするため，社会的要請の強い橋梁モニタ
リングシステムを Choco を利用して開発し，実橋梁において 10 台〜70 台といった規模で実証をも進めてきた．
本論文では，CTF が無線センサネットワークにもたらした変化について論じるとともに，CTF 利用型センシン
グ基盤 Choco，及び Choco を用いた構造モニタリングシステムの開発について述べる．また，実証実験から得
られた「シンクノードも含めノードの移動に頑健なため設置が簡易である」「中継ノードを増やせば繋がるため
無線に対する深い知識がなくても構築できる」といった CTF の運用時における特性についても示す．
キーワード

無線センサネットワーク，同時送信フラッディング，構造モニタリングシステム

CTF によってデータをフラッディングする方が，ルー

1. ま え が き

ティングベースのデータ収集技術と比較して消費電力

無線センサネットワークが大きく変わろうとしてい

の観点から効率的であることを示している．すなわち，

る．Ferrari らによって提案された同時送信型のフラッ

CTF は「ルーティングを一切行わずに，フラッディン

ディング技術 [1]（以下，CTF と呼ぶ）は，パケット

グを繰り返すことによって，安定かつ高効率なセンサ

を受信した複数ノードが，受信パケットを同一タイミ

ネットワークを実現可能とする」という大きな変化を

ングで転送する場合に，キャリア周波数や位相まで同

もたらした．無線センサネットワーク研究においては，

期させずとも致命的な干渉が発生しないことに着目し

ルーティング技術が最大の研究テーマの一つとなって

た，極めて効率的かつ高速なフラッディング技術であ

いたことから，大きな波紋が広がっている．

る．当初は一つのフラッディング技術として提案され

このような中，筆者らは，CTF の重要性及び，CTF

たものの，その極端なまでの効率の高さから，無線セ

の登場により無線センサネットワークのアーキテクチャ

ンサネットワークの多くの分野に影響を与えている．

が根本から変革されることをいち早く認識し，CTF

最たる例として，データ収集プロトコルが挙げられ

を活用するセンシング基盤 Choco の開発を進めてき

る．CTP [2] や RPL [3] といったこれまでのデータ収

た [4], [6], [10]．また，CTF のような新たな無線通信

集プロトコルでは，パケットを転送するノード数を抑

技術の便益や制約を見極めるためには，アプリケー

制するために，ルーティングを行い，各ノードからシ

ション領域に深く立ち入り，フィールドにおける特性

ンクノードを根とする木構造を作成していた．しかし

を理解することが有効であるとの観点から，社会的要

ながら，近年の [4]〜[9] といった研究は，各ノードが

求の強い構造モニタリングシステムを Choco を用い
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本論文では，無線センサネットワーク研究のあり方
に大きな影響を与えた CTF について説明するととも

8656 Japan

に，筆者らの開発した CTF 利用型センシング基盤で
ある Choco について示す．また，Choco による構造

c 一般社団法人電子情報通信学会 2017
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モニタリングシステムの開発，及び構造モニタリング
の実証実験で経験した CTF の運用面での特性を示す．
まず，2. において CTF 及び Choco の概要を示し，

3. で橋梁モニタリングシステムについて述べる．続
いて，4. で実証実験で得られた知見について述べ，最
後に 5. でまとめとする．

2. 同時送信フラッディング
CTF は，
「同一エラーレートを実現するための送信
パワーやアンテナ数」
「送信回数オーバヘッド」といっ
た通信レイヤごとに閉じた性能指標では，その優位性
を理解することが難しい．例えば，キャリアレベルま
で同期させる協調通信 [12] と比較すると，複数ノー
ドが送信することによって得られるゲインは低くなる
（キャリア周波数オフセットにより，1 台のみが送信す
る場合と比較して，品質が下がる場合まで存在する）．
また，CTF はフラッディングであるため，パケット送
信回数はルーティング型と比較して多くなる．
ここでは，まず，Choco の基盤となる CTF につい
て，その動作概要及び，上記のような特性にもかか

図 1

CTF の転送プロセス概略．通常のフラッディング
機構と異なり，CTF はパケット転送の際にバック
オフを挿入せず，パケットを受信した複数のノード
は，同一パケットを同時に送信する．CTF はコリ
ジョンの影響を極端に受けることなくパケットを伝
播することができる．
Fig. 1 CTF overview. Unlike ordinal ﬂooding mechanisms, CTF does not insert any backoﬀ, and
nodes which receive a packet simultaneously
forward the same packet.

わらず，システム全体で見ると他の類似技術に対し
て優位となる理由を示す．続いて，筆者らが開発した

によって受信電力が落ち込む部分も発生するが，複数

Choco の概要について述べる．

ノードからの送信によって，シンボル全体の電力が大

2. 1 動作概要と原理

きく落ち込むことは少ないため，パケットエラーレー

CTF の動作を図 1 に示す．CTF では，各ノードが

トの大きな劣化は発生しない．

パケットを転送する際に，ランダムバックオフを設け

CTF が，複数ノードが同時に送信する他の技術と

ずに，受信後即座に転送を行う．CTF では，この転送

比べて優れている点は，キャリア同期や位相調整など

を繰り返すことによって，パケット時間とホップ数の積

が不要なことに加えて，同時送信する前に，送信ノー

程度の時間で，高速にネットワーク全体にパケットを

ド間で共有すべき情報が一切ないことである．協調通

行き渡らせることができる．例えば，IEEE 802.15.4

信においては，
「何台のノードが同時送信に参加する

の標準的なパケット長は 1 ms 程度であり，最大ホッ

か」「どのノードがどの信号を送信するか」といった

プ数が 5 ホップの場合は，CTF を使うことで，5ms

役割分担について，同時送信するノード間で事前に合

程度でネットワーク全体にパケットを到達させること

意を取ることが必要となる．一方で，CTF では，同

が可能である．

時送信に参加する台数が何台であっても，受信したパ

CTF の動作原理を理解する上で重要な点は，IEEE

ケットをそのまま転送するだけでよい．このような簡

802.15.4 の採用する変調方式である O-QPSK（Oﬀset

易性が，CTF をパケット転送方式としてユニークな

Quadrature Phase Shift Keying）が，周波数変調で

存在とさせている．

ある MSK（Minimum-Shift Keying）と同等となる

CTF が提案された当初，[1] において，複数のノー

ことである [1]．このため，複数のノードからクロック

ドが同一ベースバンド信号を送信することで「建設的

の個体差である数 10 ppm 程度異なる周波数で同一

干渉（constructive interference）」を引き起こすと述

のベースバンド信号が周波数変調された電波が発信さ

べられ，多くの議論を呼んだ [13]〜[16]．キャリアオ

れ，これらが重なることにより「うなり」が発生する．

フセットの補正やノード間の距離を考慮した位相の補

この際，O-QPSK は振幅成分を情報に利用していな

正などを一切行わないため，実際には，建設的干渉と

いため，シンボルがもつ情報は破壊されない．うなり

なる場合もあるし，破壊的干渉となる場合も存在する
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ことがその後の研究で明らかにされている [13], [14]．

の高スループット）を実現すること」を目標として，

2. 2 上位層プロトコルへの影響

CTF を利用したセンシング基盤 Choco の開発を進め

CTF を利用することで任意のノード間で効率良く

た [6], [10]．

通信可能であることから，CTF を利用した上位層プ

Choco のアプローチは，
「スーパースケジューラ及

ロトコルの開発が一つの潮流となっている．データ収

び複数ネットワークサービスによる 2 層構成」「スー

集プロトコルとして，LWB [5] や CX [8]，リプログラ

パースケジューラが各ネットワークサービスにスロッ

ミングのような巨大データを拡散するトラヒックに対

トスケジューリングを移譲し，サービスに通信要求が

しては Splash [17] や Pando [18] が提案されている．

ある場合は連続的にスケジューリングを行う．サービ

CTF を利用しないプロトコルと比較して，データ収

スの優先度順に通信要求を処理し，全ての要求を処理

集トラヒックでは同等から数倍程度，データ拡散トラ

したら全ノードをスリープさせる」という点に特徴づ

ヒックでは数 10 倍の性能を示している．また，パケッ

けられる．具体的には，CTF の「高速に全ノードに

トの到達順序を全てのノードで同一とする仮想同期

データを極めて高い確率で共有できる」という特性を

（Virtual Synchrony）を提供するといった新たな試み

最大限に活用し，数 10 ms 程度のスロットの中で 1 回

もなされている [7]．

の CTF を完結させるとともに，10 スロット程度ごと

データ収集に CTF を適用することは，一見，ルー

にスロットスケジューリングを行う．また，具体的な

ティング型と比較して非効率に感じられる．それにもか

スロットスケジューリングは，データ収集，コマンド

かわらず，テストベッドでの実装評価では，多くの場合

拡散，リプログラミング，疎通確認などのネットワー

で CTF 利用型の方が効率が良い．これは，ルーティン

クサービスがそれぞれのスケジューラを具備しており，

グ型の場合もオーバヘッドは非常に大きいことで説明

バッファ内パケット数などのサービス特有の情報を考

される．例えば，BoX-MAC [19] や ContikiMAC [20]

慮して行う．

などの非同期型省電力 MAC の場合，自ノード宛の通

Choco は，このようなアプローチによって，
「パケッ

信があるかを確認するために，間欠的に無線モジュー

トロスが発生した場合には次のスケジュールでパケッ

ルの電源をオンとする．また，送信する場合には，最

ト送信を再割当て（エンド間再送）」「大量のトラヒッ

大，ウェイクアップ期間と等しいだけ送り続ける必要

クが存在する場合には連続的スロット割当（適応性，

がある．例えば送信するパケット長が 1 ms で，ウェ

高スループット）」「トラヒックが存在しない場合には

イクアップ間隔が 1 s の場合には，最大 1000 倍程度

長期間スリープ（適応性，低消費電力）」「大量データ

のオーバヘッドが存在することとなる．
（逆にウェイク

収集中にも次のスケジュールで割り込んでコマンド拡

アップ間隔を短くすると，受信のオーバヘッドが大き

散や疎通確認を実行（高応答性）」といった動作を可

くなる．
）これらのオーバヘッドと比較して，フラッ

能としている．実際に，温度，湿度，照度のような環

ディングのオーバヘッドは同等か，それ以下に抑える

境センサの低頻度での計測 [22] を消費電力の観点から

ことができる．

高効率に収集できるのみならず，ロス及び順序逆転な

2. 3 Choco

く，高速にデータ収集が可能なため，カメラモジュー

センサネットワークのアプリケーション開発では，

ルの生成する JPEG ファイルの収集や，3. で述べる

「プロトコル間干渉 [21] により，複数プロトコルを組

構造モニタリングシステムなどにも応用可能である．

み合わせる際にチューニングが必要となること」「信

また，100 台規模のテストベッド評価を通して，ルー

頼性やトラヒック量などのアプリケーション要求，及

ティング型プロトコルである ORPL [9]，及び固定的

びプロトコルとトラヒックの相性を正しく理解したプ

スケジューリングによる CTF 利用プロトコルの LWB

ロトコル選定が必要となること」といった点が課題と

と同等か優位な消費電力を達成可能なことを示してい

なる．このような観点から，
「一つの統一的プロトコル

る [10]．

によって，時刻同期，データ収集，コマンド拡散，リ
プログラミング，疎通確認といった複数ネットワーク

3. 構造モニタリングシステムの開発

サービスを収容し，相互干渉を起こさないこと」「全

3. 1 設 計 指 針

てのネットワークサービスが，エンド間再送及び適応

無線通信技術の普及及び定着に向けては，テスト

性（低トラヒック時の低消費電力及び高トラヒック時

ベッド評価だけでなく，実フィールドにおける性質を
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明らかにすることが重要である．例えば，
「実フィール

び間欠的計測型の二つのユースケースを想定してシス

ドにおいて，ルーティングレスなどの特徴が，ユーザ

テムの設計を行った．

にどのような便益若しくは制約をもたらすのか」を明
らかにすることが重要である．

常時計測：地震観測や交通振動の時間変動や曜日変
動の把握を目的に継続的計測を行う．地震動のような

これに向け，社会的要請及び技術的観点から，構造

大きな振動が発生したときの橋梁の挙動の把握は重要

モニタリングシステムの開発を進めている．日本で

であるが，発生の予測ができないため，常時モニタリ

は，社会インフラの建設ラッシュとなった高度成長期

ングが必要となる．全ノードから全データを収集する

や 1964 年の東京五輪から 50 年以上が経過し，多くの

には帯域が不足するため，測定データはストレージに

橋梁が更新期に入ろうとしている．異常検知アルゴリ

記録し，ノード回収後に読み取る．地震発生時などは，

ズムの研究などが盛んに進められているものの，デー

必要に応じて無線で収集する．

タが多くないため研究開発の範囲が限られているのが

間欠的計測：緊急地震速報，自ノードが備える低消

現状である．建築及び土木工学の研究者が従来から利

費電力センサ，電源を有するトリガノードからのイベ

用している有線接続のシステムは存在するものの，有

ント通知時，若しくは 1 日に数分，週に数回といった

線の敷設が必要となるため，供用中の多数の橋梁に適

定期的間隔による測定及び記録を行う．常時のモニタ

用することは極めて難しい．

リングを行わない代わりに，数年間程度の長期間にわ

また，構造モニタリングは，数 100 m 程度といった
広い範囲での利用が必要となることに加えて，省電力，

たって構造物の挙動の変動を観測する．記録したデー
タは無線で収集する．

大容量及び小容量データの効率的な収集，高精度時刻

Choco の必要性：上記の二つのユースケースに向

同期，高速なトリガが必要となるなど，既存のマルチ

けては，(1) 生存確認のため，1 時間に 1 回程度のデー

ホップ無線だけでなく，LTE や LPWA（Low Power

タ通信，(2) 生データのロスレス高速収集，(3) トリ

Wide Area）などの無線技術でも実現が難しい．無線

ガ後の高速な測定開始のための 1 s に 1 回程度のトリ

センサネットワークを利用したシステムの研究も進ん

ガ待機及び時刻同期の三つの通信が必要となる．

でいるものの [23], [24]，同期精度，消費電力，スルー

このような様々な特性を有する通信を効率良くかつ

プットなどの観点から制約が大きく，既存の有線シス

干渉しないように収容するには，Choco の，トラヒッ

テムを置き換えるには至っていない．確かな需要が存

クへの適応性，高速かつロスレスなデータ収集が可能

在することに加え，既存の無線技術や近年登場してい

なこと，また多様なプロトコルを並列的に動作できる

る IoT 向け無線技術でも実現が難しいことから Choco

特徴が有効である．

及び CTF の特性を把握するために適切なアプリケー
ションである．
情報通信の研究者だけでは，構造モニタリングに有
効となるノードの設置位置や固定方法すら分からない
ため，多数の実証を行うために，ユーザとなる研究者

3. 3 センシングに関する要件
構造モニタリングを実現するため，通信以外にもセ
ンサのサンプリング及びデータ蓄積に関して，以下の
要件を設定した．
サンプリング：ユーザとなる構造モニタリング等の

や技術者に「使いたい」と思わせることが重要となる．

研究者が，取得したデータを容易に解析可能とするこ

これに向けて，システムの開発にあたっては，無線通

とが必要である．これに向けて，本システムではセン

信部分のみならずノード全体の消費電力，大きさやセ

サ値にタイムスタンプを付与するだけでなく，サンプ

ンサの精度，コストにも注意を払い設計を行った．ま

リングタイミングまで同期させる．サンプリングタイ

た，
「無線センサネットワークの生み出すデータの使い

ミングが同期していない場合（図 2 右）は，補完処理

づらさ」[10] を解消するため，タイムスタンプを付与

をユーザが考慮する必要がある．これに対して，サン

するだけでなく，既存の有線システムと同様に，サン

プリングタイミングまで同期している場合（図 2 左）

プリングタイミングの同期が可能なように設計した．

は，有線システムで取得したのと同様に，得られた

3. 2 ユースケース及び Choco の必要性

データを解析にそのまま利用することが可能である．

構造解析では，常時微動，交通振動，及び地震・風

なお，サンプリング周波数も有線による既存システム

応答などによる橋梁の振動を解析する．現在の技術レ
ベル，コスト，バッテリ制約などから，常時計測型及

と同等の 100 Hz とする．
データ蓄積：構造モニタリングでは，センサノード
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図2

同期サンプリング．本システムでは左図のようにサ
ンプリングタイミングまで同期させる，通常のセン
サネットワークでは右図のようにサンプリングタイ
ミングが同期しない．
Fig. 2 Synchronized sampling. The developed system generates synchronized data as the left
ﬁgure.

Fig. 4

Table 1

部品
CC2650 (CPU)
CC2650 (RF)

図 3 開発したセンサノード
Fig. 3 Developed sensor node.

STM32L476
SD カード
M-A351AU
ADXL355

図4 回路概要
Schematic overview.

表 1 主要部品の消費電力
Power consumption of main parts.
アクティブ時
2.9 mA
5.9 mA (RX)
9.1 mA (TX)
8 mA - 20 mA
20 mA - 40 mA
20 mA
250 uA

スリープ時
1 uA

起動時間
100 us

–

150 us

1.4 uA
–
–
21 uA

151 us
数 100 ms
2s
10 ms

としては膨大なデータが出力される．特に常時計測で
は，加速度センサが 1 軸当り 4 B（32bit）のセンサ値
を 100 Hz で出力する場合，1.2 KB/s のデータが生
成され，1 か月で約 3 GB のデータを蓄積しなくては

込みロスなどを防ぐため，CPU を分離した．
選定した主要パーツと，その消費電力特性を，表 1
にまとめる．下記に選定理由を示す．

ならない．容量の観点から，センサノードで頻繁に利

CPU 及び RF モジュール：CTF を実現するため

用される，数 MB 程度のフラッシュメモリのみでは不

には，パケット転送時刻のノード間の差異が 0.5 us 程

十分である．また，無線通信などのタスク処理を行い

度以内であることが必要である．ノード間のパケット

ながらも，加速度データをロスなく記録することが必

転送時刻の差異は，無線モジュールから与えられるパ

要である．

ケット受信完了タイミングの誤差，及び無線モジュー

3. 4 全体構成及びパーツ選定
上記の要件に基づき開発したノードを図 3 に，回路
の概要を図 4 に示す．

ルに与えるパケット送信開始タイミングの誤差の和
で表される．つまり，この二つの不確定性要因の和が

0.5 us 程度であることが必要であり，CTF を実装可

通信用 CPU（COM CPU）及びアプリケーション

能な RF モジュールは限られる．様々な RF モジュー

用 CPU（APP CPU）を分離し二つの CPU を利用し

ルを，CTF の実装可能性という観点から検証し，TI

た．これは，構造モニタリングのように時間制約を有

CC2650 を選定した．なお，汎用性のため，CC2650 を

するタスクが多数並列実行される場合，時間制約の観

搭載した無線モジュールを図 5 のように，ChocoChip

点から注意深い実装が必要となるからである．特に，

と呼ばれる表面実装型のモジュールとして実装した．

CTF ではパケットを受信後即座に転送するために，受

APP CPU は，センサ，無線モジュール，コンソー

信完了直前には他のタスク処理を止める必要がある．

ル用の三つ以上の UART インタフェースを有してい

このような状態でも，加速度センサへのサンプリング

ること，UART が RTS/CTS によるハードウェアフ

のトリガをジッタなく出力すること，及び加速度セン

ロー制御を利用可能なこと，10 ms のサンプリングで

サの出力するデータの読み落とし，ストレージへの書

起床して十分に長い時間をスリープ待機できること，
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幅 x 高さ x 奥行き）．

3. 5 同期サンプリング
同期サンプリングに向け，ChocoChip では CTF に
より時刻同期を行い，同期の取れた 1PPS（Pulse Per

Second）を出力する．アプリケーション CPU では，
この 1PPS を受け，ソフトウェアによる PLL を利用
して周波数を 100 倍し，二つのセンサに対して 100 Hz
のトリガを出力する．COM CPU の 1PPS 出力及び，

APP CPU の 100 Hz の出力にはハードウェアのコン
図 5 ChocoChip
Fig. 5 ChocoChip.

ペアマッチの機能を利用して，ソフトウェアによる遅
延の揺らぎの影響をなくしている．1PPS 及び 100 Hz
の出力タイミングの計算は，直前のトリガ出力直後に

SD カードを十分長い時間スリープさせるために，長

行う．APP CPU は，M-A351AU 及び ADXL355 に

時間の記録を SRAM 上に蓄積できること，といった

パルスを出力した後，これらセンサからデータが出力

観点から，STM32L476RG を選定した．

され終わるまでの時間，CPU を起動状態とする．

セ ン サ：同 期 サ ン プ リ ン グ の た め に ，セ ン サ 内

3. 6 ストレージ

部の発振器によるサンプリングだけでなく外部ト

SD カードは，数 GB の容量を安価に提供可能であ

リガ測定が可能なこと，内部に安定化電源を具備

り，高速に書込み及び読込みも可能であるが，起動に

しており電源分離をせずとも高精度な測定が行え

数 100ms 程度の時間がかかるという問題がある．これ

ること，大きさ，消費電力といった観点から，EP√
SON M-A351AU（20 mA，0.5 ug/ Hz ）及び ADI
√
ADXL355（200 uA，25 ug/ Hz ）を選定した．
（な
√
お，ug/ Hz は単位帯域幅当りのノイズ密度を示す

に向け，近年になり，低消費電力の組み込み CPU で

単位である．
）これらのセンサは，2010 年前後にセ

も数 10KB の SRAM を具備することに着目し，APP

CPU の SRAM 上に巨大な書込み用バッファを用意
し，SD カードの起動後にまとめて書き込み，書込み
が完了したら電源を落とすというアプローチを採用し

ンサネットワークを用いた構造モニタリング [23] で

た．APP CPU である STM32L476RG は 128 KB の

頻用されていた STMicro LIS344ALH（850uA，50

SRAM を具備しており，剰余となる 33 KB を，SD

√
ug/ Hz ，アナログ出力のみ）などと比較して，消費

電力，精度の観点からも優れている．地震計測のよう

カードの書込みバッファに割り当てた．二つのセンサ
の出力を同時に記録するために，1 s で 3 KB の容量が

に常時計測が必要となるとともに振幅が大きい場合は，

必要であることから，11 s の生加速度データを SRAM

省電力かつノイズレベルの大きな ADXL355 を，2 階

に蓄積することが可能である．

積分などによる「たわみ」推定などを行う場合には極

なお，SD カードの電源を制御する際には，以下の

めてノイズレベルの低い M-A351AU を使うことを想

注意が必要であった．当初，SD カードの電源端子に

定している．
ストレージ：容量及び取り外しやすさの観点から，

SD カードスロットを搭載した．
バッテリ及びケース：本センサノードは，数時間の

電源制御用の FET を設けることで，不使用時には完
全に電源をオフとすることを想定していた．この際，

SPI バスを他のパーツと共用していると，同一 SPI バ
スに接続された他デバイスを制御しようとした際に，

計測から数か月の計測まで想定しており，必要となる

信号線から電流が流れ込み，SD カードの電源がオン

バッテリ容量が数 10 倍程度異なる．一か月以上の計

になってしまい，消費電力が常時数 10 mA 増加する

測を行う場合には 5 本の単一電池を直列に溶接した組

という問題があった．これを受けて，SD カードには

電池を，数日の場合は単三電池 2 本を電池ケースに入

FET による電源制御に加えて，専用の SPI バスを用

れて利用した．フタのみを入れ替える形で対応可能な

意することでこの問題に対処した．

ように設計しており，単三電池 2 本の場合は 75 mm

3. 7 消費電力評価

x 50 mm x 125 mm，単一電池 5 本の場合は 75 mm

センサノードに 1Ω 抵抗を介して安定化電源を接

x 100 mm x 125 mm 程度の大きさとなる（ともに，

続し，消費電力の計測を行った．なお，センサには
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ADXL355 のみを用いた．

及びデータ蓄積をしたときの平均消費電力は，50 mA

計測中の消費電力の推移を図 6 に示す．SD カー
ドの省電力制御が働いているため，11 s に 1 回，消
費電力が大きくなっていることが分かる（図 6(a)）．

を越えることが多く [23], [24]，本システムの優位性が
分かる．

CPU の消費電力が当初の予想より大きく，今後の課

図 6(b) は，SD カードの書込み直前を拡大して表示し

題と認識している．なお，センサとして M-A351AU

たものである．図 6(b) の前半で 10 ms に 1 回消費電

を利用する場合は，センサの消費電力が 20 mA 程度

力が増大しているのは，センサ値のサンプリングのた

となり，支配的となる．

め，CPU を起動しているためである．

4. 実証実験を通して得られた知見

計測中の平均消費電力は，3.8 mA 程度であった．
機能ごとの平均消費電力を算出すると，SD カードへ

開発したセンサノードを利用して，表 2 に示すとお

の書込みにかかるアプリケーション CPU と SD カー

り，10 回の実証実験を行った．以下では，実証実験を

ドの消費電力が 0.7 mA，センサ駆動のためのアプリ

通して得られた CTF に関する知見について示す．

ケーション CPU の消費電力が 2.7 mA，時刻同期，生

知見 1：直線状のノード配置でも，CTF は正常に動

存確認及びトリガのための無線通信が 0.2 mA となっ

作する．CTF は，Indriya や FlockLab といった，数

た．単三電池 2 本によるバッテリ持続時間を算出する

階建ての一般的な建築構造物におけるテストベッドで

と，連続計測のユースケースにおいて 20 日程度，間欠

は性能検証は行われているものの，直線的にノードを

的計測のトリガ待機において 1 年程度となる（単三電

設置した場合の評価事例は存在しない．筆者らの行っ

池の容量を 2000 mAh，レギュレータ効率を 90%と想

たシミュレーション評価によれば，少数のノードから，

定）．既存の提案システムでは，時刻同期，センシング

ほぼ同一の強さで電波が届いた場合に，CTF は最も
性能が低くなる [13]．橋梁モニタリングでは，橋梁の
両脇にノードを設置することが多いため，複数ノード
からの電力がほぼ同一になる状況が発生すると懸念
したものの，実験 (4) のように 900 m 程度の橋梁に
おいても大きな性能の劣化は顕在化しなかった．これ

(a) 11 s に 1 回，SD カードの書込みのため，SD カード及び CPU

が起動（横軸 1div=1 s，縦軸 1div=50 mA)

は，[13] にも示したとおり，実際の環境では，障害物
や地面での反射などによるパワー変動が大きいため，
キャプチャ効果が現れるためと考えている．
知見 2：つながらないときの対処方法が明確かつ簡
易であり，無線センサネットワークの深い知識がなく

(b) 10 ms に 1 回，センサのサンプリング及び次回のサンプリン
グタイミング計算のために CPU が起動（横軸 1div=40 ms，縦
軸 1div=50 mA)

図 6 稼働中の消費電力
Fig. 6 Power consumption.

ても設置が可能である．ルーティングベースの無線
ネットワーク技術と異なり，トポロジーの偏りやリン
ク品質の考慮が不要である．つまり，センサノードが
ネットワークに参加しない場合には，中継ノードを追

表2 実証実験
Table 2 Field experiment.
実験
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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場所
首都高 3 号線
首都高 5 号線
熊本市
霞ヶ浦市
白河市
横浜市
横浜市
佐賀県
北陸地方
品川区

期間（日数）
2016/2/29-3/9（10 日間）
2016/4/25-28（4 日間），5/16-20（5 日間）
2016/4/29-5/14（16 日間）
2016/6/21（1 日間），10/3（1 日間）
2016/7/27（1 日間）
2016/9/6（1 日間）
2016/9/6（1 日間）
2016/10/6-20（15 日間）
2016/11/8-11/29（22 日間）
2017/5/16（1 日間）

台数
66
28
11
47
24
16
24
42
9
27

測定距離
360 m
100 m
40 m
900 m
125 m
30 m
40 m
300 m
350 m
170 m

目的
たわみ推定
支承取替前後の動特性変化の把握
熊本地震余震を利用した動特性評価
交通振動レベル相対比較
交通振動レベル相対比較
支承挙動の評価，たわみ推定
たわみ推定
ケーブル振動発生状況の確認
振動イベントの抽出
斜張橋ケーブルの解析
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加することによって，安定したネットワークを構築可

P. Levis, K. Pister, R. Struik, J. Vasseur, and R.
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[4]

C. Gao, T. Kuroiwa, M. Suzuki, and H. Morikawa,
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ﬂooding in wireless sensor networks,” Proc. IEICE
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