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あらまし 近年，自動車内における快適性と利便性の向上に，小型かつ配線が不要なため設置が容易な無線セ
ンサノードの活用が検討されている．このとき，コスト削減のためには広く普及した汎用デバイスを利用するこ
とが望ましいが，WiFiや ZigBeeに代表される既存プロトコルでは，実用上十分な信頼性が得られない．そこで
本論文では，既存のデバイスを用いて，所定の値以下の遅延で十分に高い成功率で完了する方法について実証的
に検討する．具体的には，自動車内の電波伝搬特性を実験によって明らかにした上で，オーバーヒアしたフレー
ムを中継することでロス率を下げる代理通信方式を提案する．そして，CSMA/CA のコンテンションウィンド
ウサイズ調整を行い，必要となる回線速度を明らかにする．最後に，実験データに基づく性能評価によって，自
動車内でのセンサノード間通信が，10ms 以内に 99.9%以上の成功率で達成できることを確認した．
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1. ま え が き

自動車は快適で便利な道具として利用されている一

方で，交通事故が大きな社会的問題となっている．警

視庁の統計によると，交通事故の原因の 6割以上がド

ライバの過失によるものであり，運転支援や注意喚起

を行うことが交通事故の減少につながると期待されて

いる [1]．そこで，ドライバの特性や覚醒状態をセンシ

ングして適切な支援を行う研究が進められている [2]～

[6]．また，安全性だけでなく快適性と利便性の向上の

ためにも，様々なセンサが利用される [7]．

ここで，自動車室内 (以下車室内)は乗員のスペース

であり，シートやハンドルなどの装置が多数ある．セ
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ンサを接続するハーネスは，これらを避けることが必

要になるため，無線通信による実現が期待される．

同様の研究として，ICT機器内のセンサ接続，航空

機内のコンピュータ接続，衛星内のサブシステム間接

続，自動車のエンジンルーム内のセンサ接続などが検

討されている [8]～[14]．

ICT 機器においては，内部で多数のセンサと制御

ボードが接続されるため，配線が複雑になる問題があ

る．また，機器の軽量化，省資源化，環境負荷削減，

製造時の配線工数，断線や接触不良によるトラブル時

の保守作業の軽減といった課題もあるため，配線の無

線化が行われている [8]～[10]．

衛星内は複雑な形状をしており，配線が難しい．ま

た，打ち上げ時のコスト面から重量が課題となる．そ

のため，フレキシブルな配線を軽量に実現する無線通

信の利用が検討されている [11], [12]．

自動車のエンジンルーム内では多くのセンサが利用

されており，高温で振動があるといった過酷な通信環

境で通信できることが求められている．また，燃費向

上のために軽量化が進められており，その解の一つと

して無線の利用が検討されている [13], [14]．

車室内の無線化においては，これらの既存研究とは

異なり，通信を行う機器間に人が介在するために電波

環境の変動が大きいことが問題となる．また，通信の
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信頼性において成功率と遅延への要求が厳しい．更に，

早期の実用化のためには，コスト面から広く普及した

既存デバイスを利用することが望ましい．

本論文では，今後自動車内で利用される無線通信の

中から，乗員の状態を検出するセンサを想定し，変動

の大きい無線環境で所定の遅延時間内に十分に高い成

功率で通信を完了する方式について実証的に検討する．

以降，2. で対象のシステムを，3. で狭空間電波伝搬

の問題点を述べた後，4.で課題解決のための方式とパ

ラメータを提案し，実証実験に基づく性能評価によっ

て目標を達成できることを示す．5.で関連研究を紹介

し，6.でまとめとする．

2. 対象システム

本研究では，自動車に搭載する安全性や快適性・利

便性のためのセンサノードを対象とする．自動車にお

いては，安全性に対しては車間距離センサ [3]，衝突検

知センサ [3]，ブレーキセンサ [3]，快適性に対しては

乗員センサ [4], [7]，心拍・呼吸センサ [5]～[7]，温度や

湿度センサ [5], [7]，利便性に対してライトセンサ [7]，

レインセンサ [7]，エンジンセンサ [3], [5] がそれぞれ

利用される．本研究では，最も車室内で乗員の影響を

受けやすく信頼性が要求される乗員センサに着目し，

対象の車は普及の進んでいるミニバン [15]とする．座

席は 2列を使用し，最後列は荷物スペースとする．車

室内の広さは 1470mm × 2690mmで，センサノード

の取り付け位置は座席横を選択した．また，乗員の状

態を検出するシステムでは，センサの信号を集約する

シンクが必要になる．これは，センシング結果を表示

させるメータ部分若しくは，ナビゲーションなどの表

示装置が存在する部分の近くにあることが望ましいが，

後付けすることを考えると表示装置部に直接設置する

ことは困難であるため，助手席前のグローブボックス

若しくはメータ類の下部に設置することを想定した．

以上より，図 1 のとおり，車室内に 8個のノードを配

置した．

図 1 ノード配置
Fig. 1 Nodes arrangement.

これらのセンサ間通信には，従来のハーネスと同

等の信頼性が求められるため，要求成功率は機器内

の通信システム [8]と同様の BER (Bit Error Ratio)

を想定し，End to End で 99.9%とした．同様に許

容される遅延時間は，SAE (Society of Automotive

Engineers)で規定されている自動車内の遅延時間 [16]

の半分である 10msとした．

自動車内のセンサノード通信の実用化においては経

済性が要求されることから，低コストで屋外でも利用

できる ISMバンドの 2.4GHzを想定した．

3. 狭空間電波伝搬の問題点

何もない空間における理論上の伝搬ロス L は，式

(1)により計算される [17]．

L = 20 log

(
4πr

λ

)
(1)

r：送信ノードからの距離 (m)

λ：波長 (m)

2.4GHzで図 1 の 3©の位置にあるノードから送信し
たとき，車両の影響などを考慮しない場合の理論上の

電波の伝搬ロスは，図 2 に示すような距離に依存した

分布となる．

しかし，自動車内は金属で覆われた狭い空間である

ことから，実際には厳しいマルチパス環境にあると

考えられる．更に，車室内のシートなどの構造物には

金属フレームが使われていることから電波が遮られ

る．このため，車室内が一様の電波伝搬特性を示さな

い [18]．

[18]は座席足元とラゲージルームについて測定して

おり，車室内全般の様子は示されていない．そこで，

以下の条件で車室内の電波伝搬の様子を実測した．

搬送波を送信するようにしたノードを，図 3 のよ

うに車室内に設置した．アンテナは車室内フロアから

図 2 理論上の伝搬ロス
Fig. 2 Theoretical path loss.
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図 3 機 器 設 置
Fig. 3 Experimental setup.

図 4 アンテナ放射特性
Fig. 4 Radiation pattern.

図 5 車内の実測伝搬ロス
Fig. 5 Measured path loss in the vehicle.

高さ 40cmの位置にある．各ノードは，様々な方向か

らの電波を受信することから，無指向性アンテナを使

用した．アンテナパターンは，図 4 のとおりである．

窓は全て閉じていた．測定間隔は車両の縦方向が波長

の 4 分の 1 に相当する 32mm 間隔で，横方向は更に

細かく 5mm間隔とした．なお，前述のとおり車室内

は狭い空間であり，ハンドルや座席などの構造物があ

るため車室内全ての面を測定することができない．そ

こで，車室内を運転席と助手席のある前方，後部座席，

及び最後部の三つの空間に分けて測定した．その結果

を図 5 に示す．車室内においては，わずかに場所が移

動しただけで，伝搬ロスが急激に大きくなる場所が存

在することが確認される．

次に，車室内における導電体や誘電体の遮蔽によ

る電波伝搬特性への影響を確認した．フロントシー

トの左右方向に送受信アンテナを設置し，その間に

400mm× 400mmの金属製の遮蔽物を置いた．アンテ

図 6 遮蔽物のあるときの減衰量
Fig. 6 Radio wave attenuation with an obstacle.

図 7 乗員を横切るパスの伝搬特性変化
Fig. 7 Path loss fluctuation of a path traversing

passengers.

ナ間の距離は 1000mm である．遮蔽物が送受信アン

テナの直線上にあり，直接波が遮断されるため，通常

は伝搬ロスが一定になる．しかし，車室内はマルチパ

ス環境にあることから，図 6 のように，遮蔽物の位置

により減衰量が大きく変化することが確認された．こ

のことより，車室内ではノードの位置のみでなく遮蔽

物の位置によっても電波環境が大きく変わることが分

かる．

更に，運転席と助手席に 1人ずつと後部座席に 2人

の合計 4人の乗員が乗り，動いている場合の電波伝搬

ロスを測定した．このとき，乗員は車両乗車時の一般

的な動作として，運転手がハンドル操作，助手席の人

がナビゲーションシステムやオーディオ類の操作を行

い，後部座席の 2人は座っていた．

その結果を図 7，図 8 に示す．図 7 は，送信ノード

と受信ノードの間に乗員が入る場合で，伝搬ロスが大

きく変化することが確認される．また，図 8 は通信経

路に乗員が入り難い経路である．この場合，伝搬ロス

は比較的安定しているが，送受信間の距離が広がると，

伝搬ロスの変動が大きくなる．
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図 8 乗員を横切らないパスの伝搬特性変化
Fig. 8 Path loss fluctuation of line-of-sight path.

表 1 直接通信における成功率
Table 1 Success raito with direct communications.

いずれの場合においても，伝搬ロスが 80dB以上に

なることが確認された．本研究で利用した端末の受信

部で生じるノイズのレベルは−105dBmのため，4.に

記載の送信電力 (−37dBm)では，SN比が十分に確保

されずデータ復調ができない．そのため，本研究では

伝搬ロスに着目して検討を行う．

実際に各端末間で通信を発生させ，その成功率を確

認した．なお，フレームロスが発生した場合は再送す

るが，その上限は 10 回とした．結果を表 1 に示す．

図 7，図 8 の電波環境の測定において伝搬ロスの大き

い経路である 3→8，1→5についてはほとんど全ての

通信が失敗している．また，途中から伝搬ロスが大き

く変動している経路 1→4，5→6の通信成功率も低い．

このように安定した通信が困難であることが分かった．

自動車内のセンサノード間通信においては，このよ

うな環境下でも低コストで高い成功率と低遅延な通信

を実現しなければならない．

以下では，開発に費用と時間を要する物理層の技術

は既存のものを利用し，データリンク層とネットワー

ク層の機能を用いて，中継により高い成功率を実現し

つつ低遅延な通信を実現する方法について検討する．

4. 自動車内における高信頼通信方式

4. 1 概 要

車内での通信は，電波状況が良ければ全て 1ホップ

で到達できる．しかし，3.で示したように，短時間の

間に伝搬ロスが 10dB以上の激しい変動をしたときに，

フレームロスが発生する．この場合，再送によってこ

れを回復するが，本研究で想定している用途では低い

遅延が求められているため，再送では間に合わない可

能性がある．

遅延を一定以下にするためには，集中制御による

TDMAの利用が考えられるが，3.で明らかにした車

内の電波環境から，全ての端末と通信できる集中制御

局を設置することは困難である．

また，実用化の観点からは，広く普及した既存デバ

イスを利用できることが望ましい．そこで本研究では，

代表的な無線通信規格であるWiFiや ZigBeeを基本

とする．ただし，信頼性向上のため，宛先でないノー

ドが中継することで，ロス率を下げることを考える．

本論文ではこれを代理通信と呼ぶ．更に，予備実験に

よって CSMA/CAにおける適切な CWサイズを求め

る．最後に，実験データに基づく性能評価によって，

狭く電波変動の大きい空間で目標とする高い成功率と

低い遅延が達成できることを示す．

なお，送信電力を上げることでロス率を下げられる

が，車外への電波干渉の観点から望ましくない．そこ

で，本研究では車外への影響を十分に小さくできる

範囲で最大の電力を選択した．ノード 1©からノード
8©の距離が最も長く 2944mm であり，そのときの理

論上の伝搬ロスは約 49dBである．端末の受信感度が

−92dBmである．図 5 の電波変動の分布を考慮し，送

信電力を −37dBmとした．一般的に，見通し 3mで

50dB，5mで 54dBの減衰であり，更に車両ボディに

よる減衰があることから，本研究で利用した端末を用

いるシステムでの車外への影響は十分に小さい．

4. 2 提 案 方 式

提案方式では，中継を行うためにネットワーク内の

ノードは常に周囲の通信をオーバーヒアし，通信失敗

を認識すると，それを送信する．

本手法の動作手順を図 9 及び図 10 でデータ発生

ノード Aが目的ノード Fへデータを送信する場合を

例に用いて示す．

まず，ノード A が目的ノード F へデータフレーム

を送信する．ノード F がこれを受信して ACK を返

信し，ノード A が確認すれば通信成功して完了する

が，ノード A からのデータフレームがノード F へ届

かなかったとすると，このデータフレームをオーバー

ヒアしたノード B が ACK をオーバーヒアしないた
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図 9 提案方式の動作例
Fig. 9 Execution example of the proposed method.

図 10 提案方式の通信手順例
Fig. 10 Transmission example of the proposed

method.

め，ノード A に代わってデータフレームをノード F

へ送信する．このとき，後述のとおりノード Bは通常

の通信フレームのヘッダ情報を書き換えて通信を行う

ことから，この動作を代理通信と呼ぶ．

図 10 に示すとおり，ノード Bの代理通信のデータ

フレームもノード Fに届かなかったとすると，ノード

Bの送信をノード C，D，Eがオーバーヒアし，ノー

ド Bの代理通信に代わりノード Fへ送信する．

ここで図 10 には示していないが，ノード Aは送信

したデータフレームに対する ACKが得られていない

ため再送を行う．ノード Aの再送とノード C，D，E

の代理通信は，CSMA/CAによって衝突回避される．

ここでは，ノード E の送信がノード F に届いたとす

ると，ノード F は ACK を送信し完了する．同時に，

このノード Eの代理通信を周辺ノードはオーバーヒア

する．その結果，ノード Dはノード E の送信とノー

ド Fの ACKを，ノード Bはノード Eの送信をそれ

ぞれオーバーヒアする．ノード Dは，ノード Bの通

信をオーバーヒアしており，ノード Eの通信とノード

Fの ACKを確認できるためノード Eが代理通信に成

功したと確認でき，代理通信動作を停止する．ノード

Eの代理通信をオーバーヒアしたノード Bはノード F

からの ACKが確認できていないため，直前の代理通

信でノード F と通信できてないが，3. で明らかなよ

うに車内の電波環境が短時間で変化することから，次

のタイミングで通信できる可能性を見込んで，再度代

理通信を行う．

次にノード E はノード A に代わって通信を行った

ことを，ノード A に通知する．これを完了通知と呼

ぶ．ここでは代理通信を送信するノード B，Cと完了

通知を送信するノード Eは，CSMA/CAにより通信

衝突の回避を行うが，4.4で設定したとおり CWが最

も小さい完了通知が送信される．ノード Eの完了通知

はノード A に届かないため，直接通信と同様に代理

通信による中継を行う．図 10 の例では，データ発生

ノード Aは，ノード Bからの代理通信による完了通

知を受信することでノード Eが代わりにデータ中継し

て通信が正常に行われたことを知り，ACK を送信す

る．以上で，一連の通信が完了する．ここでノード C

は，完了通知をオーバーヒアすると他のノードによる

代理通信が成功したと認識し通信データを破棄し，以

後は代理通信を行わない．

なお，データ発生ノードは通信失敗後に再送を行う

が，代理通信を行うノードはデータ発生ノードに代

わって送信を行うため再送は行わない．また，代理通

信のデータフレームを保有しているノードが，別の

ノードの代理通信をオーバーヒアすることがある．同

じ送信データをオーバーヒアした場合，後でオーバー

ヒアしたデータを削除して代理通信を行う．以上のよ

うに，ノードは通信の状態に応じて，データの送受信

を行う．これを，図 11 の状態遷移図に示す．

代理通信が実行された場合，レイヤ 2ヘッダ情報は

データの送信元と送信先が異なることになる．そこ

で，データ発生ノードと目的ノードの管理は，レイヤ

3ヘッダ情報により行う．

本提案方式で利用する通信フレームのフォーマット

を図 12 に，フレームの各エレメントの内容を表 2 に

示す．先の図 9 の通信の例では，データ発生ノード

A では，SRC1，SRC2 にノード A のアドレスと ID

を，DST1，DST2 に目的ノード F のアドレスと ID

をそれぞれ格納して送信する．これをオーバーヒア

したノード B は，SRC1 に自ノード B のアドレスを

格納し，他はそのままにして目的ノード F へ送信す

る．ノード Eの代理通信も同様である．ノード Eによ

る完了通知では，SRC1に自ノード E のアドレスを，
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図 11 ノードの状態遷移図
Fig. 11 State transmission diagram of node.

図 12 フレームフォーマット
Fig. 12 Frame format.

表 2 フレームの要素
Table 2 Elements of frame.

DST1にはデータ発生元の情報である SRC2の IDか

ら求められる，ノード Aのアドレスを格納する．

更に，代理通信は繰り返し行われることから，代理

通信を実行する時間を HD2にライフタイムとして格

納する．オーバーヒアしたノードは，このライフタイ

ムが 0になるまで同じデータの代理通信を行う．

また，代理通信ノードがデータ発生ノードよりも優

先して送信することで，中継の効果が期待できること

から，CSMA/CAのバックオフタイムについて，デー

タ発生ノードの再送時の初期値よりも代理通信ノード

の初期値の方が小さくなるように設定する．

4. 3 性能評価環境

提案方式の動作と効果を確認するために，3.で述べ

た実験データに基づくシミュレーション評価を行った．

通信の発生は，一つの通信が完了するまで次の通信

が発生しないシングルフローとマルチフロー環境を想

定した．マルチフロー環境では，最も厳しい条件として

通信の発生を完全に同期させている．通信プロトコル

は，IEEE802.15をベースに，必要となるエレメントに

絞ってシンプルな構成とした．通信のフレームサイズ

は 400bitで ACKフレームは 176bitである．データ

サイズは，車内の通信で利用される CAN [19]への対

応を想定し 100bitとした．DIFS (Distributed Inter

Frame Space) と SIFS (Short Inter Frame Space)

は，無線モジュールの設定値から 0.08ms，0.05msと

した．その他のシミュレーションパラメータを表 3 に

示す．

トポロジーは図 1 のとおりとし，伝搬ロス測定と

同様に，車室内に 4人の乗員が乗り動いている場合を
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表 3 シミュレーション条件
Table 3 Simulation assumptions.

想定した．乗員の影響をシミュレーションに反映させ

るため，電波伝搬モデルは 3. で測定した伝搬ロスに

1msごとに変化するホワイトノイズデータを重畳させ

ながら繰り返し利用した．

なお，実際には送信端末の電波が周囲の建物や車両

に反射して再入射することが考えられるが，車室内か

ら車外への放射と車外から車室内への入射の際に，車

両ボディによる減衰があり，更に車外の放射電波が再

入射するまでの空間損失があることから，この影響は

無視できるものとして考慮せず車室内における伝搬ロ

スを使用した．

4. 4 予 備 実 験

CSMA/CAでは，一般に CWが大きいと遅延時間

が増大する一方，小さいと通信衝突する可能性が高く

なる．また，代理通信における適切なバックオフタイ

ムの設定も必要である．そこで，評価指標として，成

功率/遅延時間を用いて，CWサイズの最適値を求め

るための予備実験を行った．

図 1 の端末配置において，直接通信が可能で見通

しのある経路の 3→4を選択し，それをまたぐ通信路

の 1→5で直接通信を同時に繰り返し行う．CWサイ

ズを変化させながら，車室内のパスで直接通信を行っ

たときの評価値を確認したところ，図 13 のとおり，

CW = 32 のときに最も評価値が高くなった．また，

見通しのない経路の 4→5 と 3→6 を選択した確認で

も同様の結果となった．よって，以後の確認において

は，CWmax = 32とした．

図 13 コンテンションウィンドウサイズの最適値
Fig. 13 Optimal size of contention window.

表 4 単一のフローを発生させたときの成功率
Table 4 Success ratio with single flow.

表 5 単一フローのパスごとの成功率
Table 5 Success ratio with single flow for each path.

なお，提案方式においては，バックオフタイムによ

り，再送時よりも代理通信ノードが優先的に送信す

ることから，直接通信の CWmin = 2，代理通信の

CWmin = 1とした．また，直接通信は再送を行うこ

とから，再送回数に応じて CWサイズを増加させる．

この最大が CWmax = 32である．

また，今回使用した無線モジュールの送受切り替え時

間から，CWサイズの一つの長さを 0.015msとしたた

め，バックオフの時間は最短 0msから最大 0.48msと

なる．この結果，通信フレーム時間は 0.721～1.186ms

となった．

4. 5 評 価 結 果

3. で述べた想定に従って，同時に複数のフローが

発生しない状況での成功率を，表 4，表 5 に示す．そ

して，同時に発生させたフロー数と成功率の関係を

表 6 に示す．なお，送信したデータが 10ms以内に目

的ノードに受信された場合に，通信成功とみなした．

329



電子情報通信学会論文誌 2016/4 Vol. J99–B No. 4

表 6 複数のフローを発生させたときの成功率
Table 6 Success ratio with multiple flow.

表 7 ホップ数における成功率
Table 7 Success ratio versus the number of hops.

単一のフローしか発生しない状況では，代理通信の

効果で目標である 99.9%の成功率を達成している．特

に，表 1 で成功率が低かった通信経路においても許

容時間内の通信成功率が向上しており，ほぼ 100%と

なっている．

マルチフローになることで，フロー数に対して指数

的に失敗が増加しているが，全ての経路において成功

率が向上した．詳細は，付録を参照されたい．

そこで，各フローにおいて通信が成功したときの

ホップ数を確認した．各ホップにおいて通信が成功と

なった割合を表 7 に示す．表 7 のとおり，全てのフ

ローにおいて，ホップ数の最大が 4となり，5ホップ

以上の通信はなかった．

本提案方式では，データ発生ノードが通信に失敗す

ると，それをオーバーヒアしたノードが代理通信を開

始する．このとき，多くの場合，2ホップ目に当たる

最初の代理通信が失敗したことを認識した別のノード

が，オーバーヒアにより 3ホップ目となる代理通信の

準備を行う．この間，また別のノードが 2ホップ目の

代理通信を行う．この 2ホップ目の通信が繰り返され

る間に，3ホップ目の通信が実行される．このように，

代理通信は成功率の向上に有効であるが，一定の回数

を超えると逆効果になると考えられる．また，その影

響は同時に発生するフロー数が多いほど大きい．

フローの増加に伴ってオーバーヒアし代理通信に備

えるノードが増え，通信衝突の発生率も高くなる．そ

こで提案方式では，オーバーヒアにより周辺ノードの

通信の成功を確認すると，代理通信を停止する．この

機能の効果を確認するため，ネットワーク内で発生し

た平均通信数と，本来成功となる通信が衝突によって

遅延した待ち回数とその発生率を調査した．その結果

表 8 通信待ち発生率
Table 8 Transmission queueing ratio.

表 9 フローごとに必要な回線速度
Table 9 Required transmission rate.

を表 8 に示す．フロー数 4までは，通信衝突の可能性

が増加しても通信の遅延を抑えられていることが確認

された．

次に，回線速度を上げ，通信フレームの最大時間を

短くし，許容時間内に行える通信量を増加させて，成

功率の変化を確認した．

表 9 に，通信の成功率が 99.9%以上となるために必

要となる回線速度を同時発生フロー数ごとにまとめた．

4フローまでであれば，2Mbpsの回線速度で 99.9%の

成功率を達成できることが分かった．

回線速度を上げると，センサノードのコストが増加

するが，2Mbps程度であれば，商用製品もあり，実用

化可能であると思われる．

提案方式により，フロー数に応じた回線速度を設定

することで，自動車内で許容時間内に高い成功率で通

信できることを確認した．

4. 6 実運用に向けた研究課題

本提案では，周辺に存在するWiFiや Bluetooth端

末などの影響がなく，一つのチャネルを継続して利用

できる環境において，通信成功率と遅延時間が達成で

きることを確認した．他の機器やシステムなどの干渉

については，今後検討する必要がある．

また，センサノードの数は車両の形状や大きさに

よって変化し，乗員センサ以外のアプリケーションに

おいては，設置位置も変わる可能性がある．いずれの

状況においても，通信チャネルが確保されていれば本

提案の一連の検討方法で最適な通信パラメータを求め

ることで，許容時間内に高い成功率が得られると考え

られる．

一方，自動車には荷物が乗る．荷物による影響は

図 6 の電波環境で示したとおりである．通常，車室内
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に置かれる荷物は，短時間での運搬であり，積み下ろ

しや車室内での移動が発生する．この場合も同様に，

車室内の伝搬ロスが変化するが，図 7，図 8 よりも変

化は緩やかであり，本方式の動作に問題はない．

5. 関 連 研 究

本研究で想定した環境は，全てのノードが 1ホップ

で到達可能な位置にある無線マルチホップネットワー

クであると言える．

無線マルチホップネットワークにおいて短い通信

を低い遅延で提供するためには，OLSR (Optimized

Link State Routing)などのプロアクティブ型ルーティ

ングプロトコル [20]が利用される．OLSRでは，経路

は通信を行う前に確定されており，直ちに通信を開始

することができる．機器が固定されていて電波環境の

変動が少ない ICT 機器や衛星においては，このよう

な静的な経路が利用できるが，図 7，図 8 のように短

時間に電波環境が変化する場合には，適切な経路が変

化するため適用が困難である．

そこで，通信が開始されるときに最適な経路を選

択するリアクティブ型ルーティングプロトコルが適用

される [21], [22]．このようなプロトコルに，AODV

(Ad hoc On-demand Distance Vector routing)があ

る [23]．AODVでは，RREQ (Route Request)及び

RREP (Route Reply) パケットにより経路情報を更

新し，この情報を基にデータパケットの送信を開始す

るため，モビリティの高いノードが存在する場合や，

ネットワークへノードの出入りが行われる場合におい

て有効に機能する．

更に通信時の遅延時間を低減する方法として，

DMHS (Dynamic Multi-Hop Shortcut) が提案され

ている [24]．DHMSでは AODVによる経路構築にお

表 10 経路制御方式ごとの特徴
Table 10 Characteristic of network control method.

いて，2ホップ先のノード情報まで含める．これによ

り，2 ホップ先のノードがデータパケットを受け取っ

た場合には，本来の中継ノードからのデータを待たず

にデータ転送を行うことで，平均して遅延時間を抑え

ている．しかし，これらのプロトコルでは通信開始前

に経路を探索することから，小容量のデータを低い遅

延で完了させるには向いていない．

そこで，遅延を抑えて通信を確実に行える方法とし

て，オーバーヒアリングを用いた方式が幾つか提案さ

れている．[25] では，ブロードキャストベースで中継

を繰り返す際，オーバーヒアリングを利用して他の

ノードが中継を行ったことを確認して，中継動作を削

減することにより，衝突を軽減して成功率を向上させ

ている．

[26]では，事前に目的ノードまでの経路とノード間

のリンク状況を確認する．そして，目的ノードの周辺

ノードが，送信パケットをオーバーヒア (原文では漏

れ聞き) し，一定時間データを保持する．そして，近

傍ノードと宛先ノードが制御メッセージの交換を行う

ことで，近傍ノードが再送を行い宛先ノードにデー

タを届けることにより，通信の成功率を向上させてい

る．近傍ノードは，経路制御プロトコルの有効期間だ

けデータを保有することから，所定の期間以下で大き

く電波環境が変動する場合には効果が得にくい．

[27]では，事前に目的端末までの経路と端末間のリ

ンク状況を確認する必要がある．そして，近傍ノード

はデータをオーバーヒアし，通信経路中で通信失敗が

発生した場合，その経路を迂回してデータを中継する

ことで，通信の成功率を向上させている．

更に移動頻度が高い環境に適した手法としては，

Opportunistic routing (以下 OR) が検討されてい

る [28], [29]．OR では，特定の経路に依存しないパ
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ケット転送を行うことで，通信環境の変化に対応した

通信を実現している．この点は，本論文で提案の方式

と同様である．しかし，ORは一般的に，通信成功率

や受信強度などを定期的に取得して，転送経路の設定

を行うことでトポロジーの変化や電波環境の変更に対

応しており，本論文で想定しているような低遅延性は

考慮してない．[29] では，端末とパケットの距離情報

から経路の近傍端末の不要な転送を抑制しているが，

車室内では端末間の距離と電波環境の変化が対応しな

いため，効果が得にくい．

これらの方法は，対象エリアが数 10m 以上の広域

において近傍ノードが多数存在するときに有効に機能

すると考えられるが，自動車内のような数 m 程度の

狭い空間で短時間に大きく電波環境が変動する場合に

ついては言及されていない．

以上に述べた無線マルチホップネットワークで利用

される代表的な経路制御方式についての特性を表 10

にまとめる．

6. む す び

本論文では，車室内におけるセンサノード間通信

を無線マルチホップネットワークによって実現する手

順を提案し，実験データに基づく性能評価によって，

10ms以内での通信を 99.9%の成功率で達成できるこ

とを実証的に示した．

実機実験とシミュレーションによって，従来の検討

で対象とされていなかった狭い空間で周辺ノードが少

ない環境で本方式が有効であることを示した．
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付 録

マルチフローの通信成功率

4.5で述べたダブルフロー，トリプルフロー，クワッ

ドフローにおける，通信の成功率を表 A· 1，表 A· 2，
表 A· 3 に示す．

表 A· 1 ダブルフローのパスごとの成功率
Table A· 1 Success ratio with double flows for each

path.

表 A· 2 トリプルフローのパスごとの成功率
Table A· 2 Success ratio with triple flows for each

path.

表 A· 3 クワッドフローのパスごとの成功率
Table A· 3 Success ratio with quad flows for each

path.
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