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概要：
センサネットワークなどの屋外アドホックネットワークにおいては，ノードの電源問題や無線通信の不確
実性に起因するネットワークの不安定さの課題があり，その管理・運用の高度化・効率化のためには，現
場でのネットワーク状態の即時的な把握が重要である．本研究では，AR 技術を用いて屋外におけるアド
ホックネットワークの状態を可視化することで，ノードの配置調整等の管理を現場で効果的に行う，屋外
アドホックネットワーク管理支援システムについて検討する．

1. はじめに
スマートフォンやタブレットなどの高機能携帯端末や，

的な管理の実現を目的とし，ディジタル情報を重ね合わせ
て現実空間を拡張する拡張現実感 (Augumented Reality:

AR) 技術を応用した，AR 型の屋外アドホックネットワー

ネットワーク機能を持ったセンサの普及に伴い，無線ネッ

ク管理支援手法を提案する．具体的には，(F1) 電波強度

トワークの容易かつ即時な構築が一般的になりつつある．

に基づいたノードの位置推定とマーカレス AR 表示機能，

その中で，無線アドホックネットワークは基地局やアクセ

および (F2) 受信信号強度を用いた電波の有効範囲の AR

スポイントなどのネットワーク基盤が十分提供できない環

可視化機能，の 2 機能を中核としたアドホックネットワー

境，また緊急性の高い状況などにおける一時的な簡易ネッ

ク管理支援システムを提案する．また，それを用いた当該

トワークの構築手段として，その応用が求められている [1]．

ネットワークの管理方法論の確立を目指す．

しかし，小型センサによるセンサネットワークなどの屋

本研究により，屋外センサネットワークの初期配置や，

外アドホックネットワークにおいては，周辺環境の変化な

センサの増設時などにおいて，現場での状況に合わせたセ

どの外的要因による無線通信特有の不安定さに加え，バッ

ンサ位置の調整による，高効率なネットワークの構成が可

テリ残量などの内的要因によるセンサ性能の変化も影響し，

能となる．また，経年変化によるセンサ間の通信障害発生

ネットワークの状況が時間とともに大きく変動する傾向が

時に，現場での原因特定や，センサの再配置・中継ノード

ある．従って，その管理・運用のためにはネットワーク状

増設などの迅速な対応が可能となるなどの効果が期待で

況の詳細な把握が必要であるが，設置現場におけるセンサ

きる．

相互間，あるいはセンサ周囲の空間の様子と合わせたネッ
トワーク状態の即時的な確認が，高度かつ効率的なネット
ワーク管理のためには特に重要である．
そこで本研究では，屋外アドホックネットワークの効果

本発表では特に，本管理手法の概要と中核機能の構成，
およびそれらの設計について焦点を当て議論する．

2. 関連研究
2.1 既存研究
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本節では，アドホックネットワークの管理に関する研究，
特に無線ネットワークの可視化に関するものを中心に，既
存研究について述べる．
無線ネットワーク可視化システムに関する研究例とし
て，GUI の上に仮想ノードを配置しシミュレーションを行
う MANET ViewerII[2] や ViTAN[3] がある．これらのシ
ステムでは，GUI 上に配置した複数の仮想ノード間にリン
クを表す線を表示することでネットワークの全体像を可視
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化し，さらに各端末の IP アドレスやパケットフローなど

2.2 課題と提案

多くの情報を把握することができる．しかしながらその利

前節で述べた通り，無線ネットワークの AR 可視化技術

用はシステムによる仮想空間上のノード情報を前提として

としては様々な手法が提案されてきているが，ほとんどは

おり，現実空間に配置されたノードと直接対応付ける形で

室内での利用を想定したものとなっている．これは，正確

の可視化は行っていない．従って，ネットワーク管理や障

にかつ簡易に AR 可視化を実現するためには，表示端末と

害対応の観点から有用である現実空間のノードにおける通

ノードとの相対的な方向・距離を計算する必要があり，そ

信状態の直接把握は困難である．

のためにはノード側にマーカを貼付するのが妥当な解であ

これに対し，AR 技術を用いたシステムとして，位置推定

るが，その場合，表示端末とノード間の距離に，マーカを認

技術を用いた無線センサネットワーク可視化システム [4]，

識できる範囲の制約があるため，利用シーンを室内に限定

EVANS[5]，受信信号強度を用いたシステム [6]，[7] などが

した方が適切であるためと考えられる．また，距離的な問

提案されている．AR 技術は，現実空間にディジタル情報

題の他に，屋外では時刻，天候，遮蔽物などの影響でマー

を重ね合わせて表示することで利用者の認識情報を拡張強

カを識別することが困難な状況も多い．すなわち屋外での

化し，活動を支援する UI 技術であり，AR 技術の利用によ

利用を想定した場合，マーカレスで表示端末とノードの位

り現実空間とのつながりを保ったままの可視化の実現が可

置関係をあらかじめ決定するか，あるいは推定する方法が

能である [8]．

必要である．

文献 [4] では，位置推定技術を用いて，ノードの位置特

本研究で対象とするセンサノードは小型で低消費電力稼

定を電波や加速度センサからの情報を基に行うことでマー

働するものである前提から，GPS 等でセンサノードが自

カレスな環境での利用を検討しているが，この手法では

律的に位置を決定する能力はないものとする．また，多数

マーカの準備の利用上での手間を削減した反面，実装や計

のセンサの正確な位置を何らかの手段で決め，あらかじめ

算量の増加，位置推定の精度が不十分であるといった課題

個々に管理システムに登録する手法は，設置コストの観点

がある．

から実用性に課題がある．以上から，屋外での利用を想定

また，センサノードの AR 可視化をマーカレスで行う研
究として文献 [7] がある．この研究では，ネットワークに関

した場合，マーカレスで表示端末とノードの位置関係をい
かに推定するかが大きな課題である．

する情報は可視化していないが，センサノードの持つセン

上記の課題を解決し，本研究の目的である屋外アドホッ

サ情報の AR 可視化を対象としているため，機能拡張によ

クネットワークの効果的な管理を実現する，AR 型の屋外

りネットワーク情報の可視化も可能であると考えられる．

アドホックネットワーク管理支援システムに必要な機能と

この研究の特徴は，周囲の電波強度をスイープしてセンサ

して，以下の 2 機能を定義する．

ノードの方向を推定し，マーカレスで AR 表示を行ってい

（F1）

電波強度に基づいたノードの位置推定とマーカ

る点であるが，表示端末とセンサノードとの距離について

レス AR 表示機能

は考慮していないため，奥行きが表現できないなどの課題

アドホックネットワークを構成するセンサノードにお

がある．また室内での使用を前提としている．

ける，表示端末の信号の受信強度に基づき，表示端末

一方，マーカを用いた手法として EVANS[5] と文献 [6]

を中心としたセンサノードの相対的な位置関係を推定

の手法が提案されており，ノードに貼られたマーカをカメ

し，その位置に応じてマーカレスでセンサノードの情

ラで撮影し，認識することで端末の位置推定を行う．マー

報を AR 可視化表示する機能．文献 [7] の手法を屋外

カを用いる利点として，近年の画像認識技術の向上により

向けに拡張することで実現する．

高精度でマーカの位置推定が可能であるということがあ

（F2）

受信信号強度を用いたノード間の接続と電波の

る．EVANS は，ノード間の接続を線上のアノテーション

有効範囲の AR 表示機能

を表示することで可視化するほか，ノードが取得したセン

各センサノードから通信状況を取得し，それを基に

サ情報の表示やリンクの接続や切断といった端末の操作が

ネットワーク構造や各ノード間の接続強度をアノテー

可能である．しかしながら，EVANS ではノード間の通信

ションにより AR 可視化する．また各ノードが取得す

強度を目視により把握することは困難である．すなわち，

る受信信号強度を用いることで自由空間伝搬損失の式

良好な通信品質を持つリンクと低品質なリンクをそれぞれ

から各ノードの電波の有効範囲を推算し，AR 可視化

同様に表示するため，ネットワークの通信品質の確保や安

する．

定化などの管理作業が困難である．[6] ではリンク間の信

本手法により，マーカの貼付やセンサの物理的位置の把

号の強さに応じたリンク表現を採用しているが，ノード間

握等のコストを抑えつつ，現実空間のセンサノードに直接

の信号強度は室内においてはマルチパスの影響等により不

対応付けることで，直感的にリンクに関する情報，および

安定であり，実用性に課題がある．

接続関係だけでなく接続強度の把握を可能とする．また，
各ノードが発する電波の有効範囲をアノテーションとして
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以下に示す．
・表示端末

-GPS
-ジャイロセンサ・地磁気センサ
-カメラ
-指向性アンテナ
・センサノード

-各種センサ（温度，湿度，照度など）
本手法では，想定環境が農耕地であることから安定的な
図 1

可視化手法の概要

電源の確保は困難であると考えらえる．そのため，センサ
ノードは省電力化を図るために要件は最低限のものに絞り

表示する．これにより，全体のネットワーク構成と現実空

込み，GPS などその他の機能は省くものとする．なお，表

間の様子を見つつ，センサの位置を調整しながら局所的な

示端末，センサノード，また，それらが持つアンテナ等の

接続強度の低下を抑えたり，センサを適所に増設すること

仕様・特性は既知とする．

で部分的に強化した後全体に与える影響を確認したりする
ことなどが可能となり，ネットワーク運用管理の負担を大

3.3 提案手法の設計

幅に軽減する．

3.3.1 (F1) センサノードの位置推定

3. アドホックネットワークの AR 可視化手法
3.1 概要
本論文で提案する可視化手法の概要を図 1 に示す．本手
法は利用者が直接手にして操作する表示端末（あるいは単
に端末）と，配置することでセンサネットワークを構成す

AR 可視化を行う際には，まずアノテーションを表示す
るために，表示端末とセンサノードとの位置関係をマーカ
レスで推定する必要がある．そこで，文献 [7] で提案され
ている手法をもとに，RSSI を用いたセンサノードの位置
推定アルゴリズムを設計する．
図 2 にセンサノードの位置推定の概要を示す．まず，利

るセンサノード（あるいは単にノード）により構成される．

用者は表示端末の GPS 機能を用いて端末の絶対位置を取

本手法では，センサノードで受信した信号の強度を示す

得する．その地点を基準に 360 度の方向に対して指向性ア

指標である RSSI(Received Signal Strength Indicator) を

ンテナを回転させ，周囲のセンサノードの RSSI の時間的

利用することでノードの位置の推定，リンク品質を加味し

変化を観測 (スイープ) する．このとき，ある ID を持った

たノード間の接続状況，およびノードが発する電波の有効

センサノードの信号の RSSI が最大になった時点での指向

範囲をそれぞれリアルタイムで AR 可視化表示する．

性アンテナのビーム方向に，センサノードが位置している
ことが推定可能である．

3.2 前提条件
3.2.1 想定環境

また，センサノードが表示端末の発する電波を受信し，

RSSI を測定することで表示端末とセンサノード間の距離

本手法では屋外を対象としたアドホックネットワーク

は，自由空間伝搬損失の式から推定することができる．自

を対象とする．具体的には，農耕地におけるセンサネット

由空間伝搬損失の式は，理想的な状態においては電波は距

ワークに着目する．農作物や農耕地の管理には，気温，湿

離と周波数の 2 乗に比例して減衰することを示しており，

度，照度，水分など複数の情報の利用が重要とされている

LOS ，D，λ をそれぞれ自由空間伝搬損失 [dB]，到達距離

が，その取得と管理には煩雑な手間を要する．そのため，

[m]，波長 [m] とする時，D については式（1）として導出

センサネットワークを活用することで，それらの情報を機

される．

械的に取得し利用する動きが始まっている．

D=

しかし，農耕地における作業従事者は一般にネットワー
クの専門家ではないため，ICT に関する特別な知識は有し
ていない場合が多く，ネットワークの管理・運用は困難で

(1)

この時，本手法では自由空間伝搬損失 LOS を以下に示
す式（2）と定義する．

ある．従って，本手法の支援対象者として農耕地における

LOS = −RSSI + GT + GR

作業従事者を想定する．また，対象のネットワークとして
農耕地における環境センシング用センサネットワークを想

LOS
λ
· 10( 20 )
4π

(2)

ここで，GT はアンテナの送信利得 [dB]，GR はアンテ

定する．

ナの受信利得 [dB] を表している．これにより，表示端末を

3.2.2 端末・ノードの要件

中心としたセンサノードの方位と距離を推定することがで

本手法における表示端末，およびセンサノードの要件を
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図 2 センサノードの位置推定
図 4

図 3

ノード間接続の可視化

RSSI の取得

基本的に，上記により得られるのは表示端末とセンサ
ノートの相対的位置関係であるが，最初に述べた通り表示

図 5 電波の有効範囲の可視化

端末は GPS 機能により絶対的位置を獲得しているので，

(F1) により表示端末から電波の届く範囲における全てのセ
ンサノードにおいては，一度のスイープで絶対位置を把握

3.3.3 (F2) 電波の有効範囲の可視化
センサノードが発する電波の有効範囲の可視化は，図 5

することが可能である．

に示すように，既知の端末性能からセンサノードが発する

3.3.2 (F2) ノード間接続の可視化

電波の有効範囲を推算し，各センサノードを中心として推

ノード間接続の可視化では，各センサノード間の接続関

算した大きさの円形のアノテーションを表示することによ

係とその接続強度を可視化表示する．接続関係の可視化は，

り実現する．この時，電波の有効範囲の推算には，自由空

まずセンサノードがそれぞれの接続関係を取得し，表示端

間伝搬損失に関する式（1）を利用する．具体的には，本

末にデータを送信する．そして，対象のノード間で通信が

手法では LOS を以下の式（3）と定義し，この時の D を

確認された場合，接続を表現する線状のアノテーションを

端末を中心とした電波の理論上の最大有効範囲として推算

表示することで実現する．この際，アノテーションの表示

する．

位置は，前節で示した位置推定手法を用いて決定する．

LOS = PT + GT + GR − PR

接続強度の可視化を行う際は，接続関係にあるセンサ

(3)

ノード同士で相互にノード ID や RSSI を取得し，表示端

なお，PT は送信電力 [dB]，PR は受信電力 [dB]，GT は

末と直接通信できる位置にいるノードが表示端末にデータ

アンテナの送信利得 [dB]，GR はアンテナの受信利得 [dB]

を送信する．また，直接通信できないノードでも他のノー

をそれぞれ表している．本稿では，これらの式に基づき電

ドを介すことで表示端末にデータを送信できる場合，図 3

波の有効範囲を推算する．これにより，電波の有効範囲を

に示すようにデータをホップさせることで間接的に表示端

可視化し，視覚的な認識を可能とする．

末と通信を行う．
表示端末は図 4 に示すように取得した RSSI の大きさに
よりアノテーションの太さや色を変化させることで即時的
にノード間における接続強度の可視化を実現する．
これにより，センサノード間の接続関係や接続状況の直
感的な把握を可能とする．

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

4. 実装
4.1 システム概要
前節で述べた可視化手法を用いたシステムの実装につい
て説明する．図 6 に可視化システムの構成を示す．本手法
では，表示端末とセンサノードの各モジュール間で通信し，
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図 6

可視化システムの構成
図 7

システム運用イメージ 1

図 8

システム運用イメージ 2

表示端末のカメラからの動画像やセンサノードから取得し
た RSSI を処理することで可視化を実現する．
以下，表示端末とセンサノードについて説明する．
・表示端末
利用者が直接操作し，アドホックネットワークの可視化
表示を行う端末である．表示端末はシンクノードとして動
作し，センサノードと通信を行うことで各センサノード間
の接続状態や端末を判別するためのノード ID，RSSI を取
得する．表示端末は，電波を発するセンサノードのノード

ID，電波を受信した端末のノード ID，RSSI といった情報
から構成される RSSI テーブルを保有しており，それぞれ
の情報を関連付けたうえで格納する．

ることができそうなことが伺える．

また，表示端末は 3.3.1 で述べた位置推定により取得し

図 8，図 10 では，実際にセンサノードを増設した様子

たセンサノードの方向や距離などの位置情報を所有する．

を示している．この図に示すように，センサノードを増設

・センサノード

することにより，すべてのノードがネットワークに参加す

アドホックネットワークの構成要素となるノードである．

ることができ，その作業の際には可視化した電波の有効範

各センサノードは，外界の情報を取得する各センサを保有

囲がひとつの目安になることがわかる．また，それぞれの

している．各センサノードは通信用モジュールを持ってお

センサノード間の接続強度をリンク情報を示したアノテー

り，これを使用することで他のセンサノードと相互に通信

ションの色や太さから直感的に把握することが可能なた

を行い，RSSI を取得する．取得した RSSI は自らのノード

め，接続強度が十分でなかったり不安定な場合にノードの

ID と通信先のノード ID に関連付けて表示端末に向けて送

移動や増設の目安になると考えられる．

信される．
表示端末のシステム開発言語として Java および C++
を，AR 環境の構築基盤として NyARToolKit[9] を利用す
る．また，センサノードには Mote[10] を使用する．

4.2 システム運用
本システム運用時のイメージを図 7，図 8，図 9，図 10
にそれぞれ示す．図 7 と図 8，図 9 と図 10 はそれぞれ同一
の場所である．
本システムでは，センサノード間のリンク情報と電波の
有効範囲の可視化を行う．そのため，図 7，図 9 に示すよ
うに，ネットワークに参加しているセンサノードと参加し
ていないセンサノードを判別することが可能である．この
時，右に位置するセンサノードはネットワークに参加して
いないが，ネットワークに参加するには近隣ノードとの間

図 9

システム運用イメージ 3

に適切にノードを配置することでネットワークに参加させ
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歴を利用したセンサ情報の AR 可視化, 第 76 回情報処理学
会全国大会予稿集, 4D-5 (2014).
[8] 日経コミュニケーション編集部：AR のすべて-ケータイと
ネットを変える拡張現実-, 日経 BP 社 (2009).
[9] NyARToolKit Project(online), <http://nyatla.jp/
nyartoolkit/wp/> (2014).
[10] 無 線 セ ン サ ー ネ ッ ト ワ ー ク MOTE (online)，<http:
//www.xbow.jp/01products/index.html> (2014).
[11] FCC，OET Exhibits List (online)，<http://apps.fcc.
gov/oetcf/eas/reports> (2014).

図 10

システム運用イメージ 4

5. おわりに
本稿では，屋外における無線アドホックネットワークの
構造や通信状況が即時に把握することが困難である課題に
着目し，ネットワークの保守管理の効率化や障害発生時の
迅速な対応のために，AR 技術に基づいた可視化手法を提
案した．具体的には，マーカレスによる AR 可視化のため
に RSSI を用いたセンサノードの位置推定について設計し
た．さらに，アドホックネットワークの通信状況を可視化
するために，ノード間の接続関係や接続強度，電波の有効
範囲を算出するアルゴリズムを設計した．
今後は RSSI と距離の相関の理論値と実測値を比較検討
するなどの予備実験を行った後に提案手法を実装し，評価
を行うことで本提案手法の有効性を確認する．
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