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ネットワークへの接続履歴に応じた車載ルータの通信制御
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1. はじめに
近年，無線 LAN や Bluetooth といった近距離
無線通信に対応したスマートフォンやタブレッ
トの普及が進み，カフェ，ホテル，レストラン
などの施設に無線 LAN のアクセスポイント(AP)
が設置されている．総務省では，2020 年の東京
五輪に向け，全国の観光施設で無線 LAN を無料
で使うことができる環境を整備するため，自治
体への支援を計画している[1]．この他，低電力
で 通 信 す る こ と が 可 能 な Bluetooth Low
Energy(BLE)を使用し，プッシュ型で情報を配
信することが可能な iBeacon®が盛んに活用され
ており，クーポンによる店舗への誘導や，スタ
ンプラリー，展示物の説明などに利用されてい
る．このようなプッシュ型で情報を配信するサ
ービスは，日時や場所に応じて決まった内容を
配信するものが多い．しかし，観光施設で情報
を配信する場合には，旅行者の移動手段やこれ
まで辿った経路によって有益な情報は異なる．
そこで，ネットワークの接続履歴に応じて適切
な情報を配信する通信制御の手法を提案する．
本手法により，クルマ，駅から徒歩，観光バス
といった利用者の移動手段に応じて観光情報を
配信したり，クルマの利用者のみに駐車場の混
雑状況を通知したりするような利用形態が考え
られる．
本稿では，車載器でネットワークの接続履歴
を管理し，目的地に設置された情報を配信する
AP に近づいたことを検知したときに車載器が車
内の端末の接続先を自動で制御する手法，並び
に車載器が情報を配信する AP へ接続履歴を通
知することによって車内の端末へ配信する情報
を制御する手法について述べる．本手法により，
目的地を訪れた人だけが利用できる情報配信サ
ービスを提供することが可能となる．

スマートフォンは車載中継 AP を経由してイン
ターネットに接続する．車載サーバは，目的地
に設置された情報配信 AP の位置情報を保持し
ており，クルマが情報配信 AP へ接近したこと
を検知すると，情報配信 AP と接続し，車載中
継 AP で保持している接続履歴を伝える．また，
車載中継 AP は，車内のスマートフォンに対し，
接続先を情報配信 AP へ切り替えるよう通知す
る．スマートフォンが情報配信 AP と接続する
と，情報配信 AP は，車載中継 AP から受け取っ
た接続履歴を踏まえ，スマートフォンに配信す
る情報を決める．スマートフォンは，インター
ネットに接続することなく，情報配信 AP から
必要な情報を受け取ることができる．本手法は，
インターネットへの接続が不要であることから，
目的地を訪れた人だけが利用できる情報配信が
可能となる．更に，バックホール回線を必要と
せず，スタンドアローンで動作が可能なことに
より，災害時の障害に強い構成となっている．
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機能概要

次に，本手法のシステム構成を図 2 に示す．
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2. システム構成
図 1 に本提案手法の機能概要を示す．クルマ
に車載中継 AP を設置し，車内のスマートフォ
ンと無線 LAN で接続させる．目的地に着くまで，
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システム構成

車載中継 AP を観光バスのように不特定の乗
客が利用するクルマに設置した場合，複数のス
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マートフォンをグループ化し，同じグループに
一斉に情報を配信することが可能となる．また，
情報配信 AP の待機電力を抑えるため，ウェイ
クアップ受信機能を利用する[2]．情報配信 AP
は，決められた長さの信号(ウェイクアップ信号)
を検知するまで，無線通信部をスリープ状態に
保つことができる．車載中継 AP は，情報配信
AP に近づくと，ウェイクアップ信号を定期的に
送信する機能を持つ．

信し，最適な情報を判定する処理を図 4 に示す．
クルマが目的地に着くまで，スマートフォンは
車載中継 AP を経由してインターネットに接続
する．車載中継 AP では，表 1 に示す接続履歴
を保持する．情報配信 AP への接近を検知する
と，車載中継 AP は情報配信 AP と接続し，接続
履歴を通知する．情報配信 AP では，受信した
接続履歴を踏まえ，移動手段や辿った経路を判
定し，適切な情報を配信する．
＜車載中継AP＞

＜スマートフォン＞

3. 通信制御のフロー
前項で述べたように，本提案手法は，①スマ
ートフォンの接続先を自動で切り替える機能と，
②クルマの移動履歴を考慮した情報を配信する
機能を持つ．本項では，①の処理を 3.1 節，②の
処理を 3.2 節に示す．
3.1. 接続先の自動切り替え
スマートフォンの接続先を自動で切り替える
処理を図 3 に示す．車載中継 AP は，情報配信
AP が無線 LAN 通信で利用するサービスセット
識別子(SSID)の値を保持する．車載中継 AP で
保持する SSID の受信信号強度(RSSI)が閾値を
超えると，車載中継 AP は情報配信 AP へ接近し
たと判断し，ウェイクアップ信号を定期的に送
信する．また，車載中継 AP と無線 LAN で接続
しているスマートフォンに対して，接近を検知
した情報配信 AP の SSID を通知する．スマート
フォンは，受け取った SSID の RSSI が閾値を超
えた場合には，接続先を車載中継 AP から情報
配信 AP へ自動で切り替えるため，プローブ要
求の信号を送信する．情報配信 AP は，プロー
ブ要求を受信すると，通常の無線 LAN の接続・
認証処理を行い，スマートフォンと接続する．
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接続履歴から配信内容を選択する処理
表1

接続履歴

種別

項目

i

位置情報

・緯度経度
・日時

ii

接続したネットワーク

・種別（無線LAN、3Gなど）
・接続開始と終了の時刻
・データ送受信量

iii

スマートフォンの情報

・接続元のMACアドレス
・接続開始・終了の時刻

4. おわりに
本稿では，ネットワークの接続履歴から，目
的地に着くまでの移動手段や経路を判定し，観
光施設などで最適な情報を配信する手法を提案
した．本手法により，インターネットへ接続す
ることなく，目的地を訪れた人だけが利用でき
る情報配信サービスを提供できる．今後は，移
動している端末により多くの情報を配信するた
め，無線 LAN の接続時間を短縮する手法や，最
適な変調レートでデータ伝送を行う方式の検討
を進める．
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図3

接続先の自動切り替えの処理

3.2. 移動履歴を考慮した情報配信
車載中継 AP から情報配信 AP が接続履歴を受
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