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養殖魚モニタリング環境下における情報収集手法の検討
A study on data gathering method for fish farm monitoring system
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はじめに

農業、畜産業、養殖業等の第一次産業へセンサネット
ワーク技術を応用する研究開発が進んでいる。例えば、
センサネットワーク技術を用いて牛等の単価の高い家畜
の品質管理を行う検討がある [1]。また、水棲、陸棲の
野生生物に小型センサを装着し、生物の生体情報や行動
情報を収集するバイオロギング研究も従来より活発に行
われている。将来的には、魚に取り付けるセンサや水中
無線通信機器の低価格化、小型化、低消費電力化が進む
と予想される。
我々の研究グループでは、マグロのような単価の高い
養殖魚を対象として、養殖場内の全てあるいは一部の魚

図 1: 養殖魚モニタリングシステム

にセンサ端末を装着しセンサ情報を収集する養殖魚モニ
タリングシステムを提案している [2]。提案システムの概
要を図 1 に示す。提案システムにおいては、養殖魚に取
り付けられたセンサ端末で計測された情報は、一旦、シ
ンク端末に収集され、その後、遠隔のモニタリングサー
バに送信される。ここで、シンク端末は生簀の下部に設
置されるものとする。また、水中では電波の減衰が激し
いため、センサ端末とシンク端末の間の通信には超音波
を用いるものとする。
従来の水棲生物のバイオロギング研究では、生物にセ
ンサ端末を装着しデータを収集、一定時間経過後に端末
を切り離して回収する切り離し手法を採用している。そ
のため、データを取得できるのは、端末の回収後である。
これに対して養殖魚モニタリングシステムでは、無線通
信を利用し、養殖魚に装着した無線センサ端末からシン
ク端末へ定期的にデータを転送する情報収集を想定して
いる。
提案システムでは、養殖魚の腹部にセンサ端末を装
着することを想定している。そのため、センサ端末の電
池交換や更新を行うことは困難であり、端末装着から養
殖魚が出荷されるまでの間、継続して情報収集を行え
る省電力な情報収集手法が必要となる。加えて、センサ
端末を装着している魚体自体が通信路上の障害物とな
るため、センサ端末の無線通信範囲は指向性を持つと
考えられる。そのため、センサ端末とシンク端末間の通
信において単純に CSMA/CA (Carrier Sense Multiple

Access/Collision Avoidance) 制御を使用すると、隠れ端
末問題が発生し、パケット衝突によりデータ収集率が著
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しく低下する [3]。隠れ端末問題の回避策としては、通
常、RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) 制御
が用いられる [4,5]。しかしながら、RTS/CTS 制御にお
いては端末間で多数の制御パケットが送受信されること
から、端末の電力消費が大きい。
そこで、本稿では、養殖魚モニタリング環境下におい
て、制御パケットを用いることなく、隠れ端末によるパ
ケット衝突を軽減する情報収集手法を提案する。提案手
法では、養殖魚モニタリング環境下で、端末の位置によ
り他の端末のパケット送信を検知できる確率が異なるこ
とを利用する。提案手法では、他の端末のパケット送信
を検知しにくい端末から順にパケットを送信するよう、
各端末は自身の位置に基づきパケットの送信タイミング
を決定する。本稿では、シミュレーションにより提案手
法の評価を行う。
本稿の構成は以下のとおりである。まず、2. 章で本稿
で対象とする養殖魚モニタリングシステムについて述べ
る。次に、3. 章で提案する情報収集手法について述べる。

4. 章で、実験の評価環境と結果について述べる。最後に、
5. 章で本稿のまとめと今後の課題を述べる。

2.

養殖魚モニタリング環境

本章では、本稿で想定する養殖魚モニタリング環境の
説明を行う。

2.1

概要

本環境では、生簀の中に N 台のセンサ端末（以降、端
末）ni (1 ≤ i ≤ N ) が、生簀の下部に 1 台のシンク端末
が設置されているものとする。端末は魚の腹部に取り付

けられているものとし、端末の通信範囲は図 2 に示され
るように端末から下部に広がる頂角 θ の円錐状の領域と
する。本稿では、端末 ni の円錐状の通信範囲を Si と表
記する。また、生簀の範囲を P と表記する。図 2 では、
端末 nA の通信範囲を示している。図中、端末 nB およ
びシンク端末は端末 nA の通信範囲にいるため、端末 nA
が送信したパケットを受信できる。一方、端末 nC は端
末 nA の通信範囲外であるため、端末 nA が送信したパ
ケットを受信できない。
このような指向性通信環境下において、無線環境に
おけるメディアアクセス制御として一般的に用いられる

CSMA/CA 制御を用いる場合、隠れ端末問題が生じる。
これを図 2 を用いて説明する。図中、端末 nA がシンク
端末へパケットを送信中に、端末 nB 、nC が同じくパ
ケットを送信しようとする状況を考える。この場合、端
末 nB は、端末 nA がパケットを送信中であることを検
出できるため、自身がパケットを送信できるようになる
まで待機する。一方、端末 nC は、端末 nA がパケット
を送信中であることが分からないため、パケットを送信
する。そのため、シンク端末においてパケットの衝突が
発生し、シンク端末はいずれの端末からのパケットも受
信できない。
2.2

端末の位置がパケット衝突に与える影響

養殖魚モニタリング環境下においては、生簀の上部に
いる端末は、自身より下部にいる端末のパケット送信を
検知できない。一方、生簀の下部にいる端末は、自身よ
り上部にいる端末の通信範囲内にいればパケット送信を
検知できる。そのため、端末の位置によって、他の端末
のパケット送信を検知できる確率が変わる。
このことを確認するためのシミュレーション評価を行っ
た。まず、端末 ni の生簀内における通信範囲（以降、単

図 3: パケット衝突を起こした端末の通信範囲の体積の
累積分布
ンク端末においてパケット衝突が起きた時にパケット送
信を行っていた端末の通信範囲の体積を取得した。その
他の条件は、4.1 節で述べる評価環境と同じである。図

3 は、該当端末の通信範囲の体積の累積分布関数である。
比較のために 1/Vmax で与えられる累積分布関数を併記
している。なお、Vmax は、通信範囲の体積の最大値で
ある。
図 3 より、通信範囲の体積が大きい端末ほど、グラフの
傾きが大きくなることから、パケットの衝突の確率が高
くなることがわかる。これは、生簀の上端にいる端末ほ
ど通信範囲の体積が大きくなる一方で、他の端末の通信
範囲内に存在する可能性が低くなり、他の端末のパケッ
ト送信を検知しにくくなるためである。したがって、パ
ケットの衝突を抑えるためには、通信範囲の体積が大き
く、他の端末のパケット送信を検知しにくい端末から順
にパケットを送信すればよいと考えられる。次章で、そ
のような順序でパケットを送信する手法を提案する。

純に通信範囲）を Vi = P ∩ Si とし、その体積を vi とす
る。体積 vi は生簀の形、通信範囲の形状および端末の位
置によって決まる。次に、生簀内にランダムに端末を設
置し、CSMA/CA 制御によりパケット送信を行った。シ

3.

提案手法

本章では、提案手法の説明を行う。

3.1

前提

提案手法では周期 T 毎に全端末からセンサ情報を収
集する。ここで、周期の開始タイミングは端末間で同期
しているものとする。これは、例えばシンク端末が時刻
同期パケットをブロードキャストするなどにより容易に
実現できる。また、各端末は自分の位置を取得できるも
のとする。さらに、生簀の形状および端末の無線通信範
囲の頂角 θ は既知とする。

3.2

端末の動作

各周期の開始時に、端末 ni は自分のパケット送信タ
イマ ti を下記式により決定する。
図 2: 端末の無線通信範囲

ti =

Vmax − vi
T
Vmax

(1)

図 4: データ収集率

図 5: 周期開始時に決定した各タイマの間隔

通信範囲の体積 vi は、自身の位置、頂角 θ、および生簀

行わないため、端末の電力消費がより抑えられる。しか

の形状を基に計算する。その後、端末 ni はスリープモー
ドに遷移する。時間 ti 経過後にアクティブモードに遷移

しながら、図 4 より、CSMA/CA 制御を行わない場合
は、データ収集率が大きく低下することがわかる。提案

し、センサ情報を含むパケットを CSMA/CA を用いて

手法と比較手法を比較すると、提案手法を用いた場合の

送信する。その後、次の周期が始まるまでの間、再びス

方がデータ収集率が高い。これは、通信範囲の体積が大

リープモードに遷移する。以上の処理により、通信範囲

きく、他の端末のパケット送信を検知しにくい端末から

の体積が大きい端末ほど早いタイミングでパケットを送

順にパケットを送信することにより、隠れ端末間でのパ

信する処理が実現される。

ケットの衝突が抑えられるためである。
ここで、T がおおよそ 100 秒を超える範囲ではネット

4.

評価

本章ではシミュレーションにより提案手法の評価を
行う。

4.1

評価環境

評価にはネットワークシミュレータ NS-3 および水中
通信をシミュレートするための UAN モジュールを用い
る [6, 7]。半径 15 m、深さ 20 m の円柱状の生簀を想定
し、生簀の底面の中心から 10 m 下にシンク端末を設置
する。端末の台数 N は 1000 台とする。端末を装着した
魚の移動モデルとしては、最大速度 3 m/s、最低速度 1

m/s、停止時間 0 s のランダムウェイポイントモデルを
用いる。端末の送信するパケットのサイズを 10 バイト、
データレートを 1000 bps、通信範囲の頂角 θ を 120 度
とする。
以上の状況で、周期 T を変更した場合のデータ収集率
と、CSMA/CA 制御における全キャリアセンス回数を求
めた。データ収集率は、1 周期あたりにシンク端末で受
信できたパケット数と全端末数の比である。なお、以降
の結果は、500 回のシミュレーションの平均値である。
4.2

評価結果

図 4 にデータ収集率を示す。比較として、式 (1) におい
て、タイマをランダムに選択した場合の結果を比較手法
として示している。また、パケット送信時に CSMA/CA
制御を行わなかった場合の結果も合わせて示している。

CSMA/CA 制御を行わない場合は、キャリアセンスを

ワーク全体で送信されるデータレートが物理データレー
トを下回る。しかしながら、そのような状況においても
十分なデータ収集率を得られていない。この理由を確認
するために、T = 100 の場合に各端末で設定される送信
タイマを調査した。タイマの間隔の累積分布関数を図 5
に示す。理想的には、T /N = 0.1 秒間隔でパケットを送
信するように各端末のタイマが設定されるとパケットの
衝突が最も少なくなると考えられる。しかしながら、図

5 より、タイマの間隔の分布が比較的大きく広がってい
ることがわかる。特に、本稿のシミュレーション設定で
は、パケット送信に少なくとも 0.08 秒以上の時間が必要
となる。そのため、隠れ端末の関係にある端末間で同じ
ような値のタイマが設定され、タイマの間隔が 0.08 秒
よりも短い場合、パケットの衝突が発生し、データ収集
率が下がる。この現象が起きる原因は、提案手法におい
て、通信範囲の体積のみに基づいて送信タイマを決定し
ていることにある。同じ水深で生簀の中心軸に対して対
称な位置にいる端末同士は隠れ端末の関係にあるが、通
信範囲の体積が同じであるため同じタイミングでパケッ
トを送信し、パケットの衝突が発生する。今後の課題と
して、このようなパケット衝突を防ぐよう、式 (1) を拡
張する必要がある。
次に、全キャリアセンス回数を図 6 に示す。提案手法
と比較手法を比べると、提案手法の方が、キャリアセン
ス回数が少ない。提案手法では、生簀の上部に位置し、通
信範囲の体積の大きな端末から順にパケットを送信する。

5.

まとめと今後の課題

本稿では、養殖魚モニタリング環境下における情報収
集手法を提案し、シミュレーションにより評価を行った。
その結果、提案手法を用いることにより、消費電力を削
減し、データ収集率を向上できることを示した。
今後の課題として、よりデータ収集率を高める、消費
電力を削減するための提案手法の改良が必要である。ま
た、シンク端末を増やした場合の手法の拡張も課題で
ある。
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