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鉱山用重機間通信による周辺重機検出手法の提案
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概要：露天掘り鉱山で運用される重機は非常に巨大であり，また，運転席は高い位置に存在するため，運
転席からの視界は非常に狭く，運転手は他の重機の接近を目視で把握しづらい状況に晒されている．この
ような状況は，重大な事故を引き起こす原因の一つとなっており，他の重機の接近など，周囲の状況を適
切に把握できることが求められる．他の車両の存在を把握する手段として，車車間通信を用いるアプロー
チが挙げられるが，一般道を走行する乗用車を対象とした研究は行われているものの，巨大な重機や，段
差のある鉱山特有地形を対象とする車車間通信の研究は行われていない．本研究では，露天掘り鉱山にお
いて，鉱山用重機間の車車間通信により，周辺に存在する重機の存在を把握する手法を提案する．提案手
法では，まず，鉱山用重機周辺の電波伝搬モデルをレイトレース法を用いて作成するとともに，その正当
性を示すために，モデルから得られる電波強度と，実際の重機に装着したアンテナによる電波強度の比較
を行った．また，すり鉢状の鉱山特有の地形をモデル化し，重機間の位置関係やアンテナの設置位置を基
に，シミュレーション実験において，上記電波伝搬モデルにより，電波強度を推定した．この実験結果に
おいて，露天掘り鉱山内での巨大重機を対象とした車車間通信では，自車に接近する鉱山用重機の存在の
検知は可能である一方，自車から遠ざかる方向へ走行している鉱山用重機との通信は不可能な場合があり，
鉱山用重機の存在の検知が不可能な領域を明らかにできることを示した．
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安全基準のみで，様々な事故を防ぐことが困難である．こ

1. 序論

のような事故の要因として，鉱山で稼動する重機が非常

鉱山における安全確保は欠かせないものであり，その取

に大きく，運転手が周辺の状況を十分に把握できないこ

組の一つとして，Earth Moving Equipment Safety Round

とが挙げられる．例えば，10t トラックの車両寸法は，長

Table (EMERST)[1] が挙げられる．EMERST は 主要な

さ 7.6m，幅 2.5m，高さ 3.3m である一方，鉱山用重機の

鉱山会社により 2006 年に設立された組織であり，安全性

車両寸法は，長さ 15.5m，幅 9.6m，高さ 7.5m にも及ぶ．

に関するリスクを最小化できるよう，最新の業務事例の共

そのため，鉱山用重機周辺には運転手から見通せない，い

有およびその適用を目的としている．また，米国労働省の

わゆるブラインドスポットが少なからず存在し，運転手に

Mine Safety and Health Administration (MSHA) は，鉱

とって，周辺の状況を常に認識することは困難である．ま

山における死亡事故，疾病，怪我を防止するため，露天掘

た，鉱山用重機の大きさのみならず，鉱山の過酷な環境も，

り鉱山における安全基準をまとめ，安全性の向上を図って

運転手の認識を妨げる要因となっている．例えば，砂埃に

いる [2]．しかしながら，事故の多くは．労働者の疲労や

より視界を遮られたり，深い霧によって見通しが悪くなる

不注意などのミスにより引き起こされており，安全規則や

状況がしばしば発生し，最も厳しい状況下では，見通し距

1

離が 10m∼20m 程度となり，巨大な鉱山用重機の運転が通

2

大阪大学
Osaka University
日立製作所
Research & Development Group Hitachi, Ltd., Tokyo,Japan

常にも増して危険なものとなっている．過酷な環境が様々
な類型の事故を引き起こす事例がいくつか報告されてお
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ン実験により，車両間の相対位置やアンテナ設置位置に依
る受信電波強度を計測する．このシミュレーションの結果
から，自車へ接近する方向に走行している鉱山用重機の検
知は可能である一方，自車から遠ざかる方向へ方向に走行
している鉱山用重機の検知は不可能な場合があるという結
果が得られた．
図 1

2. 関連研究

鉱山用大型重機同士の衝突事故現場 [5], [6]

Fig. 1 Collision Accident Scene[5], [6]

2.1 近接警告システム
り [3], [4], [5]，鉱山用重機と周囲の労働者や乗用車との接

1 章で述べたように，従来より，運転手の安全を確保す

触事故だけでなく，鉱山用重機同士の衝突事故も発生して

るための安全基準が規定されているが，これらは人的なミ

おり，特に巨大な鉱山用重機間の衝突は図 1 のような凄惨

スや極端な環境下では，有効に機能しないことが示されて

な結果をもたらす．

いる [17]．一方，信頼性の高い警報システムを構築する取

鉱山用重機と周囲の労働者との接触を防止するため，RF-

組の一つとして，計画されたルートからの逸脱や速度超過

ID やミリ波を用いた警報システムが開発されている [7], [8]．

を検知する研究が為されている [9], [10], [12], [14], [18]．例

しかしながら，RF-ID やミリ波の検知距離は 10∼20m 程度

えば，Google Earth を用いて，鉱山機器の操作を支援する

であるため，両者ともに鉱山用重機間の衝突を検知するには

システム [9], [10], [18] が提案されており，これらのシステ

不適である．一方，携帯電話網における通信やセンサーの検

ムでは，GPS デバイスによって取得された露天掘り鉱山

知で車両位置を把握し，車両位置を無線通信で通知するシス

機器の位置情報が，鉱山内に設置された基地局からなる無

テムも開発されている [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

線メッシュネットワークで共有され，3D 地図上に表示さ

．これらのシステムは，比較的小規模な鉱山で効果的であ

れる．別の取組 [12] では，基準となるポリ塩化ビニル製

るが，大規模な鉱山に適応する際には，鉱山全体を網羅す

のポールを路側に設置し，ポールとの相対距離をレーザに

るために多数の基地局やセンサの設置，およびそれらのメ

より計測することで，機器の位置を高精度に検出するシス

ンテナンスが課題となる．これらの方式に比べ，車車間通

テムが提案されている．また，433 MHz 帯の通信を利用

信は，無線通信範囲内であれば車両間での直接通信により

し，10∼20m 以内の車両，人，物を検知し，鉱山機器の操

互いの位置情報を交換することができ，車両にのみ通信機

縦者に対して警報を発する取組も為されている [14]．文献

器を装着する手法であるため，その導入およびメンテナン

[9], [10], [12], [18] のシステムでは，基地局やポリ塩化ビニ

スの費用対効果が高い．鉱山を運営する企業では，実際に

ルポールのような屋外のインフラ設備が必要となるため，

2.4GHz の Wi-Fi のアンテナを鉱山用重機に搭載してお

鉱山のような過酷な環境下では，導入およびメンテナンス

り，アクセスポイントを介して情報共有が為されている．

コストが無視できないものとなる．文献 [14] の取組は，提

一方，鉱山用重機同士が直接通信する車車間通信は，通常

案する手法と似通ったものであるが，無線通信の信頼性が

の車車間通信とは環境が大きく異っているため，必ずしも

高いことを前提としており，必ずしも多様な状況下での稼

従来の知見を活用できるわけではない．まず，鉱山用重機

働を想定したものではない．

本体が巨大な鉄の塊であり，電波伝搬に強く影響すること
が想定され，例えば，車両間の相対的な位置やアンテナ搭

2.2 車車間通信の電波伝搬モデル
文献 [19] で論じられているように，車車間通信モデルは

載位置に因り，通信品質が大きく変化することが考えられ
る．また，鉱山の地形は，都市の地形とは大きく異なり，

(i) 地形情報を用いた決定論的モデル [20] (ii) 地形情報を

すり鉢上の地形の中に階段状の道路が敷設されており，異

用いた確率論的モデル [21] (iii) 地形情報を用いない確率論

なる段の道路は T 字路やヘアピンカーブ上で接続されて

的モデル [22] の三種類に分類される．文献 [20] では，周

いる．そのため，異なる段差を通行する車両間の高度差に

辺車両のような移動物体とともに，ビルや街路樹のような

よって生じる電波遮蔽や，切り立った崖が電波伝搬へ及ぼ

静止物体の外形など，地形情報を用いる車車間通信の電波

す影響を考慮する必要がある．

伝播モデルを提案している．このモデルにおいては，見通

本取組では，費用対効果やメンテナンス性が高い Wi-Fi

しのあるリンクと見通しのないリンクの二種類の通信リン

をベースとした車車間通信により，鉱山用重機の運転手の

クにおいて，大規模な電波強度変動は決定論的に計算する

状況把握を支援するために，鉱山用重機周辺の電波伝搬モ

とともに，小規模な電波強度変動は周辺に存在する物体の

デルを構築する．また．この電波伝搬モデルを実測値と比

数に依存して確率論的に計算する手法を採用している．文

較することでその妥当性を検証するとともに，掘削のため

献 [21] では，時間的に変化する受信信号の包絡線と位相，

に切り立った崖を鉱山環境のモデルとし，シミュレーショ

複素包絡線のパワースペクトルの確率分布を求めることに
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図 2

鉱物が積載されている重機

Fig. 2 Haul Truck with Payload
図 3 左前にアンテナを取りつけた重機

Fig. 3 Haul Truck with Antenna at Left-front Position

より，都市における移動物体の電波伝搬を確率論的にモデ
ル化しており，ある特定の方位角の範囲に存在する建物が
原因で生じる電波の散乱，反射を考慮した無線チャネルの

自体は無指向性であっても，鉱山用重機全体を電波放射物

伝達関数を求めている．一方，文献 [22] では，実際に車両

と見なしたアンテナは指向性を持ち，この指向性は通信重

を走行させ，実環境下で通信を行い，車両間の通信状況を

機間のアンテナの位置関係やアンテナの設置位置に依存し

測定し，それらの測定結果に基づいて，都市空間内の様々

て変化する．また，乗用車や軽車両とは異なり，アンテナ

な状況における車両間の電波伝搬状況モデルを構築して

の設置できる位置は限られる．例えば，重機の後方には鉱

いる．

物を積載するため，重機の左前方にアンテナを設置したも
のが多い (図 3)．そのため，通信を行う 2 つの重機の進行

2.3 本研究の位置づけ

方向によって，鉱山用重機本体やその積載物が電波伝搬に

本研究の目的は，比較的安価かつ入手が容易な Wi-Fi に

与える影響の大きさが異なる．例えば，アンテナを重機の

よる電波伝播において，鉱山用重機の車体と，鉱山特有地

前方に設置し，自車の後方を走行する重機と通信を行う場

形が与える影響を理解し，周辺の重機の存在を把握するこ

合，同一平面上の後方を走行する重機の進行方向が自車と

とで，鉱山における安全性向上を実現することにある．上

同方向であれば，通信相手となる鉱山用重機本体やその積

記の文献はいずれも乗用車を対象とした電波伝搬モデルを

載物が電波に及ぼす影響は非常に小さいが，異なる進行方

扱ったものである．乗用車の典型的なサイズは，4.5m ×

向であれば，通信相手となる鉱山用重機本体やその積載物

1.8m× 1.5m 程度である一方，鉱山における鉱山用重機は

が電波に及ぼす影響は大きくなる．以上のことから，鉱山

おおよそ 15m × 10m × 8m にも及び，体積にして乗用車

用重機については，積載物の有無，アンテナ位置，重機の

の 80 倍の大きさである．また，鉱山における地理的環境

進行方向を電波伝搬に影響を与える要因として考え，積載

は都市のそれと著しく異なるため，従来とは異なる取組が

物の有無を表す 2 値変数を p = {0, 1}，アンテナの設置位

求められる．本取組では，鉱山環境における電波伝搬モデ
ルを構築するとともに，Wi-Fi による車車間通信の有用性

置を表す変数を a，2 つの重機の進行方向を表す変数をそ
れぞれ d，d′ とする．

及び制約をシミュレーション実験により明らかにする．

次に，鉱山特有の崖や段差を含む地形が電波伝搬に与え
る影響について述べる．地下深くの鉱物を採掘するため

3. 鉱山環境下の車車間通信の特性と
通信に影響を与える要因

に，露天掘り鉱山の地形は，全体的にすり鉢のような形状
をしており，重機が作業及び移動を行う道路はそのすり鉢

本章では，鉱山環境下における車車間通信の電波伝搬の

状の地形の中に階段状に設置されている．典型的な露天掘

特性と，考慮すべき要因について述べる．まず，鉱山用重

り鉱山の設計基準書 [23] によると，隣接する段の道路との

機自体が電波伝搬に与える影響を考える．鉱山では様々な

高低差はおよそ 15m であり，この高さは巨大重機の全高

種類の重機が用いられるが，本研究では，図 2 に示すよう

よりも高く，4 ∼ 5 階建のビルの高さに相当し，段差毎に

な鉱山用重機間の通信を対象とする．このような鉱山用重

存在する崖の傾斜角は最大 75◦ になるため，電波伝搬にお

機の車両本体やその積載物は電波の遮蔽物となり，電波の

いて地形の影響は無視できない．鉱山用重機が関わる事故

回折，反射，減衰を生じさせる要因となる．特に，積載物

の一例として，他の重機の走行経路の逸脱やトラブルが原

は図 2 に示すように，重機の屋根の位置よりも高く積載さ

因で，道路の接続部分での衝突事故や上の段から重機が滑

れる場合があるため，積載物の有無は電波伝搬に大きな影

り落ち，自車に衝突する事故が挙げられる．このような潜

響を与える．その結果，鉱山用重機に取り付けるアンテナ

在的な危険を，事前に運転手に警告することは必要不可欠

― 205 ―

であることから，異なる段に位置する重機間の通信に対し

表 1

想定する重機と積載物

Table 1 Haul Track and Materials

ての電波伝搬を考慮することが求められる．以上のことか
ら，鉱山特有の地形そのものだけでなく，その環境下にお
ける重機の位置関係も電波伝搬に与える要因として考え，
鉱山の地形を表す変数を g ，通信を行う 2 つの重機の位置
を表す変数をそれぞれ l，l′ とする．

重機の大きさ

全長 15．49m ×全幅 9．6m ×全高 7．52m

重機の材質

鉄

積載物の材質

鉄

積載物の高さ

アンテナ設置屋根から 2m

4. 電波伝播モデルの設計

表 2 アンテナの規格

Table 2 Antenna Specification

重機本体や積載物による反射や回折のために，鉱山用重

プロトコル

機に取り付けられたアンテナから発せられる電波の伝播経

無指向性

出力電力

50mW(17dBm)

アンテナの設置位置の高さ

地上から 8．0m

路は変化する．そのため，アンテナ自体は無指向性である
が，そのアンテナを装着した鉱山用重機全体は，指向性を

802．11g

指向性

もった仮想的なアンテナとみなすことができる．本研究で
は，この仮想的なアンテナを重機アンテナモデルとよび，そ
の周辺の電波伝搬をレイトレース法を用いて解析すること
によって，重機アンテナモデルを構築する．また，鉱山特有
の環境を考慮するために，アンテナの設置位置や積載物の
存在を考慮したシミュレーション実験を実施する．シミュ
レーション実験では，ネットワークシミュレータ Scenargie

[24] 上で，その機能の一つである Fast Urban Propagation
Module，High Fidelity Propagation Module を利用し，レ
イトレースによる電波伝搬解析を行った．Scenargie は現
実的な環境を想定した無線通信の解析及び設計を可能にす
るフレームワークであり，大規模かつ複雑なシステムを対
象とした無線通信の評価を行うことができる．

4.1 レイトレースによる重機アンテナモデルの構築
本研究で対象としている鉱山用重機の車両寸法を表 1 に
示す．まず，Scenargie の GIS オブジェクトを用いて，表 1
の車両寸法に準拠した鉱山用重機の 3D モデルを作成した．

図 4 重機アンテナモデルの放射指向特性

Fig. 4 Received Signal Strength by Simulation using Antenna

なお，鉱山用重機の車体表面の細やかな形状が電波伝搬に

Pattern

与える影響は非常に小さいため，鉱山用重機の 3D モデル
は直方体の GIS オブジェクトを組み合わせて構築した．積

障害物を考慮しない自由空間伝搬損失モデルによって得

載物は鉱山用重機の高さより高く積載され，その最高点は，

られる電波強度を RSSIF で表すと，ゲイン G(r, θ,φ ) は

鉱山用重機の屋根から高さ 2m に位置するものと仮定した．

RSSIH (r, θ,φ ) − RSSIF (r,θ ) として得られる．アンテナ

鉱山用重機に取り付けるアンテナの規格は表 2 に示すもの

の設置位置を左前方としたとき，アンテナの中心から 20m

で，世界の各地域で使用することを想定し，2.4 GHz 用の

離れた場所の各放射方向における RSSIH を，図 4 に示

無指向性アンテナを用い，出力電力 50mW(17dBm) によ

す．鉱山用重機の進行方向を 0◦ の方向とし，角度の軸は

り，IEEE 802.11g で通信するものとする．アンテナの設

反時計回りを正とする．赤線は RSSIH を示し，赤線が円

置位置を左前方，中央前方の二種類を想定し，設置位置に

の外側に位置するほど，電波強度が強いことを表している．

よらず，鉱山用重機の屋根の上，地上から 8.0m の高さに

重機の，左側の領域にあたる 0◦ ∼ 175◦ の方向，右側前方

設置する． これらの環境の下での重機アンテナモデルの放
射指向特性を求めるため，重機や積載物による電波伝搬の
障害を考慮したレイトレースによる電波伝搬モデルと，障
害物を考慮しない自由空間伝搬損失モデルを採用した場合
の 2 種類の電波伝搬モデルを用いたときの電波強度を測定

にあたる 280◦ ∼ 360◦ の方向では，重機本体は電波に影

響を与えないので，RSSIH が −49.55dBm に一定してい

る．一方，重機の右側後方にあたる 180◦ ∼ 270◦ の方向で
は，RSSIH は −88dBm∼ −70dBm の範囲に分布してお

り，重機本体による電波遮蔽の影響のため，重機の右側前

し，重機アンテナモデルの各放射方向におけるゲインを求

方，左側の方向と比べて 20dBm∼ 40dBm 程度電波強度が

める．レイトレースによって得られる電波強度を RSSIH ，

低下していることがわかる．
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おける RSSI は，重機本体による電波遮蔽の影響を受ける
ため，他の方向の RSSI と比較して 20 ∼ 40dBm 程低下す
る傾向にある．アンテナからの距離が 70m 以上である場

合には，鉱山用重機本体の電波に与える影響が弱まり，そ
の差は，最大約 10dBm 程度まで縮まる傾向がある．この
ような傾向が実測値とシミュレーションの結果の両方に見
られるため，シミュレーションによって得られた RSSIH
は，図 5 に示した実測値 RSSIA の傾向を再現しており，
重機アンテナモデルは実際の環境を表現したモデルである
といえる．

5. 仮想鉱山内での通信可否領域の推定
図 5

本章では，4 章で設計した重機アンテナモデルを利用

実測値の距離対電波強度特性

し，鉱山の 3D 地形モデル上において，二つの重機間の通

Fig. 5 Received Signal Strength by Real Measurement

信が可能な領域と通信が不可能な領域を推定するととも
に，3 章で述べた，電波伝搬に影響を及ぼすパラメータ

(p, a, d, d′ , g, l, l′ ) が，通信可否領域の推定に与える影響を
把握する．

5.1 想定環境
本節では，想定環境として与えるパラメータの入力につ
いて述べる．本研究では，鉱物を運搬中の鉱山用重機同士の
通信を仮定しているため，積載物の有無を表すパラメータ p
の値は，p = 1 で固定する．アンテナの設置位置 a は，左前
方と中央前方の二種類について考え，a = {Lef t, M iddle}
図 6 重機アンテナモデルの距離対電波強度特性

とし，重機の進行方向 d, d′ は上向きと下向きの二種類につ

Fig. 6 Received Signal Strength by Simulation

いて考え，d, d′ = {U p, Down} とする．鉱山の 3D 地形モ

デル g は，一般的な露天掘り鉱山の道路設計基準 [23] を参
考に，露天掘り鉱山の典型的な地形を模したすり鉢状の 3D

4.2 実測値との比較
重機アンテナモデルから得られる電波強度の特性と，鉱

地形モデルと，鉱山用重機がすれ違う場所で特に衝突事故

山用重機にアンテナを設置したときに得られる実環境に

が生じやすい，階段状の道路の接続部分周辺での通信可否

おける電波強度の特性との比較を行う．実環境における電

領域の推定を行うため，チリの主要銅鉱山 Chuquicamata

波強度の計測においては，鉱山用重機の左前方にアンテナ

の地形を参考に，高低差のある T 字路の 3D 地形モデル

を設置し，Bitrieve 社の AirPcap [25] により RSSI を測

を作成した．参考にした鉱山の設計図，チリの主要銅鉱山

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

定した．0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315 の方向毎

Chuquicamata の地形を図 7，8 に，作成した 3D 地形モ

で，アンテナからの距離に対し，実測した RSSI，シミュ

デルを図 9，10 に示す．図 8 の航空写真においては，薄

レーション上で計測された RSSI を，図 5，6 に示す．図

黒く轍の跡が見られる部分が鉱山用重機が走行する道路で

5 に示した実測値の結果では，RSSI がスパイク波形のよ

あり，図の上方に，階段状の道路の接続部分となる T 字

うに急激に変化しているが，これは電波の受信強度が時間

路の交差点が存在することがわかる．その他の部分は，図

とともに変動するフェージング現象の影響によるものであ

の右側の標高が高く，左側の標高が低い形で崖になってい

る．図 6 に示されるように，シミュレーションでは，重

る．すり鉢状の 3D 地形モデルについては，その段差を 3

機アンテナモデルの放射指向特性を正確に把握できるよ

段とし，カーブの曲率を 1/125 と 1/250 にした 2 種類の

う，フェージング現象は考慮していないため，RSSI は変動

地形を用意し，T 字路の 3D 地形モデルと合わせて計 3 種

◦

◦

◦

◦

◦

していない．また，0 , 45 , 90 , 135 , 315 の方向における

類の仮想鉱山を作成した．つまり，カーブの曲率を 1/125

RSSI は，重機本体による電波遮蔽の影響を受けず，フェー

にしたすり鉢状の 3D 地形モデルを R125，カーブの曲率

ジング現象を考慮していないため，同じ値となっている．

を 1/250 にした地形モデルを R250，T 字路の 3D 地形モ

アンテナからの距離が 40m よりも小さい場合には，重機

デルを T shape とすると，g = {R125, R250, T shape} とな

◦

◦

◦

の後方，右側後方，右方となる 180 , 225 , 270 の方向に

る．最後に，通信を行う 2 つの重機の位置 l, l′ について
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図 7

仮想鉱山道路の設計図

Fig. 7 Road Structure

述べる．仮想鉱山 g = {R125, R250} を対象とした推定を

図 8

行う際は，鉱山用重機は最下層の段と 3 段目のみに配置

衝突事故が生じやすい箇所の航空写真

Fig. 8 Open Pit Mine Aerial Photograph

する．g = {R125, R250} の地形に存在する段差のうち，

1 段目，2 段目は鉱物の採掘を進めていく過程で生じる段

差であり，重機が通行する道路ではないためである．自
車となる鉱山用重機 1 を最下層の段に固定し，その位置

l を l = 0 とする．通信相手となる鉱山用重機 2 を 0 段目
に配置した鉱山用重機 1 と同じ位置と，3 段目の段の鉱
山用重機 1 の真横となる位置に配置し，その位置 l′ を基
準とし l′ = 0 とする．鉱山用重機 2 を鉱山用重機 1 台分
の全長となる 15m の間隔を空けて前後に 120m 離れた位
置まで順次移動させ，それぞれの位置における二つの重
機間の通信時の RSSI をシミュレーションによって算出し
た．つまり，l′ = {−120, −105, −90, · · · , 105, 120} であり，

(l, l′ ) = (0, −120), (0, −105), · · · , (0, 120) の計 17 個のケー

図 9

スについてシミュレーションを行った．g = T shape の地

仮想鉱山の 3D モデル

Fig. 9 3D Terrain Model

形については，低段のスロープ (図 10 における手前の道
路) 上の T 字路の交差点から 120m 離れた位置に鉱山用重
機 1 を固定し，その位置を l を l = 0 とする．通信相手と
なる鉱山用重機 2 は T 字路の交差点に接続されている道路
のうち，高段のスロープ上の鉱山用重機 1 の真横となる位
置に配置し，その位置 l′ を基準とし l′ = 0 とする．以下同
様に，鉱山用重機 2 を道路上に沿って，15m の間隔を空け
て前後に 120m 離れた位置まで順次移動させ，それぞれの
位置における通信時の RSSI を算出した．
以 上 ，p

=

1， a

=

{Lef t, M iddle}，d(d′ )

=

図 10

{U p, Down}，g = {R125, R250, T shape}，l = 0，l′ =

{−120, −105, · · · , 120} のパラメータの値を組み合わせた
環境を対象とした推定を行う．

衝突事故が生じやすい地形の 3D モデル

Fig. 10 3D Terrain Model

示している．通信時の RSSI が −80dBm 以上となる領域

を通信可能な領域とし，−80dBm 未満となる領域を通信

5.2 推定結果

不可能な領域としている．図中の各ボックス内の数値は二

5.1 で述べたパラメータを組み合わせた環境における通
′

信可否領域の推定結果を図 11 ∼ 14 に示す．(a)(d, d ) =

(U p, U p) は，2 つの鉱山用重機の進行方向が両者とも上向
′

きである場合，(b)(d, d ) = (U p, Down) は，最下層に位置
する鉱山用重機 1 の進行方向は上向き，三段目に配置す
る鉱山用重機 2 の進行方向は下向きである場合の結果を

つの重機間の通信時の RSSI を示しており，RSSI の値が

−60dBm 以上となる領域は赤色，−70dBm 以上 −60dBm

未満の領域はピンク色，−80dBm 以上 −70dBm 未満の領

域は薄いピンク色，通信不可能な領域となる −80dBm 未
満の領域は水色で色分けしている．図 11 は，アンテナの

設置位置を左前方 (a = Lef t)，地形を g = R125 とした環
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境の推定結果を示している．この環境においては，鉱山用
重機 1 の前方 100m 以上離れた位置において，鉱山用重機

2 との通信が不可能な領域が存在することがわかる．また，
鉱山用重機の進行方向が互いに異なる場合，鉱山用重機 1
の右側後方の領域は，重機に取り付けられたアンテナ間の
距離が大きくなるとともに，鉱山用重機本体による電波遮
蔽の影響が大きくなるため，鉱山用重機の進行方向が同方
向の場合と比べて，三段目の道路において，通信不可能な
領域が増加する傾向がある．図 12 は，アンテナの設置位
置を中央前方 (a = M iddle)，地形を g = R125 とした環境
の推定結果を示している．アンテナの設置位置を左前方と
した環境と比較すると，電波強度が全体的に弱まっており，
通信不可能な領域も増加していることがわかる．特に進行
方向が同方向である場合は，鉱山用重機 1 の前方の領域に
ついて，進行方向が互いに異なる場合は，鉱山用重機 1 の
後方の領域については，通信不可能な領域が大半を占め，
その領域に位置する車両とはほとんどの場所において通信
できないという結果が示されている．図 13 は，アンテナ
の設置位置を左前方 (a = Lef t)，地形を R = 250 とした

(a) 進行方向が同方向のとき
((d, d′ ) = (U p, U p))

ケースの結果を示している．進行方向が同じ向きのとき，
三段目の道路において，鉱山用重機 1 の右側前方に通信不

図 11

(b) 進行方向が異なるとき
((d, d′ ) = (U p, Down))

通信可否領域推定結果 (a = Lef t，g = R125)

Fig. 11 RSS Estimation by Our Function(Antenna at Leftfront Position,Curvature 1/125)

可能な領域が存在し，進行方向が異なる場合については，
右側後方は通信不可能な領域が多数を占めている．この傾
向は地形が R = 125 の場合と似ている．図 11 ∼ 13 の結果

より，アンテナの設置位置 a や曲率の違い g = R125, 250，
′

の通信可否ログを用いて，より正確な通信可否領域を推定
する方法を検討する．実環境下における通信可否ログは，

進行方向 d, d によって，通信時の電波強度は変化するが，

通信不可能な領域を運転手に知らせるための情報として非

いずれの環境においても，鉱山用重機 2 が鉱山用重機 1 に

常に価値があるが，このような情報を活用できる場所は，

接近する方向にある場合，通信不可能な領域は存在せず，

過去に通信が発生し，通信可否ログが蓄積した場所のみで

通信が可能であるという結果が得られた．また，鉱山用重

有効である．システム導入の初期段階は通信可否ログは少

機 2 が鉱山用重機 1 から遠ざかる方向にある場合，通信不

なく，また，鉱山の環境は時々刻々と変化し，過去の通信可

可能な領域が生じやすい傾向があることがわかった．

否ログが使えなくなり，通信可否ログが十分ない状況にお

地形を g = T shape に設定した環境における推定結果を．
図 14 に示す．なお，アンテナの設置位置，重機の進行方
向は a = Lef t，(d, d′ ) = (U p, U p) に設定した．鉱山用重
機 1 の後方 105m までの領域には，通信不可能な領域は存

いても，重機アンテナモデルを活用したシミュレーション
により，効果的に通信可否領域を推定できると考えている．

6. まとめと今後の課題

在しないため，後方から接近する車両の検知が可能である

本研究では，鉱山用重機周辺の電波伝搬モデルを構築し，

が，一方，T 字路付近に通信不可能な領域が存在すること

実測値との比較を行った．また，構築した電波伝搬モデル

がわかる．これは，その領域に存在する車両の検知は不可

を用い，実際の鉱山の環境を参考にした仮想鉱山の 3D 地

能であること意味し，鉱山用重機 1 が T 字路を左折する方

形モデル内での鉱山用重機間の通信時の電波強度をシミュ

向に進行する場合，衝突事故の恐れがあることを示唆して

レーションによって算出し，通信可否領域の推定を行った．

いる．

その結果，三段上の道路に存在する重機間との通信では，

以上の結果から，いずれの環境においても，自車から遠

自車へ接近する方向に走行している鉱山用重機との通信は

ざかる車両の検知は困難であるが，自車に接近する車両の

可能である一方，自車から遠ざかる方向に走行している鉱

検知は可能であり，Wi-Fi を用いた車車間通信により，周

山用重機と通信を行う場合，重機間の距離が 120m 以内の

辺の重機の存在を把握することが期待できる．また，図 11

範囲においても通信不可能な領域が存在することを示した．

∼ 14 に示したように，提案した重機アンテナモデルによ

提案手法で得られる結果は，露天掘り鉱山内の通信不可

り，様々な鉱山環境下における重機間の通信状況を把握で

能な領域を可視化するとともに，得られた結果を基に，通

きることを示した．今後，実際の環境下で通信を行った際

信不可能な領域に他の重機が侵入する可能性があることを
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(a) 進行方向が同方向のとき
((d, d′ ) = (U p, U p))
図 12

(b) 進行方向が異なるとき
((d, d′ ) = (U p, Down))

通信可否領域推定結果 (a = Lef t,(d, d′ ) = (U p, U p),g =

図 14

T shape)

通信可否領域推定結果 (a = M iddle，g = R125)

Fig. 14 RSS Estimation by Our Function(T junction)

Fig. 12 RSS Estimation by Our Function(Antenna at Middlefront Position,Curvature 1/125)

検知でき，衝突事故防止に貢献するものと考えている．今
後，この結果を活かした鉱山用重機の安全運転支援システ
ムを構築する予定である．また，より正確に現実の鉱山を
再現しシミュレーションを行うとともに，様々な種類の仮
想鉱山を用意し，通信可否領域を推定することによって，
多種多様な鉱山に適用可能なデータを得ることを検討して
いる．
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