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複数のシンクを設置する無線センサネットワークにおける
二次電池の発電効率を考慮した通信経路構築について
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はじめに

無線センサネットワークでは，電池駆動のノー
ドを設置することが一般的であるため，サービ
スを長期間提供するためには，ノードの省電力
化が重要であり，そのための試みとして，デー
タの集約管理を行うシンクを複数設置し，特定
のノードに負荷が集中することを防ぐ研究が盛
んに行われている[1]．また，省電力化とは異な
るアプローチとして，センサノードに二次電池
を搭載したノードを用いることで再充電が可能
なノードを想定した研究も注目が高まっている
[2]．しかし，複数のシンクが存在する環境にお
いて，二次電池を搭載したノードを用いて電力
化を図る研究は，我々の知る限り存在しない．
本稿では，複数のシンクが設置された無線セン
サネットワークにおいて，二次電池を搭載した
ノードの発電効率を考慮し，システムを長期間
に渡って運用可能とするデータ収集手法を提案
する．提案手法では，残余電力，発電効率，ホ
ップ数の情報に重みをつけることにより，特定
のノードに負荷が集中することを防ぐことでネ
ットワークの長寿命化を図る．
2 想定環境
観測対象となる領域に，多数のノードが密に設
置されており，またシンクが領域内に複数設置
されているものとする．シンク及びノードは，
互いが無線通信範囲内に位置する場合に相互に
通信可能である．各ノードは定期的にセンシン
グを行い，得られたセンサデータは，いずれか
のシンクに送信できた場合に収集成功となるも
のとする．各ノードには，太陽電池などの二次
電池が搭載されており，再充電が可能であるも
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図 1 経路変更の例
のとする．

3 提案手法
提案手法では，図 1 に示すように，シンクまで
のホップ数が小さく，残余電力および二次電池
の発電効率が良いノードを経由することが期待
される経路でデータ収集を行う．具体的には，
隣接ノード間において，各シンクまでの最短ホ
ップ数，残余電力，および二次電池の発電効率
に関する情報を共有する．データ収集時は，共
有した情報に基づき，自身の保持するデータを
転送する隣接ノードを決定する．
3.1 初期経路の構築
システム運用前に，まず各シンクが自身の存在
を通知するパケットをネットワーク全体にフラ
ッディングする．このメッセージには，送信元
であるシンクの識別子およびシンクからのホッ
プ数に関する情報を含んでおり，フラッディン
グが完了した時点で，各ノードは各シンクから
自身までの最短ホップ数を記録できる．また，
各ノードが発信したメッセージを通信範囲内に
存在するノードが傍受することで，各ノードは
全隣接ノードの識別子及び各シンクからの最短
ホップ数を記録する．各ノードは記録している
情報より，ホップ数が最も小さくなるシンクを
送信先として決定する．これにより，初期経路
が構築される．
3.2 データ収集
各ノードは観測したデータを収集し，シンクへ
と送信する．この時，送信ノードは自身の残余
電力，最小ホップ数に関する情報をパケットに
付与する．このパケットは送信先のノードだけ
でなく，通信範囲内に存在する他ノードも受信
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平均生存ノード数

可能である．パケットを受信したノードは，自
身の保有している隣接ノードの残余電力，最小
100
ホップ数に関する情報を必要に応じて更新する．
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ここで，𝐵𝑛 はノードの残余電力，𝐵𝑚𝑎𝑥 は電池容
量，𝑅𝑛 ，𝑅𝑚𝑎𝑥 は現在の発電効率および最大発電
図 2 実験結果
効率，𝐻𝑚𝑖𝑛 は自ノードの最小ホップ数，𝐻𝑛𝑚 は隣
接ノードの最小ホップ数を示す．
5 まとめと今後の課題
これにより特定のノードに負荷が集中すること
本稿では，複数のシンクが設置された無線セン
を防ぐ．
サネットワークにおいて，二次電池を搭載した
ノードの発電効率を考慮し，システムを長期間
4 評価
に渡って運用可能とするデータ収集手法を提案
提案手法の有効性を検証するため，シミュレー
した．
ション実験を行った．実験では，提案手法によ
り，特定のノードに負荷が集中することを防ぎ， 今後は,シンクの最適な配置数の考察や，発電
量の変化をより実際の環境に合わせた状態で実
ネットワークの長寿命化ができるか検証するた
験を行い，手法の改良に向けた検討を行う予定
め，残余電力，発電量を考慮せず，ホップ数が
である．
小さくなるノードへと送信を行う単純手法との
性能比較を行った．
4.1 評価環境および指標
実験では，1000m×1000m の対象領域に 100 個の
センサノードおよび 2 つのシンクをランダムに配
置し， 1,000 回のデータ収集を行うシミュレー
ション実験を行った．センサノードの電池容量
は 1J であり，1 回のデータ送信に電池容量の
1.1 × 10−4%の電力を消費し，受信に1.0 × 10−5 %
の電力を消費する．発電量の高い領域に存在す
るノードは 1 周期ごとに2.0 × 10−4 %の電力を回
復し，低い領域に存在するノードは3.0 × 10−5%
回復する．発電量は 100 周期ごとに変動するもの
とする．この試行を，センサノード，シンクの
配置を変更しながら 100 回行い，各データ収集周
期において電力を使い果たさず稼働していたノ
ード数の平均値である平均生存ノード数を測定
した.
4.2 評価結果
実験結果を図 2 に示す．結果より，送信先ノー
ドの残余電力や発電効率を考慮しない欄準手法
と比較し，提案手法はより長時間にわたりノー
ドが稼働し続けていることがわかる．
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