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1. はじめに
スマートファクトリーは，製造装置や管理シ
ステムをネットワークに接続し，製造過程の効
率化を目指す工場のことである．スマートファ
クトリーの実現には，多数のセンサとセンサか
らのデータの処理が可能な仕組みが必要である．
そこで，水戸らは，無給電ワイヤレス電力セン
サ[1]を開発し，無給電電力監視システムを試行
している．この電力センサは，エナジーハーベ
スト技術により，バッテリレスで駆動する．さ
らに，製造装置の電力データを無線通信で簡便
にサーバに保存することが可能である．
水戸らの無給電電力監視システムは，ゲート
ウェイが電力センサからのデータを集約し，ク
ラウドへ送信している．一般的に無給電電力監
視システムは，長期運用が望まれる．そのため，
ゲートウェイに障害が発生し，動作不能となる
とシステム全体が停止し，問題となる．
一方で，多数のセンサからのデータを処理す
る方法としてフォグコンピューティングが提唱
されている．フォグコンピューティングは，セ
ンサからのデータを一次処理し，必要なデータ
のみをクラウドに送信することで，多数のセン
サからのデータの処理を可能にする．
そこで，本研究では，フォグコンピューティ
ングによりゲートウェイを冗長化し，耐障害性
を向上させ，無給電電力監視システムの長期運
用を実現することを目的とする．本論では，実
機実験によるダウンタイムの評価を行い，冗長
化させたシステムの有効性を検証する．
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図１．無給電電力監視システムの概要

ゲートウェイへ送信する．その後，ゲートウェ
イは各電力センサからの電力データをクラウド
へ保存する．工場の管理者はモニタリング用の
デバイスからクラウドへアクセスすることで製
造装置の稼働状況を把握する．
2.2. 関連研究
冗長化の手法として，IP Anycast[2]や HA (High
Availability)クラスタ[3]が提案されている．
IP Anycast は，サーバに共通の仮想 IP アドレ
スが割り当てられる．クライアントがサーバへ
アクセスする場合は，最小のメトリックが設定
されたサーバに接続される．サーバに障害が発
生した際は，経路情報が更新され自動的に他の
サーバへ接続される．この機能はルータのルー
ティング機能により実現されている．しかし，
水戸らの無給電電力監視システムはルータのよ
うな役割をする機器を有していない．そのため，
電力センサが正常動作しているゲートウェイを
判断し，センサデータを送信する必要がある．
また，HA クラスタでは，定期的な生存確認の
信号の送信によって障害の検知を行っている．
2. 原理
本論においても，ゲートウェイ間で生存確認の
2.1. 無給電電力監視システム
無給電電力監視システムの概要を図 1 に示す． 信号を送信することで，障害発生を検知する．
無給電ワイヤレス電力センサは，電力線の漏れ
3. 提案手法
磁束のエネルギーから電力の計測とデータの送
電力センサが正常動作しているゲートウェイ
信を行う．工場内の各製造装置にこの電力セン
を判断し，センサデータを送信する必要がある
サを設置し，製造装置の管理を行う．製造装置
という問題を解決するために，ブロードキャス
の動作中，電力センサは定期的に電力データを
トによって送信するゲートウェイの選択を不要
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図２．提案手法の処理手順
図３．実験結果
図 2 に提案手法の処理手順を示す．2 台のゲー
トウェイをそれぞれノード A とノード B とする．
ゲーウェイがセンサデータをクラウドへ送信す
る状態を稼働状態，生存確認の信号を他のゲー
トウェイへ送信する状態を待機状態とする．初
期状態として，ノード A を稼働状態，ノード B
を待機状態として起動させる．この時 IP アドレ
スをノード A は 192.168.1.A/24，ノード B は
192.168.1.B/24 のように同じネットワークに属す
るように設定する．その後，無給電電力監視シ
ステムの運用を開始する．まず，電力センサは
ブロードキャストにより各ノードへセンサデー
タを送信する．次に，稼働状態であるノード A
は，センサデータをクラウドへ送信する．また，
待機状態であるノード B は，定期的に稼働状態
であるノード A へ生存確認の信号を送信し，応
答を確認する．応答が返ってこない場合，障害
が発生したと判断しフェイルオーバを実行する．
フェイルオーバ実行の際は，まず，待機状態で
あるノード B の IP アドレスを稼働状態であるノ
ード A の IP アドレスの 192.168.1.A/24 に変更す
る．次に，ノード B は再起動し，稼働状態へ移
行する．再起動後はノード A に代わってノード
B が電力センサからのセンサデータをクラウドへ
送信する．

4. フェイルオーバ評価実験
提案手法の有効性を確認するために，システ
ムを実装し，評価を行う．評価方法として，ダ
ウンタイムを計測する．本手法を運用中，ノー
ド A のシャットダウンにより疑似的に障害を発
生させる．その後，フェイルオーバが実行され
ることを確認する．ゲートウェイは Raspberry Pi
model B+を 2 台使用する．生存確認の信号とし
て Internet Control Message Protocol (ICMP)を使用
し，送信間隔を 10 秒から 60 秒の 10 秒間隔で変
動させる．各ゲートウェイで生存確認の信号の
送信時刻と応答結果，シャットダウンの時刻，
再起動の時刻を記録する．これらから，ダウン
タイムを算出する．以上の計測を生存確認の信

号の送信間隔ごとに 10 回ずつ実施する．
図 3 に実験の結果を示す．横軸は生存確認の
信号の送信間隔，縦軸は時間である．各グラフ
は，ダウンタイム，ノード A のシャットダウン
からノード B の障害検知までの時間，ノード B
の障害検知からノード B の再起動までの時間，
ノード B の再起動からセンサデータがクラウド
へ送信されるまでの時間の平均値を示している．
障害発生時にフェイルオーバが実行され継続し
たセンサデータの取得が可能であることを確認
した．ダウンタイムは生存確認の信号の送信間
隔が 60 秒時に最小 59 秒，最大 104 秒，平均 81.9
秒であった．したがって，センサデータの損失
を考えた場合，電力センサが 5 秒に一度，送信
していることから最大で 21 個のセンサデータが
損失する可能性がある．また，生存確認の信号
の送信間隔が短いほど，ダウンタイムも短かっ
た．よって，生存確認の信号の送信間隔を短く
することでデータの損失を軽減することが可能
になる．

5. おわりに
本研究は，無給電電力監視システムの長期運
用のため，ゲートウェイを冗長化し，耐障害性
を向上させることを目的としている．フォグコ
ンピューティングを基にした冗長化を行う手法
を提案し，実験により，障害発生時にフェイル
オーバが実行され，継続したセンサデータの取
得が可能であることを確認した．さらに，デー
タの損失は最大 21 個程度であり，実用に足るこ
とを確認した．今後は，実際の製造現場で検証
を行い，有効性を確認する．
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