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1. まえがき
ワイヤレスセンサネットワーク (WSN) は災害活動や気象
観測など様々な用途において利用可能な技術として注目を集
めている．WSN では，多くの場合は，有線ネットワークアー
キテクチャと比較して，センサ端末の通信および処理性能，電
力容量，スケールやデータ処理頻度，対象アプリケーション
が大きく異なるため，用途やアーキテクチャに応じたプロト
コル設計がなされる [1, 2, 3]．したがってセンサネットワー
クの設計においては，(i) 自律分散処理を含むアルゴリズムレ
ベルのプロトコル設計，(ii) 隣接ノードの管理やメッセージ
フォーマットの処理などプログラムレベルの処理を含むアル
ゴリズム実装，ならびに (iii) シミュレーション実験や実証実
験などを通した性能検証，など抽象レベルから実装レベルに
至る設計を行う必要がある．
そこで，我々は WSN プロトコルの設計開発から性能評価
までを支援する統合開発支援環境 D-sense[4] を提案している．
D-sense では既存の様々な WSN プロトコルにおいて頻繁に
用いられる処理をモジュール化し (i) でのハイレベルデザイ
ンのフェーズに利用できるようにした API を提供することに
よって (ii) での実装時にかかる時間と労力を軽減する．これ
により，設計者はプロトコルの設計に専念することが可能と
なる．また，実機用コードからシミュレータ用コードへの変
換機能，実機から収集した電波受信状況や電力残量をシミュ
レーションに反映する機能，実行時のデバッグ機能やモニタ
リングを可能とする実環境を対象とした性能評価支援環境な
どを提供することで，実機とシミュレーションのシームレス
な評価実験環境を実現し，(iii) における課題を解決すること
を目標としている．
本稿では D-sense の実装支援 API の設計および実装につ
いて述べる．D-sense の実装支援 API は，様々なプロトコル
で頻繁に用いられる処理やデータ構造をあらかじめ用意して
おくことにより，実装の工程を削減し，設計者がプロトコル
設計に専念できるようにすることを目標としている．そこで，
既存のプロトコルやアプリケーションの処理を参考に，一般
的に様々なプロトコルでよく行われる処理を列挙し，API と
して設計した．特に，複数のノードが関わる一連の処理は実
装が煩雑になりやすい．例えば，クエリ処理のような協調処
理の場合，クエリを送信する処理，クエリを受信した時に要
求に応じてデータを返す処理，さらにクエリやデータを中継
するノードの処理のように，多数のノードの動作を全て実装
しなければならない．従って，このような一連の処理を API
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としてあらかじめ用意しておくことにより，簡単なの記述の
みで，複数のノード間で行われる具体的なパケット交換を意
識しない実装が可能となり，実装の工程の大幅な削減が見込
める．

2. 統合開発支援環境 D-Sense の概要
2.1 実装支援
D-sense の提供する主な機能の 1 つが，アルゴリズム設計
の支援である．開発者は D-sense の実装支援 API を利用し
てアルゴリズムレベルでコードを記述し，API トランスレー
タが API を実装コードに置き換えることで，センサーノード
(Mica Mote) 上で実行可能な NesC によるプロトコルの実装
を得られる．様々なプロトコルの実装を支援するため，既存
の典型的なプロトコルの分析を行い，頻繁に用いられる処理
をピックアップして実装支援 API を設計した．この分析は，
文献 [5] などを参考に，WSN プロトコルの特徴を考慮して
行った．
特に，ルーティングプロトコルは WSN の様々なアプリケー
ションのベースとなり，必要性が高いため，当初の設計対象
とした．例えば，無線範囲内にいるノード ID の取得，指定
したノード座標の取得，クラスタ内で最も大きい電力残量を
持つノード ID の取得などの処理が API として用意されてい
る．これらの API を利用することで，多くのルーティングプ
ロトコルで実行される動作の実装工程を省略することができ
ると共に，直感的な記述が可能となる．

2.2 シミュレーションと実環境実験のシームレスな連携
による実験支援
D-sense はシミュレーションと実環境実験との間の連携を
行い，性能評価を支援するための機能の提供を行っている．連
携機能として，(1) 2 者間でのコード共有，(2) アニメータに
よる実環境実験結果の可視化，及び (3) 実環境のログを元に
したシミュレーションのパラメータ設定，が挙げられる．
D-sence を構成する API トランスレータにより生成された
NesC のコードはそのまま無線通信を行う端末 Mote 上で実行
可能である上，NesC トランスレータによって QualNet シミュ
レータ用の C++コードを生成することも可能である．可視化
機能は，実環境のセンサノード群の動作や状態を QualNet ア
ニメータで表示することができる．
また，パラメータ設定機能は，実環境で得たノードの位置
情報や受信メッセージの電波強度のログを元に，実環境での
設定や電波状況を継承したシミュレーション環境へのシーム
レスな移行を実現する．これにより，小規模ネットワークで
は実環境で評価し，中規模から大規模ネットワークでは同様

の設定でシミュレーションにより評価するといったことが容
易に行える．

表 1: 協調処理 API の一部
メッセージ管理 API
受信したメッセージを保存してから一定時間経過後に破棄
-> store msg(msg,time)
指定されたメッセージを取得
-> get msg(msg,seq)
データ送信 API
指定されたホップ数分だけブロードキャスト
-> khop broadcast(k,msg,event)
指定領域へデータを送信
-> sendTo area(area,data,event)
ネットワーク管理 API
隣接テーブルを取得
-> get neighborTable(table,event)
指定ノードまでのホップ数を取得
-> get hop(ID,hop,event)
1 ホップあたりの平均距離を計算
-> get oneHopDistance(distance,event)

2.3 プロトコルのデバッグおよび管理支援
分散環境におけるセンサノード上のプログラムのデバッグ
は多くの困難を伴う．D-sense はそれを軽減するために，ノー
ドの情報の取得やデバッグの簡易化を可能とするためのデバッ
グ支援を行う．開発者は，どのノードでどのような条件が成
立した場合にセンサネットワーク全体でプログラム実行を停
止したいか，また停止後にはどのノードがどのような処理を
行うべきかといったデバッグシナリオを記述することでより
容易にデバッグを行うことができる．この機能を利用するこ
とで，モニタリングや保守などをより容易に運用できる．

3. 実装支援 API および API トランスレータ の設計
と実装
本稿では D-sense へと組み込む協調処理 API の設計と実装
を行ったため，それについて述べる．特に複数のノードが関
わってパケット交換を行う必要のある処理は，ノードの役割
ごとに他ノードとの連携を充分考慮して動作を規定し，一連
の処理を正しく動作させなければならないため，特定ノード
までのホップ数の取得などの簡単に思えるような処理でも実
装には手間がかかり，コードは複雑になりやすい．そのため，
こういった処理を API としてあらかじめ用意しておくことは
大変効果があると考えられる．
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khop_broadcast(4,msg,ev1()) ;
ev1(Msg *rMsg){

//user can define
}

3.1 協調処理 API
ルーティングプロトコルにおいて，例えば GPSR [1]，SPEED
[2] など，位置情報を用いる様々な手法が考案されているが，
各ノードがあらかじめ自身の位置情報を保持しておくことは，
場合によっては困難である．そのため，ノード自身が他ノー
ドとの通信により得ることのできる情報から自身の位置を推
定する位置推定プロトコルは必要性が高く，極めて重要であ
る．そこで以下では D-sence の API のうち，位置推定を対象
として設計した API 群を例として説明を進める．
位置推定などの協調処理アプリケーションにおいて共通し
て行われている一般的な処理を考え，メッセージ管理を行う
API，データ送信を行う API，ネットワーク管理を行う API
の 3 つのレベルに分けて API を設計した．さらに，これら
の API を用いて，位置推定などのアプリケーション中のハイ
レベルな処理を API として設計した．設計した主な協調処理
API を表 1 に示す．
表 1 の get oneHopDistance() は 1 ホップあたりの平均距
離を計算する API であり，協調処理 API である get hop() を
用いて設計を行った．計算方法については，既存の位置推定
手法 DV-Hop[6] で行われる方法を用いている．座標が既知で
ある基地局 (以下，ランドマーク) が他のランドマークまでの
ホップ数，および距離を取得し，一定数のランドマークからの
情報を取得後，各ランドマークまでのホップ数の総和と距離
の総和から 1 ホップあたりの距離を算出する．各ランドマー
クは自身を含めた全ランドマークのノード ID，および座標を
知っているものとすると，上記の計算を行うためには他のラ
ンドマークまでのホップ数を取得する必要があるが，この処
理を内部的に協調処理 APIget hop() を用いて行っている．こ
の API は計算結果を第一引数として指定されている distance
に格納し，その後，ユーザによって定義される event の内容
を実行する．
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task void khop_broadcast(){
call khbSend.send(TOS_BCAST_ADDR,
MODE_ONE_HOP_BROADCAST, &s_msg,
sizeof(Msg));
}
command result_t StdControl.start(){
sendMsg = msg;
sendMsg->hopCount = 4;
post khop_broadcast();
NesC䈪䈲
}
ᦨೋ䈮
void ev1(Msg *rMsg){
ታⴕ䈘䉏䉎
//user can define
㑐ᢙ
}
event TOS_MsgPtr khbReceive.receive(TOS_MsgPtr msg,
void *payload, uint16_t payloadLen){
Msg *receivedMsg = (Msg *)payload;
receivedMsg ->hopCount--;
if(receivedMsg ->hopCount > 0){
sendMsg = receivedMsg;
post khop_broadcast();
}
ev1(receivedMsg);
}

図 1: トランスレータの変換概略図

以上のようにそれぞれのレベルにおいて一般的な処理を API
として用意し，さらにそれを用いてハイレベルな API も用意
しておくことで，協調処理を行う様々なプロトコルやアプリ
ケーションの実装工程を削減できる．

3.2 API トランスレータ
D-sense の API トランスレータは前述のような API で記
述された部分を検出し，あらかじめ用意されているコードを
調整して置き換えることで，全て NesC で記述されたプログ
ラムを生成する．
トランスレータの API の変換概略図を図 1 に示す．図 1 で
は指定されたホップ数分だけブロードキャストを行う API で
ある khop broadcast() の場合の変換概略図を示している．
変換前の khop broadcast() は引数が 3 つあり，左から順に
ブロードキャストするホップ数”4”，送信するメッセージ”msg”，
メッセージを受信した時に実行される関数”ev1()”，となって
いる．ここには，メッセージ中のデータを特定の変数に格納す
るなどの処理内容を，別途ユーザが定義した関数の関数名と
して指定する．受信メッセージを使った処理を記述すること
を想定しているため，受信メッセージを引数とする関数を指
定する必要がある．ただし，指定されたホップ数分のブロー
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ドキャストを行うための判定処理や転送処理は API にて行っ
㪈㪉
ているため ev1() には記述する必要がなく，メッセージを受
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㪏
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ブロードキャストされる．NesC ではメッセージを受信した場
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る．その後に，ユーザによって指定されていた ev1() を実行
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また，NesC においてはメッセージ受信時にどのイベント
図 2: ノード配置およびノード間の想定接続関係
が実行されるかはインターフェースと呼ばれる識別子によっ
て決まる．記述例においては変換後の上部の”khbSend”，お
よび末尾の event の”khbReceive”がインターフェースであり，
これらが外部のインターフェース定義ファイルで接続されて
ブロードキャストを行う．この API を使う場合には，ユーザ
いるため，”khbSend.send()”で送信したメッセージの受信時
はメッセージのフィールドには uint16 t hopCount; という項
には”khbReceive”が実行される．トランスレータはこの外部
目を含めなければならない．hopCount は API により自動的
ファイルの記述も行う．
に更新されるため，ユーザがホップ数を格納しておく必要は
ない．ここでは 6 ホップ以内のノードへと位置推定に必要な
4. API を用いた実装例
情報を送信している．ev2() は，khop broadcast() が送信し
たメッセージを受信した時に実行される．各ランドマークは
既存の位置推定手法である DV-Hop[6] を例として API の
自身の位置がわかっているため位置の推定を行う必要がなく，
利用イメージを説明する．DV-Hop は，各ノードが，ランド
判定，転送処理は API が行っているため，受信メッセージに
マークとの距離をホップ数から推定し，自身の座標を求める
対して何も行う必要がない．そのため，ev2() 内では何も実行
プロトコルである．ランドマークの処理を D-sense の実装支
しない．一方，それ以外のノードでは，十分な数のメッセー
援 API を用いて実装した例を以下に示す．
ジを受け取った場合に，メッセージに記録された distance と
ホップ数から，自身の推定位置を計算してユーザに提示する
typedef struct sendMsg{
uint16_t srcID;
等の処理を記述すれば良い．
double distance;
uint16_t hopCount;
}sendMsg;
double oneHop_distance;
command result_t StdControl.start(){
get_oneHopDistance(oneHop_distance,ev1());
}
ev1(){
sendMsg *sMsg;
sMsg->srcID = TOS_LOCAL_ADDRESS;
sMsg->distance = oneHop_distance;
khop_broadcast(6,sMsg,ev2());
}
ev2(sendMsg *rMsg){
}

DV-Hop におけるランドマークの処理は，他の複数のラン
ドマークの位置，およびそのランドマークまでのホップ数か
ら 1 ホップあたりの平均距離を見積もり，それを他の通常の
ノードへ送信する，というものである．1 ホップあたりの平均
距離の見積もりを get oneHopDistance()，他のノードへ送信
を khop broadcast() という API を用いて実装している．
NesC においては，最初に StdControl.start() が実行され
る．その中で用いられている get oneHopDistance() は 3.1 節
で述べた協調処理 API で，get hop() を用いて 1 ホップあた
りの平均距離を計算して返す．
ev1() では送信メッセージの内容の作成と，送信を行って
いる．khop broadcast() は指定ホップ数分だけメッセージの

5. 動作検証
API を利用した実装の正当性を示すため，API による実装
を行った DV-Hop を実環境上のセンサノードを用いて動作さ
せた．ここではノードの数に限りがあったため，16 ノードを
図 2 に示すように配置して実験を行った．16 ノード中ランド
マークは 4 ノードとした．推定を行うノードが 3 つのランド
マークで構成される三角形の外部にあると結果の座標が不正
確になりやすいため，ランドマークは正方領域の四隅に配置
した．残りのノードは図 2 のように均一に配置した．
上記の環境において，各ノードはランドマークから定期的
に送信される情報を基に位置推定を行った．そして，図 2 で
示すような，想定通りのノード間の接続関係であった場合の
各ノードの DV-Hop による推定位置をあらかじめ計算してお
き，実験結果の推定位置をそれと比較することで評価を行っ
た．また，実験は D-sense のログ回収機能などを用いること
でスムーズに行うことができた．
図 3 は DV-Hop による実験で得られた推定位置と理論上
の推定位置と実際のノード配置を示している．理論上の推定
位置と実験結果の推定位置は線で繋いでいる．また，表 2 は
実験結果の推定位置，理論上の推定位置，実験結果の推定位
置と理論上の推定位置の誤差，を示している．表 3 は実験時
に各ノードが計算に使用したランドマークとそこまでのホッ
プ数を示している．
あらかじめ計算しておいた理論上の推定位置は理想的な条
件で計算を行ったため，図 3 に示すように，4 つのランドマー
クで構成される正方形の中心に近い 4 つのノードは実際の配
置と一致するなど，いずれのノードも実際のノード位置のす
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ぐ近くの座標となった．しかし，図 3，表 2 で示すように実験
結果の推定位置と理論上の推定位置の誤差はやや大きい値と
なった．原因として考えられるのは，実環境であるため，無
線通信距離が不安定であり，かつ各端末ごとに差があるとい
うことである．表 3 に示すようにランドマークから 5 ホップ
で受信したデータを用いていたり，通信できないはずのノー
ドと通信していたりするなど想定外の通信がなされている例
が多くあることが分かった．
通信が不安定であるためにホップ数が想定外の値となって
いる場合も多いが，それらのいわゆるはずれ値を除けば，各
ノードでの計算そのものは正しく行われており，一連の処理
は問題なく行われていると言える．
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6. まとめと今後の課題
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図 3: 実験結果

表 2: 実験結果
ノード
ID

実験結果の
推定位置

理論上の
推定位置

実験結果
と理論値
の誤差

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均値

(5, -9.52)
(5, 2.22)
(1.5, 5)
(5, 5)
(7.04, 2.96)
(9.44, 5)
(1.3, 6.98)
(0.56, 5)
(13.92, 5)
(10.83, 8.5)
(5, 11.48)
(5, 10.83)

(3.33,
(6.67,
(0.56,
(3.33,
(6.67,
(9.44,
(0.56,
(3.33,
(6.67,
(9.44,
(3.33,
(6.67,

10.22
2.36
1.92
2.36
0.53
1.67
0.8
3.24
7.44
2.29
2.63
2.17
3.13

0.56)
0.56)
3.33)
3.33)
3.33)
3.33)
6.67)
6.67)
6.67)
6.67)
9.44)
9.44)
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L4
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