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1. は じ め に

推薦論文

わが国は，自然豊かな美しい国土を有する一方，地球科学的な特性から台風，洪水，土砂

自律的無線ネットワークを用いた被災情報提供システム
—被災地域の地形を考慮した
無線ノード置局アルゴリズムの提案

災害，地震等が多発する等，多種多様な自然災害の危険に生活が脅かされる歴史を繰り返し
てきた．なかでも，地震の発生数の多さは特筆すべきものがあり，一般的に社会的被害が発
生するとされるマグニチュード 6 以上の地震1),2) に着目すると，1995 年以降の全世界の地
震のうち，約 20%以上が日本国内で発生したことになる3) ．これは，日本列島がユーラシ
ア，北米，太平洋，フィリピン海の各プレートの境界である環太平洋変動帯に存在している
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ためであると考えられている4)–6) ．
このような状況下において，自然災害に起因する被害を低減するために，平成 20 年に中
央防災会議が中心となり，『自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すための総合プラン』が策定

本論文では，自然災害発生時に効果的に災害救援活動を支援することを目的とした
被災情報提供システムについて検討する．具体的には，災害発生直後にもシステムの
運用を可能とするために，少ない通信機材でネットワークを構成すること，ならびに，
避難所の存在位置の偏りに影響を受けずにバックボーン回線を実現するための指向性
アンテナを有する幹線基地局を適切に配置するアルゴリズムについて提案する．また，
提案したアルゴリズムの有効性を評価するために，柳井市をモデルとしたネットワー
ク適用例を示した結果について報告する．

された7) ．同プランでは，自然災害のうち，地震による被害を防ぐために，住宅，学校，病
院等について関係各省庁が連携して耐震化を推進することを重点に掲げている．なかでも，
学校施設については，その倒壊等の危険性の高い約 1 万棟の施設の耐震化を 5 年以内に実
施することを目標としている．また，既存建造物の耐震化にとどまらず，犠牲者ゼロを実現
するためには，災害発生時の被災地における地域住民間での自助，共助連携の推進が重要で
あるとしている．さらに，これらの連携を高度化するためには，いつでも，どこでも，誰に
でも的確で分かりやすい災害情報を提供する仕組みの実現が要求されている．

A Computer System for Exchanging Disaster Information
Inter Shelters — An Algorithm for Wireless Node
Placement with the Consideration of Physical
Property of Disaster Damaged Area

ところで，近年の情報通信技術（ICT：Information and Communications Technologies）
の発展にともない，PC（Personal Computer）や携帯電話を中心とする情報端末が広く普
及するとともに，これらの端末からのインタネットアクセスサービスもまた広く普及が進ん
でおり，わが国における平成 20 年度末のインターネット利用者数は 9,091 万人，人口普及
率は 75.3%となっている8) ．また，これらのうち，携帯電話やスマートフォン等によるモバ
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constructed by the proposed algorithm.
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自律的無線ネットワークを用いた被災情報提供システム

イル環境下からの利用者は 7,506 万人となり，インターネット利用者全体の 82.6%に達して

県の山口市と柳井市へ適用した例を示し，その結果について議論する．また，4 章で提案シ

いる．当然のことながら，前述の災害情報を的確かつ迅速に伝達するためには，これらの

ステムが独自に構築する無線ネットワークのカバー範囲を決定する手法について述べた後，

ICT 技術を効果的に用いた情報伝達システムの構築が強く期待される．

5 章において本論文を総括する．

しかしながら，単に既存のシステムやサービス等を転用するだけでは，効果的に災害情報
を提供することは難しい．たとえば，インターネットをはじめとした多くの広域ネットワー
クサービスに接続するためのアクセス回線には，光ファイバ等の地中に敷設された常設の有
線回線を利用することになるが，有線回線は地震等の発生による地形変動に弱いため，自然

2. 被災情報提供システム
本章では，被災情報提供システムの関連研究とその問題点を示し，本論文で提案する被災
情報システムの概要と特徴について示す．

災害発生時にはネットワークアクセスの手段を失う危険性が高くなる．また，数キロ離れた

2.1 既存システムの問題点

基地局に対してワイヤレスアクセスする携帯電話サービスであっても，基地局から先の交換

大規模災害発生後に安否情報を収集・提供することを目的とした安否情報提供システムの

機あるいは，また別の基地局との間は光ファイバを使用していることが多く，やはり，自然

研究・実装はすでに行われている13),14) ．しかし，これらは災害発生にともなう建物や地形

災害による地形変動の影響を完全に避けることはできない．

の変化や通信回線の切断の影響については考慮されていない．

そこで，我々は，これまでに自然災害発生時にも被災情報を確実に共有，提供するため
に，災害発生後に避難所間に独自の無線ネットワークを構築しアクセス回線に使用する被災

これに対し，文献 15) では，無線 LAN を用いたネットワークにおいて AP（Access Point）
がバックボーン回線から切断された際に，その AP の周辺の AP がバックボーン回線への

情報提供システムの検討を進めてきた9),10) ．同システムでは要救助エリアの特定や，避難

ゲートウェイ機能を担う方式を提案し，災害時に AP がネットワークから孤立することを回

所へ輸送する救助物資の量・種別の判断の際の利用を想定していることから，その利用時期

避する手法である WAPL（Wireless Access Point Link）について検討しているが，そも

は応急復旧期という災害復旧活動において最も迅速かつ適切な対応が求められる時期とな

そも，WAPL によってネットワークの対災害能力を効果的に向上するには，物理的にどの

る11),12) ．したがって，適切な災害復旧活動を選択し実施するためには，被災地全体の被災

ように AP 群を設置する必要があるのかについて議論は行われていない．

情報をできるだけ多く収集することが求められるため，可能な限り多くの避難所に無線設備

また，山古志ねっと16) やスカイメッシュ17) でも災害発生後に独自のアクセスネットワー
クを構築するが，外部のネットワークとの接続方法，無線アクセスのための AP の設置手法

を設置することが望ましいといえる．
しかしながら，一方では，一般に災害発生直後の災害復旧活動に多くの人員の参加を期待

についての検討はやはり行われていない．

することはできないため，我々の提案するシステムのように災害発生後に運用を開始するシ

一方，文献 18) では，インターネット等の災害時に輻輳が予想される回線を避け，ワンセ

ステムでは，少ない人数でも運用するためにできる限り少ない無線設備の設置でシステムの

グ用データ放送チャネルを用いた安否情報の伝達と，携帯電話網からのメール投稿情報を
データベースに格納することで安否情報を収集するシステムの提案を行っているが，I) 安

運用を行う必要がある．
そこで，本論文では，上記の問題をふまえ，1) 地域の被災情報を広く収集し，提供できる

否情報を受信できるのは，ワンセグ対応端末を保有する避難者に限られることや，II) 安否

被災情報提供システムを，2) できる限り少ない無線設備の設置により実現するための無線基

情報の収集を被災者からのメール投稿に依存していること等から，同システムのみの情報で

地局配置アルゴリズムの提案を行う．アルゴリズムでは，これらの相反する 2 点の要求条件

は，安否情報の正確な把握は難しい．

を実現するために，平野部や山間部あるいは島嶼部等様々な地形から構成される被災情報の
地形を考慮し，適応的に選択基準を変化させながら無線基地局を決定する手法を導入する．
以降，本論文を次のように構成する．まず，2 章において本論文で提案する被災情報提供

したがって，災害発生時に災害情報提供システムを確実に運用するためには，これらの既
存システムの問題点を改善することが必要であると考えられる．

2.2 提案システムの特徴

システムの概要について述べ，3 章において被災情報提供システムのアクセスネットワーク

本研究で提案を行う被災情報提供システムは，災害の影響を受けずに確実に被災者情報を

を構築するための無線基地局配置アルゴリズムを提案する．また，提案アルゴリズムを山口

交換することを目的とする．そこで，この目的を実現するために開発する提案システムの特
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徴を以下に示す．

1 の目的としているため，被災地区外からの安否情報照会等の通信トラフィックは直接流入

(1)

しないよう設計する．これによって，遠隔地からの呼の集中に起因する輻輳も回避する．

災害発生後に無線 LAN（Local Area Network）技術を用いて独自のアクセスネット
ワークを構築する．

2.2.2 避難所間での自律的な災害情報の収集と交換，共有

(2)

被災地域の避難所間で安否情報を自律的に提供，共有する．

上記の ( 2 ) では，各避難所で収集した情報をその他の避難所と自律的に交換し共有する

(3)

収集した安否情報を GIS（Geographic Information System）を用いて可視化する．

小型マイコンを図 1 中の無線基地局に設置する．支線基地局は最も近い幹線基地局と情報

次に，上記に示す特徴について以降の項で説明する．

を提供・共有し，幹線基地局は隣接した幹線基地局と情報を提供・共有する．隣接した幹線

2.2.1 災害発生後の独自のネットワーク構築

基地局どうしでデータを交換・共有することで各避難所は被災地域全体のデータを取得・共

上記の ( 1 ) では，避難所に無線 LAN 基地局とアンテナを設置し，避難所間で無線ネット

有する．このように，幹線基地局，支線基地局が全避難所の安否情報を保持することによっ

ワークを構築する（図 1）．具体的には，耐震強度の高い建物間で被災地域全体をカバーす

て，被災地域の被災者は各避難内において地域全体の被災状況が把握できる．

るバックボーン回線となる幹線ネットワーク（図 1 (B)）と幹線ネットワークを構成するそ

2.2.3 収集した災害情報の可視化処理

れぞれの基地局が周辺の中・小規模の避難所から構成する支線ネットワーク（図 1 (A)）を

上記 ( 3 ) では，災害対策本部を避難所間ネットワークに組み入れ，各避難所から提供さ

構成する．これにより常設の公衆回線と異なり，災害発生時の影響を極力少なくしたネット

れた安否情報を統合することで GIS の画面上に分析された結果を表示する．この機能を災

ワークを構築できる．提案システムでは，被災救援活動に必要な情報の交換を行うことを第

害対策本部で使用することで，リアルタイムに各避難所の状況が把握できる．これにより，
各避難所への救助物資支給の決定等の迅速な対応が可能になる．

2.3 2 階層で構成する避難所間無線ネットワーク
図 1 に示したように，我々の提案システムでは，ネットワークを幹線ネットワークと支線
ネットワークの 2 種類で構成する．これら 2 つのネットワークは，IP 層より上位のアプリ
ケーションから見た場合の違いはいっさいなく，ユーザはその構成を意識せずにネットワー
クを利用することになる．両ネットワークは強固なネットワークを提供するために以下のよ
うな特徴を持つ．
幹線ネットワーク 被災地区全域をカバーすることを目的とする．災害発生以前に耐震性能
が高い建築物に通信機材を設置する．幹線基地局間の無線リンクは長距離伝送を可能と
し，かつ，トラフィックの集中に耐えうる無線リンクとするために，指向性を持つパッ
チアンテナ（microstrip antenna，表 1）を設置する．なお，幹線ネットワークは，強
固な無線リンクとするために基本的に 1 つの無線リンクに対して専用のパッチアンテ
ナを 1 つ設置する．すなわち，2 つの無線リンクを持つ幹線基地局には 2 つのパッチア
ンテナを設置することになる．
支線ネットワーク 救援物資の配給や被災者のための食事・炊き出しの実施場所となりうる
中規模以上の避難所における被災情報を収集することを目的とする．通信機材は災害発
図 1 提案システムの概要
Fig. 1 Overview of the proposed system.
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生後に運用を開始する．支線基地局は，基本的に 1 ホップで幹線基地局に接続すること
を想定しているが，通信範囲内に幹線基地局が存在しない場所は，他の支線基地局の中
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表 1 パッチアンテナと三段コリニアアンテナの仕様19)
Table 1 Specifications of microstrip antenna and three-stack collinear antenna 19) .

directivity
half value angle (vertical direction)
half value angle (horizontal direction)
anntena gain
frequency band
weight
size

microstrip antenna
medium directional
60◦
65◦
6 dBi
2,400∼2,500 MHz
0.8 kg
104×104 mm

可能人数を基準に分類する1 ．以下に，SNCP2 のアルゴリズムを示す．

(1)

three-stack antena
omnidirectional
23◦
omnidirectional
3 dBi
2,400∼2,500 MHz
1.3 kg
475 mm

避難所 i の収容可能人数 Ncap (i) に基づき，すべての避難所を，i) 幹線基地局，ii)
支線基地局，iii) ネットワークに含まない避難所に分類し，i)∼iii) の避難所の集合を

Bn，Ln，N on とする．すなわち，幹線基地局，支線基地局の収容人数の閾値をそ
れぞれ T hB ，T hL とすると，

(2)

i)

Bn = { i | Ncap (i) ≥ T hB }

ii)

Ln = { i | T hL ≤ Ncap (i) < T hB }

iii)

N on = { i | Ncap (i) < T hL }

任意の 2 つの幹線基地局間において通信可能であるかどうかを判断する．

継を介して幹線基地局にマルチホップ接続する．支線基地局では無指向性の三段コリニ

(a)

基地局間の無線リンク集合を Link = ∅ とする．

アアンテナ（three-stack collinear antenna，表 1）を設置する．

(b)

幹線基地局集合 Bn に含まれるすべての 2 つの基地局 i，j （i = j ）の組合せ
に対して以下を適用する．

3. 無線ネットワーク構築アルゴリズム

• i，j の両建物の屋上間に山・建物等の視界を遮るいっさいの遮蔽物が存在
せず，かつ基地局間の距離が通信可能距離 LANMAX 以下である場合に i，

本章では，2 章で述べた被災情報提供システムを実現するための無線ネットワークの構築

j 間に無線リンクが存在すると判断し，l(i,j) を Link に追加する

アルゴリズムについて述べる．具体的には，まず，我々がこれまでに検討を進めてきた無線
ネットワーク構築アルゴリズム SNCP2（Simple Network Construction Program2）の詳

(3)

上記の手順で決定した無線リンク集合 Link を基に，幹線ネットワーク Bnlink を以

細とその問題点を示した後に，その問題点を解決するためのアルゴリズムを提案し，その特

下の手順により決定する．

徴を示す．

(a)

3.1 避難所の耐震強度と被災者収容可能人数に基づいた無線設備設置計画の決定

(b)

我々はこれまで，避難所間における無線ネットワークを構築する手法に関して検討を行い，

幹線ネットワークリンク集合を Bnlink = ∅ とする．
幹線基地局集合 Bn に含まれるすべての 2 つの基地局 k ，l（k = l）の組合せ
に対して以下を適用する．

被災地区全体をカバーするための幹線ネットワークを構築するアルゴリズムとして，SNCP2

• 無線リンク集合 Link の中から，k，l 間を最短ホップで接続するために使

の検討を進めてきた20) ．そこで，次項では SNCP2 のアルゴリズムについて述べ，同アル

用される無線リンクをダイクストラ法により決定し，これらの無線リンク
を幹線ネットワークリンク集合 Bnlink に加える．

ゴリズムによる幹線ネットワーク算出例を示す．

3.1.1 SNCP2 20)

(4)

災害発生時の影響を極力受けずに防災情報ネットワークを構築するために，SNCP2 では，
十分な耐震強度を有する建物を無線設備を設置する避難所として選択する．さて，小学校，

上記の手順で生成した結果に従い，GIS 上に幹線基地局（Bn），支線基地局（Ln），
幹線ネットワーク（Bnlink ）をマッピングする．

3.1.2 SNCP2 の問題点

中学校，高等学校等の施設は，収容可能人数も多いが，これらの避難所では，近年の耐震強

SNCP2 を用いた構築について考える．まず，例としてネットワークを構成する対象エリ

度補強工事によって高い耐震強度を有すると考えられる．そこで，SNCP2 は避難所の収容

アにおいて避難所が偏りなく均等に存在している場合に着目する．さらに，各避難所の収容
1 実際には収容可能人数と耐震強度は必ずしも比例関係が成り立つ場合わけではないため，収容可能人数のみで分
類を行うと耐震強度が十分に確保できない場合がある．そのため，正確に耐震強度を確保するには，実際に，各
建築物の調査を別途行う必要がある．
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可能人数もまた，偏りなく分布しているとする．このような条件の下であれば，前述した

SNCP2 を適用した場合にもネットワークの構成対象とするエリアの中から均等に無線基地
局が選び出されることになる．しかしながら，ネットワークの構成対象エリアにおいて避難
所が偏って存在している場合には，アルゴリズムによって選択される無線基地局もまた，対
象エリアにおいて偏った選択となってしまうと考えられる．
このことをより具体的に考えるために，山口県山口市の中心部ならびに山口県柳井市の中
心部を対象エリアとして SNCP2 によって算出したサンプルネットワークに着目する．山口
市中心部は周囲を小高い山に囲まれた盆地となっており，盆地内部は平野となっている．そ
のため，住宅をはじめとする建造物は均等に配置されており，避難所もまた均等に存在して
いる．これに対し，柳井市中心部は中央部分は平地となっているものの，周辺部分は比較的
急峻な丘陵地がしめており，海岸線部分は入り組んだ地形となっている．そのため，住宅等
の建造物は平地や海岸線に沿って存在することになり，避難所は対象エリア内に不均等に存
在している．
図 2 に SNCP2 により導出したサンプルネットワークを示す．サンプルネットワークの
導出に際して，避難所をネットワークに含む基準となる Lnth は 100 に設定した1 ．同図に
示す 4 つのサンプルネットワークはどちらも SNCP2 を用いて算出したネットワークであ
るが，同図左側の 2 つは山口市を，同図右側の 2 つは柳井市をそれぞれ対象にしたネット
ワークとなっている．さらに，左右どちらも，上の 2 つのネットワークは幹線ネットワーク

図 2 SNCP2 によって算出したサンプルネットワーク（山口市，柳井市）
Fig. 2 Sample networks of Yamaguchi city and Yanai city produced from SNCP2.

に属する避難所（幹線基地局）が多くなるように，下の 2 つネットワークは幹線ネットワー
クに属する避難所が少なく（すなわち支線基地局が多く）なるように幹線基地局選択基準で

なる．したがって，ネットワーク性能の低下を防ぐためには，幹線ネットワークの未達エリ

ある Bnth を 200 と 500 にそれぞれ設定した場合の例を示している．

アを減少させることが必要となり，そのためには同エリアにおいて幹線基地局を増加させる

同図に示す結果から，山口市中心部の避難所は対象エリアに均等に存在しているために，

ことが必要となる．さて，次に，図 2 右上のサンプルネットワークに着目する．同ネット

幹線基地局を決定する閾値の違いに起因する幹線ネットワークの分布にそれほど大きな違

ワークは，幹線基地局を決定する閾値を高く設定した場合の柳井市中心部のサンプルネット

いはない．これに対し，柳井市中心部では，幹線基地局を決定する閾値が低い場合は，図 2

ワークである．同ネットワークでは，同図右下のエリア (a) のような幹線ネットワーク未達

中のエリア (a) のように，幹線ネットワークでは到達できないエリアが生じてしまう．前述

エリアを生じることなくネットワークを構成しているが，同図右上のエリア (b) のように幹

のように，我々の提案システムでは，幹線基地局に通信性能の高い無線機を配置するため，

線基地局が過密に選択されるエリアが新たに生じてしまうことが確認できる．幹線ネット

幹線ネットワークの到達していないエリアでは，ネットワーク性能の低下が発生する原因と

ワークによる被災エリアカバー率の向上は，災害情報の収集，提要に大きな効果を発揮する
ものの，幹線基地局の設置，運営は支線基地局のそれに対して費用面，人的な大きなコスト

1 文献 21)，22) から，山口市ならびに柳井市中心部の計 206 カ所の避難所のうち約 71%は収容可能人数が 100
人未満の避難所となる．しかし，収容可能人数 100 人未満の避難所の収容可能人数の総和は，全避難所の収容可
能人数の総和に対して 8%を占めるにとどまるため，今回のサンプルネットワークの算出では Lnth = 100 と
した．
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3.2 避難所の存在数の偏りに配慮した無線基地局選択アルゴリズム

3.2.1.1 セル値と隣接セル値の算出

前節に述べたように，SNCP2 を用いて無線ネットワークを構築した場合には，図 2 (a)，

以降の節において，無線基地局の分類するための基準として使用するセル値と隣接セル値

(b) に示すような幹線ネットワークの未達エリアや，必要以上に幹線基地局が集中するエリ
ア等を生じる等の問題点があった．そこで，本節では，上記のいずれも生じさせずにネット
ワークを構成することのできる方法について検討する．

を以下の手順により算出する．

• 正六角形に分割したすべてのセルに対し，以下の処理を適用する．
(1)

具体的には，図 2 (a)，(b) に示すエリアは避難所の存在状況に偏りの存在する状況下にお
いてすべてのエリアで同一の基準で SNCP2 が無線基地局を選定していたために発生した

値としてセルに記録する．

(2)

と考えられるため，本論文では，各エリアごとの避難所存在数に応じて無線基地局選定基準
を適応的に変化させる手法を導入したアルゴリズムを提案する．

着目したセル内に存在する避難所の総数を算出し，算出値を着目したセルのセル
着目したセルならびに，同セルに隣接するすべてのセルのセル値の合計を算出
し，算出値を着目したセルの隣接セル値としてセルに記録する．

上記の手順を適用例を図 3 に示す．図 3 では，(2) にセル値の算出結果の記録例1 を，(3)

3.2.1 アルゴリズム適用対象エリアのセル分割ならびにセル値と隣接セル値の算出

に隣接セル値をそれぞれ算出した結果を示している．なお，同図における任意のセルに記載

本論文における提案アルゴリズムでは，まず，適用対象エリアを正六角形のセルで分割す

される i − j のうち i はセル値を，j は隣接セル値をそれぞれ表している．たとえば，図 3 (3)

る．ここで，我々の検討するシステムで使用するアンテナのうち，支線基地局に設置する最

中の太枠のセルでは自セルのセル値 3 と 4 つの隣接セルのセル値 4，2，4，2 の合計 15 が

大伝送距離が 1 km と短い無指向性アンテナの使用を考慮して，セルの 1 辺は 500 m に設定

隣接セル値となるので，3 − 15 と書かれている．

する．図 3 (1) は，アルゴリズム適用エリアをセルに分割した例を示している．

3.2.2 避難所の存在数の偏りに配慮した無線基地局分類
次に，前項で算出したセル値ならびに隣接セル値に応じて各セルに幹線あるいは支線基地
局のいずれの無線設備を割り当てるかを決定する．
ここでは，まず，各セルをセル値を基準として，以下の手順でグループに分割する．

• 非ゼロのセル値を持つすべてのセルに対し，以下の処理を適用する．
(1)

着目したセルと隣接する非ゼロのセル値により新たなグループを構成する．

(2)

グループ内のいずれかのセルと隣接する非ゼロのセル値を持つセルを新たにグ
ループに追加する．

(3)

上記の手順 ( 2 ) をグループに新たなセルが加えられなくなるまで繰り返し適用

(4)

非ゼロのセル値を持つセルのうち，いずれのグループにも属していないセルが存

する．
在する場合は，そのセルを新たな着目セルとして手順 ( 1 ) を再度適用する．
グループとは，非ゼロのセル値を持つセルに着目し，まず，各セルのセル値に着目し，非
ゼロの値を持つセルのみを直接あるいは複数経由することで到達することのできるセル群
を 1 グループに分類する．図 3 (3) は，非隣接の (i)，(ii)，(iii) の 3 グループに分類した例
を示している．
図 3 対象エリアのセル分割とグループ代表基地局の選定
Fig. 3 Cell partitioning of a specified area and selection of a group representative station.
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3.2.2.1 グループ代表基地局の決定
前述のように，セルの 1 辺の長さは支線基地局の無指向性アンテナの最大伝送距離を考
慮して決定しているため，非隣接のセル間では無指向性アンテナ対を用いた通信は不可能と
なる．同様に，非隣接のグループ間においても無指向性アンテナどうしでは通信が不可能で
ある．そこで，非隣接のグループ間の通信を実現するために，グループ内に長距離伝送が可
能な指向性アンテナを有する幹線基地局を設置し，以降，この基地局をグループ代表基地局
図 4 無線基地局の分類アルゴリズム
Fig. 4 A classification algorithm of wireless stations.

と呼ぶ．
グループ代表基地局は幹線基地局と同様の機能と通信設備を有する基地局とするが，単な
る幹線基地局の役割に加えて，他のグループに属する無線基地局との通信を中継するための

幹線基地局とする．

ネットワークゲートウェイの役割を担当する．そのため，グループ代表基地局はトラフィッ
クの発生しやすい箇所から選択することが妥当である．そこで，グループ代表基地局は次の

(3)

地局セルに分類する．

手順で決定する．

(1)

各グループ内の基地局が密集するセルを選択するために，最も隣接セル値が高いセル
を候補セルに選択する．

(2)

未分類セルのうち，新たに幹線基地局セルに決定したセルの隣接セルをすべて支線基

(4)

上記の手順の実行後にも未分類セルが残されている場合は，上記 ( 3 ) に戻り，手続
きを繰り返す．そうでない場合には，アルゴリズムの適用を終了する．

候補セル内の基地局の中から，他のグループのグループ代表基地局との間に地形・建
物等の視界を遮るものが存在しない基地局をグループ代表基地局に選択する．

なお，上記の手順 ( 1 ) において，グループ内に隣接セル値の最高値が複数個存在する場
合には，より高いセル値を持つセルをグループ代表基地局候補のセルに選択する．また，そ

上記アルゴリズムの適用例を図 4 に示す．同図 (2) に示す黒塗りのセルは上記アルゴリ
ズム ( 1 ) で支線基地局に選択されたセルを示している．また，同図 (2) における (a)，(b)，

(c) がアルゴリズムの手順 ( 2 ) に該当するセルとなる．
3.3 避難所の存在数の偏りに配慮した無線基地局選択アルゴリズムの性能評価

の際に，セル値が同等であった場合には，それらすべてをグループ代表基地局候補に選択す

SNCP2 を用いた無線ネットワーク構築において問題点を生じていた，避難所の存在数の

る．図 3 (4) においてグレーに着色されたセルはグループ代表基地局候補のセルを示してい

偏りが存在する柳井市中心部の避難所を 3.2 節で提案したアルゴリズムを用いて分類した結

る．なお，候補セルの中から 1 つのグループ代表基地局を決定すると，同一セル内に存在す

果を図 5 に示す．

るその他の避難所は支線基地局に分類される．

前述の SNPC2 によって分類を行った結果である図 2 では，幹線ネットワークが未達の

3.2.2.2 グループ代表基地局を開始点にした他セルの無線基地局分類

エリアが生じたこと（図 2 のエリア (a)），ならびに，同エリア解消のために，幹線基地局

次に，グループ代表基地局の存在するセルを開始点にして，その他のすべてのセルの無線

選定基準を変更した場合には，幹線基地局が必要以上に過密に選択されるエリアを生じたこ

基地局を分類する手法について述べる．無線基地局の分類はグループごとに以下の手順で実

と（図 2 のエリア (b)）の 2 つを問題点として述べたが，図 5 に示す結果からは，どちら

行する．

も改善されていることが確認できる．

(1)

グループ代表基地局の存在するセルとその隣接セル内の基地局すべてを支線基地局に
分類する．

(2)

4. 地形状況を考慮した無線ネットワーク構築範囲の決定

新たに支線基地局に選択されたセルに隣接しており，かつ，いずれの幹線基地局の存

前章では，我々が検討を進める被災情報提供システムのための独自の無線ネットワークを

在するセルにも隣接していないセルの中で最も高い隣接セル値を持つセル内に存在す

構築するためのアルゴリズムについて提案した．アルゴリズム適用結果を示した図 5 から

る基地局の中から，他の幹線基地局との間に視線を遮る遮蔽物が最も少ない基地局を

も確認したように，提案アルゴリズムを用いることにより，避難所の存在位置が偏っている
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4.1.1 独自無線ネットワーク構築エリア決定アルゴリズム
独自無線ネットワークの構築範囲を算出するアルゴリズムを以下に示す．同アルゴリズム
では，任意の地点からの見通し（可視）可能範囲を示す情報を基にネットワーク構築範囲を
算出している（以下のアルゴリズム中では，任意の集合 A に対して |A| は集合 A の要素数
を表している）．

(i)

NWarea はネットワーク構築エリアを表し，その初期値を 0 とする．

( ii )

災害対策本部となる建造物を b1 とし，集合 B = {b1 } とする．

( iii ) b1 に対して，以下の処理を適用する．
• 山等の地形のみを考慮した場合に b1 との間に遮蔽物が存在せずに通信が確保で
き，かつ，b1 を起点として指向性アンテナを用いた場合の最大伝送距離である

図 5 提案アルゴリズムの柳井市中心部への適用結果
Fig. 5 Application result of the proposed algorithm to the central area of Yanai city.

LANMAX 以内のエリアを NWarea に追加する．
( iv ) 新たに NWarea に追加されたエリアに存在するすべての幹線基地局を要素に持つ集
合 G を構成し，G 中の各々の基地局 nj （j ≤ |G |）に対し以下の処理を適用する．

場合にも，効果的に無線ネットワークの構築ができることを確認した．

• nj との間に，ビルや建造物等の遮蔽物が存在せずに見通しが確保できる bi ∈ B

さて，これらの適用例は自治体の中心部を対象としたものであり，自治体全域を対象とし

（i ≤ |B|）が存在する場合，nj を集合 G に加える．

たものではなかった．当然ながら，自然災害発生時に設置される災害対策活動は基本的に自
治体を基本とした単位で実施されることになるため，被災情報提供システムにおいても，中
心部のみでなく周辺部を含めた自治体全域の被災情報を収集することが望ましい．しかしな

(v)

集合 G に含まれるすべての基地局 mk （k ≤ |G|）に対し，以下の処理を適用する．

(a)

基地局 mk との間に遮蔽物が存在せずに通信が確保ができ，かつ，mk を起点

がら，広大な面積を有する自治体や，地形の起伏や標高差の大きな自治体のすべてを屋外見

として LANMAX 以内となるエリアを新たに NWarea に加える．

通し内伝播を基本をする無線 LAN 装置で対応することは現実的ではない．そのため，その

( vi ) 上記の手順 ( v ) において，新たなエリアが NWarea に追加されている場合は，B ∪ G

ような自治体に対しては，無線 LAN 装置を用いる前出のアルゴリズムで構築する無線ネッ

を新たな集合 B とし，G = ∅ とした後に，手順 ( iv ) に戻りアルゴリズムを繰り返

トワークと衛星通信や，スカイメッシュ等の他の通信手段を組み合わせることで被災情報提
供システムの通信回線を確保することが考えられる．
そこで，以下では，無線 LAN による独自無線ネットワークの構築範囲を決定する手法に

し適用する．そうでない場合は，アルゴリズムを終了する．
上記に述べるアルゴリズムの流れを図 6 に示す．同図 (1) は，アルゴリズムの手順 ( ii )
を，また，同図 (2)，(3)，(4) は，アルゴリズムの手順 ( iv )，( v )，( vi ) をそれぞれ適用し
た場合の例を示しているとともに，同図 (4) が最終的な独自無線ネットワーク構築エリア

ついて述べる．

4.1 独自無線ネットワークによる通信回線提供エリア

となる．同図からも確認できるとおり，最終的に NWarea に含まれなかった無線基地局が 2

我々の検討する独自無線ネットワークは，基地局間の見通しを妨げる建造物や自然物等の

つ存在することも分かる．

障害物を避けて構築される．また，高品質な通信回線を確保するために基地局間のアンテナ

4.2 独自無線ネットワーク構築エリア決定アルゴリズムの柳井市への適用例

設置地上高の差が 10 m 未満となるアンテナ間で無線リンクを確立する．そのため，山岳地

柳井市の災害対策本部を柳井市役所とし，前述のネットワーク構築エリア決定アルゴリズ

帯等のもともとの地形の標高差が大きな地域は，独自無線ネットワークの構築範囲から除外

ムを適用し NWarea を求めた結果を図 7 に示す．同結果の算出において，アルゴリズム中

する．具体的な独自無線ネットワークの構築範囲は次節に述べるアルゴリズムによって決定

で用いる LANMAX の値は 4 km とし，避難所として扱う建物は実際に柳井市から避難所指

する．

定を受けている 83 カ所とした22) ．また，避難所間の遮蔽物の有無は，地形に起因する遮蔽
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ゴリズムによって決定した NWarea に含まれる避難所は 57 カ所となった．このことから，
提案アルゴリズムを柳井市に適用することによって，65%の避難所に対して独自無線ネット
ワークを通信回線として提供可能であることが確認できる．
また，同図に示す結果から，独自無線ネットワークによって通信回線を提供できない避難
所の多くは主に山間部に存在していることも分かる．これは，山間部では，各避難所の標高
が柳井市中央部の避難所の標高よりも高くなっていることや，山間部周辺の地形が避難所間
の見通し確保を妨げてしまうことが原因である．
これまでに述べたように被災者情報提供システムのための通信回線は，a) 本論文におい
図 6 無線ネットワーク構築エリア決定アルゴリズムの流れ
Fig. 6 Calculation of a construction range of wireless networks in the proposed system.

て構築手法を提案した独自無線ネットワークと，b) 複数の不連続な独自無線ネットワーク
を相互に接続するためのスカイメッシュや衛星通信による通信回線の 2 種類を用いること
を想定している．a) の独自ネットワークでは，前節の独自無線ネットワーク構築エリア決
定アルゴリズムや，図 7 に示すアルゴリズムの適用結果からも分かるとおり，ネットワー
クアクセスが提供されるエリアは提供災害対策本部との標高差があまりない平野部に限ら
れる．これを補うため，b) の通信回線を用いて，災害対策本部と標高差の異なる集落間を
接続するために導入することになる．
さて，現在のカシミール 3D に外部プログラムとの連携に関する API が提供されていな
いため，上記の適用例はカシミール 3D から事前に可視可能範囲を取得した後に，提案アル
ゴリズムでネットワークエリアを決定した．しかしながら，今後，アルゴリズムを完全に自
動化する場合は，カシミール 3D を使用することなく標高情報を有する地形データである，

GISMAP Terrain 25) 等を使用して直接可視可能範囲を算出することで十分に対応可能であ
ると考えられる．

5. お わ り に
本論文では，災害発生後の災害対策活動を効果的に支援することを目的とした被災情報提
供システムの通信回線確保のために構築する独自無線ネットワークの構築手法について議論
図 7 柳井市へのネットワーク構築エリア決定アルゴリズムの適用例
Fig. 7 Application result of the proposed algorithm to Yanai city.

を行い，ネットワーク構築のためのアルゴリズムを提案した．
具体的には，(1) 独自無線ネットワークにおけるバックボーンネットワークを構成する幹
線基地局を適切に選択するアルゴリズムならびに，(2) 独自無線ネットワークによって通信

ならびに建物に起因する遮蔽をそれぞれカシミール 3D 23) ならびにゼンリン電子地図帳24)

回線を提供するエリアを決定するアルゴリズムの 2 点を提案した．提案した 2 つのアルゴ

から得たデータによって判定した．

リズムは，避難所が自治体中心部に均等に存在する山口市とそうでない柳井市にそれぞれア

図 7 に示す柳井市中部地域における避難所は 83 カ所であるが，これらのうち，提案アル
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その結果，提案アルゴリズムを用いることにより，(I) 避難所の存在位置の偏りが存在す
る場合も対象エリア内の各地域からそれぞれ幹線基地局を適切に選択できること，(II) 独自
無線ネットワークの対応可能/不可能な範囲を明確にできることの 2 点を明らかにした．
今後は，上記 (I) の結果に対して，災害による基地局間の地形変動に対してもより柔軟に
対応するアルゴリズムの開発を行うために，文献 26) に提案されるような無線リンクの長
距離化を実現する指向性アンテナ制御システムの導入を検討するとともに，(II) の結果をふ
まえ，独自無線ネットワークと他の通信手段を組み合わせてネットワークを運用した場合に
おける，異種ネットワーク接続状態における被災情報のデータ提供フローのアーキテクチャ
について検討を行う予定である．
また，現在，本論文で提案したアルゴリズムの有効性を評価するために，提案アルゴリズ
ムにより算出した無線ネットワークの一部を実際に柳井市に構築し，無線リンクの性能評価
実験も実施しているが，結果については稿を改めて報告したい．
謝辞 本研究の一部は，総務省消防庁消防防災科学技術研究推進制度の助成を受けて実施
された．
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推 薦 文
本論文は，避難所間無線ネットワークを構築する範囲の決定方法と地域特性に柔軟に対応
できるアルゴリズムの評価結果について述べている．従来まで災害発生時の既設インフラが
回復するまでの一時的な通信網として避難所間無線ネットワークを構築することが研究さ
れてきた．しかし，ネットワークを構築する範囲や個々の地域特性の違いに柔軟に対応する
方法について，十分検討されていなかった．本論文では，被災地の地域特性に柔軟に対応で
きるアルゴリズムを提案し，地方都市に対して提案手法を適用して評価結果を出している．
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