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図 1 UCoMSの無線ネットワーク構成 
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ライフラインのコアを担うポンプ等を安定稼働させるためには常時モニタリングシステムの設置が有効である。し

かし常時モニタリングシステムは設置コストが高いためあまり普及していなかった。設置コストを下げるにはシステ

ムのケーブルレス化が有効である。そこで我々は、ケーブルレスなモニタリングシステムを実現するために容量が

2600 mAh 程度の電池を使って 10 年間連続動作する無線ネットワークシステムを開発した。本報告では、本無線ネ
ットワークシステムの開発内容及び動作について報告する。 
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1. はじめに 

本論文は 2017 年に OKI テクニカルレビューにて発表し
た内容を拡張したものである(1)。 

 
2012年の笹子トンネル崩落事故以来、我が国では ICTを

利用したインフラ維持管理・更新・マネジメントに関する

研究開発が活発になっている。例えば各省庁が積極的に ICT
を利用した社会インフラの維持管理技術の開発に注力して

いる(2)。 
病院や地域エネルギー供給システムといった公共性の高

いインフラシステムは、安全かつ持続的に利用できること

が望まれる。そのためにはシステムの中核である発電機や

ボイラ、ポンプなどの駆動機器、回転機器の異常を早期に

検知し、機器が本格的に故障する前に修理をしてシステム

全体の健全性を確保することが重要である。 
機器異常の早期検知には機器の状態を常時モニタリング

するシステムの導入が効果的であることがわかっている。

しかしながら、このようなシステムはデータ通信や電源の

ためのケーブル敷設工事等の導入コストが高く、普及には

至っていない。 
こういった情勢を踏まえ、我々は国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託業務と
して、発電機やポンプといったライフラインのコアを担う

駆動機器の健全性を常時モニタリングするシステム

（ UCoMS: Utility Infrastructure Core Monitoring 
System)を研究開発中である(3)。本稿では開発中のシステム

の内、特に OKIが担当する無線ネットワークシステムに関
する研究開発について紹介する。 

2. UCoMSの無線ネットワークに対する要求 

インフラとしての信頼性が求められるポンプや発電機と

いった駆動機器の常時モニタリングシステムを普及させる

ためには、システムの導入コストを下げる必要がある。シ

ステム導入コスト削減には、通信配線や電源配線を無くし

た「システムの完全ケーブルレス化」が効果的である。シ

ステムを完全にケーブルレス化することで、配線の敷設費

用が削減されるだけではなく、モニタ用センサの設置容易

性も高まりシステム全体の導入コストが大幅に削減でき

る。 
センシングしたデータをデータ処理用 PCに接続された無
線基地局で収集する無線ネットワークのネットワーク形態
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には、スター型ネットワークとツリー型ネットワークの 2
種類がある。スター型ネットワークとは、ネットワークに

参加しているすべての機器が基地局と直接通信可能なネッ

トワーク形態である。一方、ツリー型ネットワークは、基

地局と直接通信できない機器もネットワークに参加できる

ネットワーク形態である。基地局と直接通信できない機器

は、基地局と直接通信できる他の機器にデータの中継を依

頼することにより、基地局と通信する。このような中継を

利用しての通信をマルチホップ通信とよぶ。ツリー型ネッ

トワークは、マルチホップ通信をすることで機器間の通信

距離を短くできるので通信部分の回路を簡素化でき、機器

の無線部分を小型安価に作成可能である。また、通信距離

が短いと通信時の消費電力も低く、電池での長期間動作が

可能となる。さらに、基地局と機器との間に遮蔽物があり

直接通信ができない場合でも、マルチホップ通信で障害物

を回避して通信ができるので通信の到達性能も高い。 
モニタリング対象となるポンプ等が設置されている環境

はパイプや他の設備といった多くの遮蔽物が存在するの

で、通信の際にはこれらを回避して通信する必要がある。

また、さらに、電源配線をなくすためには電池駆動で動作

する必要がある。よって、UCoMSのための無線ネットワー
クは、マルチホップ通信である必要がある。 

UCoMSの研究開発が始まった 2013年当初、データの中
継をする機器も含めて電池駆動でネットワークを構築する

技術は確立されていなかった。以上のことから、UCoMSの
ネットワークを完全化するためには、中継機も含めて電池

動作可能な省電力無線マルチホップネットワークプロトコ

ルを開発する必要があった。 

 

3. UCoMSのシステム構成 

UCoMSのシステムの構成を図 1に示す。 
UCoMS が対象としているポンプ等の駆動機器は、振動の
周波数特性をモニタリングすることで異常発生を早い段階

で検知できることがわかっている(4)。例えば、ポンプのねじ

が緩んでいる場合や回転軸がずれている際にポンプの振動

を測定しフーリエ変換すると、ポンプの回転周波数のＮ倍

成分が強くなっている。 
ポンプ等の監視対象機器には無線機能を持つ圧電振動セ

ンサ（以下、センサ）を取り付ける。このセンサは特定の

周波数成分に反応して発電するエナジーハーベスティング

機能を持つ。振動により発電した電力が一定量たまるとセ

ンサデータ収集機へ信号を送信する。ポンプに異常が発生

して振動の周波数特性が変わると、センサの発電量が変わ

る。その結果、センサから信号は送信される時間間隔が変

わる。よって、センサから信号が送信される時間の間隔を

測定することにより、ポンプの振動の周波数特性の変化を

推測でき、結果としてポンプの異常を検知できる。 
一般的なポンプの設置現場では、ポンプの近くにメンテ

ナンス機器を動作させるためのコンセントが用意されてい

る。センサデータ収集機はこのコンセントを利用して動作

する。なぜならセンサからの信号はいつ来るかわからない

ので、連続受信状態で待機する必要があるからである。セ

サデータ収拾機はセンサからのデータを収拾してタイムス

タンプをつけ、センサデータ中継機や基地局へ転送する。 
センサデータ中継機は電池駆動であり、センサデータ収

集機からのデータを転送する機能を持つ。センサデータ中

継機の電池として想定されている電池容量は約 2600 mAh
（CR123A型電池 2本分）であり、動作期間は 10年程度を
目標にしている。 
基地局へ集められたデータはログとして保存され定期的

に解析される。 
前述のマルチホップ通信を使って通信をするのはセンサ

データ収集機、センサデータ中継機、基地局間である。 
 

4. 目標性能達成のための取り組み 

UCoMSは通信に対する省電力目標が高い。例えば、現在
のセンサデータ中継機の、受信待機時の消費電流は 20 mA
である。よって、省電力の工夫を何もしない場合、利用を

想定している電池ではセンサデータ中継端末を 5 日間程度
しか動作させることができない。データ送信時の消費電流

は 30 mAと受信待機時の消費電流よりも大きいため、運用
時の動作時間は更に短くなる。10 年間連続動作させるため
には消費電力を 1000分の 1程度にする必要がある。 
マルチホップ通信は通信レイヤとして少なくとも通信に

利用する伝送媒体とその利用方法を規定する物理層、周囲

の通信機との通信方式を規定する Media Access Control 
（MAC)層、マルチホップ通信の際の通信経路の決定やデー
タの中継方法を規定する Network（NW)層からなる。
UCoMSの通信に対する消費電力目標を達成するためには、
上記 3 つのレイヤすべてに対して省電力に対する施策を実
施する必要があった。以下にそれを説明する。 

 
〈4･1〉 物理層に対する施策 
UCoMS のようなインフラモニタリングのための無線ネ

ットワークで利用する通信帯域として920 MHz帯域が注目
されている。920 MHz帯域は、同じく Industrial, Scientific 
and Medical radio bands （ISM バンド)として普及してい
る 2.4 GHz帯域に比べて長距離通信が可能である。また、
回り込み性能も高い。更に、2.4 GHz帯域はすでに ISMバ
ンドして様々な用途に使われるので920 MHzに比べて雑音
が多く、パケットロスが発生しやすい。日本では IEEE 
802.15.4g (5)が 920 MHz帯域で使える通信規格である。 

IEEE 802.15.4g は、通信レートこそ 100 kbps と、2.4 
GHz 帯域を利用する IEEE 802.15.4(6)の通信レートである

250 kbpsに比べて遅いが、通信距離は 20 mW出力で見通
し 1 km以上になる。これは通信距離が見通しで高々250 m
程度である IEEE 802.15.4に比べて長い(7)。よって、IEEE 
802.15.4g を利用したほうがセンサデータ中継機の設置台
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図 2 CSLの動作シーケンス 
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図 3 NES-MACの同期性能の検証実験結果 
NES-MACを利用するとすべてのノードで再同期間隔が 3時間以上になっても同

期が維持できている 
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数をへらすことができる。また、IEEE 802.15.4gは IEEE 
802.15.4 に比べて回り込み性能が高いので、UCoMS が設
置されるような、パイプシャフトといった多くの遮蔽物が

存在する環境に適している。以上の検討から、UCoMSで利
用する通信方式の物理層として920 MHz帯域が最適である
と判断し、採用した。 

 

〈4･2〉 MAC層に対する施策(8) (9) 
電池を利用しての長寿命を実現するための MAC 層の技

術として、Low Power Listening（LPL)(10)がある。LPLは
受信側が間欠受信動作をし、送信側が受信側の間欠受信タ

イミングに合わせてデータを送信することで省電力通信を

する方式である。 IEEE 802.15.4e(11)で定義されている

Coordinated Sampled Listening（CSL)もLPLをベースと
した方式である。今回の開発では CSLを採用している。 

CSLの通信シーケンスを図 2に示す。 
送信側が受信側の間欠受信タイミングを知らない場合、

データ送信は CSL非同期通信となる。これは送信側がデー
タフレームを送信する前に Wakeup フレームを長期間連続
送信する通信である。Wakeup フレームにはデータフレー
ム送信タイミング（「後何 msec 後にデータフレームを送信
するか」）に関する情報が入っている。受信側は間欠受信タ

イミング時に Wakeup フレームを受信した場合、Wakeup
フレーム内の情報に従ってデータ受信する。受信側はデー

タに対する Ack 内に情報を入れることで自身の間欠受信タ
イミングを送信側へ通知する。 
送信側が受信側の間欠受信タイミングを知っている場

合、データ送信は CSL同期通信となる。データ送信の前に
Wakeupフレームの連続送信をする点は CSL非同期通信と 
同じだが、違いは Wakeup フレームの連続送信期間であ

る。CSL非同期通信時のWakeupフレーム連続送信期間は
間欠受信期間（秒オーダー）より長く設定されている場合

が多い。しかし、CSL同期通信のWakeupフレーム連続送
信期間は 20 msec程度である。何らかの理由で送受信間の
同期が外れて CSL同期通信が失敗した場合、送信側はデー
タ送信時に CSL非同期通信をするようになる。 

 
CSL非同期通信時のWakeupフレーム連続送信期間はデ

ータフレーム送信にかかる期間（msecオーダー）に比べて
十分長く、オーバヘッドが大きい。よって、CSL を使って
通信をする場合は同期を維持して CSL同期通信を続けるこ

とが重要になる。 
そこで通信時の微細な同期ずれから CXO の誤差を測定

し、それをソフトウェアで補正する機能を持つ省電力無線

通信プロトコルスタックである NES-MAC を開発した。
CXOの誤差を補正することによって、同期維持のための通
信頻度を下げることができた。 

 
NES-MAC による性能向上を明らかにするために、100

台程度の無線機から無線機のペアを無作為に A～Jの 10組
選んで同期維持性能の測定実験をした結果を図 3 に示す。
図 3 の横軸は無線機のペアを示し、縦軸はそのペアで同期
維持が可能な同期通信間隔を示す。CXOの誤差を補正せず
に CSL通信をしたところ、同期維持ができる再同期間隔は、
組み合わせにより 5 分～3 時間のばらつきがあった（図 3
の Normal CSL）。例えばペア Aの場合、CSL 同期通信確
立後、5分以内に再同期のための通信をしないと同期が外れ
てしまい CSL同期通信が維持できない。しかし、NES-MAC
を利用した場合にはすべての無線機の組み合わせで再同期

の間隔が 3 時間程度開いても同期が維持できていることが
明らかになった（図 3の NES-MAC）。 
 

〈4･3〉 NW 層に対する施策(12) 

NW 層に対する施策はデータ中継ノードに通信が集中す

ることを防ぐプロトコルである Statistical Smoothing 
Method（SSM)および省電力優先の通信経路構築方式を開
発した。 

 
多くの無線マルチホップネットワークプロトコルでは、

通信環境を元に各ノードが自律的に親ノード（＝データ中

継ノード）を選択してネットワークを構築する。よって、

例えば通信環境の良い特定のノードに子ノードが偏るとい

う事態は頻繁に発生する。外部電源で動作する通常の無線

マルチホップネットワークではこれは問題にならない。し
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図 4 初期状態 ノード 19および 7に子ノードが集中 
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図 5 平滑化実施後 子ノードが平滑化されている 
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図 6 通信路を電波環境でのみ決定 設置場所から最も近いノ

ードを中継機として決定 

 
図 7 通信経路を電波環境および外部電源の有無で決定 外

部電源駆動しているノードに中継が集中 

かし、データを中継する親ノードがバッテリ駆動かつ省電

力動作をする場合、このことは課題になる。例えば、親ノ

ードの電池が 10年程度持つようにネットワークを設計して
も、子ノードの偏りが生じて特定の中継機へデータ中継が

集中すると、親ノードの電池が途中で切れてしまいシステ

ムを長期間維持できない。また、CSLを使った子ノードは、
受信側である親ノードが間欠受信するタイミングでデータ

送信をするので送信が集中し、輻輳が発生する確率も高い。 
そこで、こういった課題を解決するための子ノード平滑

化プロトコルである SSM を開発した。SSM ではネットワ
ークのトポロジ情報を元に子ノードの数が他のノードに比

べて著しく多いノードである「外れ値ノード」を見つけ出

し、そのノードに対して子ノードの数を調整するようにコ

マンドを発行することで子ノードの平滑化を実現する。 

平滑化を適切に実施するためには外れ値ノード検出方法

が重要になる。子ノード数の標準偏差と平均値を利用した

外れ値ノード検出方法は、今回のように外れ値の存在が想

定されるデータの外れ値検出基準としては適切ではない。

なぜなら、標準偏差や平均値といった値は外れ値の影響を

受けやすいので検出すべき外れ値を見逃してしまう現象が

発生するからである(13)。 
SSMでは外れ値ノードの検出方法として、データの個数

とデータ順序から外れ値を選別する箱ひげ図法(13)を採用し

た。箱ひげ図法は、その外れ値の選別方法が外れ値の影響

を受けにくいという特徴を持つ。箱ひげ図法を利用するこ

とにより、一般的な統計的手法を利用するよりも適切に外

れ値ノードを検出できるようになった。 
例えば、図 4 のように特定のノードに子ノードが偏って

いるネットワークに対して SSMを適応すると、図 5のよう
に平滑化される。机上シミュレーションの結果、子ノード

の平滑化によって送信電力を最大二分の一に、輻輳発生率

を最大四分の一まで低減できることがわかった。 
 
多くの無線マルチホップネットワークプロトコルでは、

ネットワーク構築の際には、通信環境のみを元にネットワ

ークを構築していた。しかし、例えば UCoMS のように外
部電源で動作するノード（センサデータ収集機)と、電池で

動作するノード（センサデータ中継機)が混在するネットワ

ークである場合、少々通信環境が悪い場合でもデータ中継

を外部電源で駆動するノードで実施したほうがシステム全

体の寿命は伸びる。そこで我々はネットワーク構築を、通

信環境だけではなく、中継機の電源種類を考慮して実施す

る、省電力優先の通信経路構築方式を開発・実装した。 
具体的にはノード間で自身の情報をやり取りする際に自

身が外部電源で動作しているか、電池で動作しているかの

情報を追記しておく。各ノードは通信経路を構築する際に

データを中継するノードの選定を、そのノードとの通信状

況（通信時の RSSI値)とともに、動作電源の種類を加味し
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て実施する。 
例えば、従来の方式では図 6 のようなネットワークに対

して本方式を適応すると、図 7 のように子ノードは外部電
源で動作するノードを中継機として選択するようになる。

外部電源ノードは間欠受信する必要がないので、送信側の

データ送信タイミングが集中することを起因とする輻輳も

発生しない。 
 

5. あとがき 

ケーブルレスなポンプ常時モニタリングシステムの内、

特に OKIが担当している省電力無線ネットワークに関する
取り組みを紹介した。UCoMSで利用する無線マルチホップ
ネットワークの物理層、MAC層、NW層のすべてのレイヤ
に対して施策を施した結果、目標である電池での 10年動作
を達成する見通しが立っている。 
本研究開発プロジェクトは 2018年 8月現在、5カ年計画

の最終年度にあたる。現在、様々な環境での実証実験を通

してシステムの検証および、新たな課題対応を実施中であ

る。 
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