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はじめに 
 

無線通信モジュールの小型低廉化に伴い、様々な機器に容易に無線通信機能が搭載可能

になってきた。その結果、従来の集中制御ネットワークとは異なり、無線端末どうしが自

律分散的に情報交換を行い、臨機応変にネットワークを構築する、いわゆるアドホックネ

ットワークが注目を浴びつつある。現在、IETF ではルーチングプロトコルの標準化作業

が、IEEE 802.11s ではメッシュネットワークの標準化作業が進められるなど、関連する

技術が着実に進展しつつある。次世代広帯域陸上移動通信の検討においてもアドホックネ

ットワークの構築に不可欠なマルチホップ接続が重要技術と認識されている。 

しかしながら、陸上移動通信とは対照的に、海上（船舶）通信の通信インフラは必ずし

も十分ではなく、小型船舶の場合、少し沖合に出るとネットワークから隔離されてしまう

危険性がある。もちろんインマルサット海事衛星や N-STAR 衛星を用いた移動通信など衛

星を利用した商用サービスがあるが、基本的には高価であり必ずしも全小型船舶には行き

渡っていない。登録船舶の大多数を占める小型船舶に対しては旧来の無線通信システムを

利用するしか選択肢がないのが現状である。このように、海上と陸上通信との通信環境の

格差が拡大しており、その格差解消が大きな課題となっている。 

そこで、一般に普及している海上無線通信システムの利用を前提として、周辺の小型船

舶が必要に応じて中継ノードの役割を果たすアドホックネットワーク技術に着目し、海上

の小型船舶どうし、あるいは小型船舶と陸上局とのネットワーク接続を確保するための技

術検討を目的として本調査検討会が設けられた。一般に、アドホックネットワークにより

任意の小型船舶間の通信が成功する確率は、その時点での船舶密度や分布、電波到達距離

などに依存し必ずしも 100%とは言えないが、ある程度の船舶密度が確保できれば、相対

位置の正確な把握、的確なルーチング、適切な送信電力の設定等により、十分有用な値に

まで高めることができると考えられる。さらに、将来的には島や固定ブイを利用した無線

中継器の増設によりネットワークの接続性をより一層向上させうると期待される。 

本調査検討により、アドホックネットワーク固有の限界を認識した上で、海上における

小型船舶向けの高信頼度アドホックネットワーク設計手法が明らかにされつつあり、小型

船舶の安全に大いに寄与することを期待したい。 

末筆ながら、短期間に精力的に調査検討を実施された本調査検討会メンバー各位に深甚

の謝意を表する次第である。 

周波数有効利用のための海上無線アドホックネットワーク技術の調査検討会  

                      主査   吉田 進  (京都大学) 
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第 1 章 海上無線アドホックネットワーク技術の調査検討の目的 

 

近年、陸上通信では移動体無線や無線 LAN 等のモバイルネットワークシステムが普及

し、そのブロードバンド化が急速に進展しているが、海上船舶通信では、一部で衛星通信

によるインターネットの利用が見られるものの、ほとんどが短波帯、中短波帯、超短波帯

等の電信、電話、ファクシミリ等のアナログ通信に留まっており、デジタル通信は印刷電

信等で限定的に利用されるのみとなっている。このように、海上通信と陸上通信との通信

環境の格差は急速に拡大しており、その格差の解消が大きな課題となっている。 

また、海洋上で高速のデータ通信を実現するためには衛星通信以外に選択肢がないのが

実情であり、平成 20 年 2 月には超高速インターネット衛星「きずな」の打ち上げが成功

しているが、実用化までには未だ時間が必要である。さらに、本調査検討で対象とする漁

船での利用を想定すれば、高価で大型な衛星通信装置を搭載し、かつ、通信料を負担でき

る船舶は限られており、登録船舶の大多数を占める小型船舶には旧来の無線通信システム

を利用するしか選択肢がないのが現状である。 

地上系の短波及び海上の超短波をデジタル化する研究は我が国でも長年にわたって行

われてきた。特に我が国独自の海上無線通信システムとして小型漁船を中心に使用されて

いる 27MHz/40MHz の超短波無線システムのデジタル化に対して研究が進められている

ものの、既存の音声による通信との共存の必要性や、海岸局との距離の問題など解決すべ

き課題がある。 

この通信環境の格差を解消するため、一般に普及している海上無線通信システムにアド

ホックネットワーク技術を適用することで、より広範囲の船舶がデータ通信の恩恵に浴す

ることが想像される。本調査検討においては、その技術仕様について検討することを目的

とし、具体的にはパケット中継を行った場合の伝送性能や、海上通信環境に適した経路選

択プロトコルの選定、さらには同方式による長距離転送の可能性について調査検討会を開

催し、検討を行う。特に検討会では次の三点について作業班を設置し、詳細な検討を行う。 

（１）コンピュータシミュレーションによるプロトコルの評価と選定 

 海上無線アドホックネットワークに適用するルーチングプロトコルについて、リア

クティブ型プロトコル及びプロアクティブ型プロトコルのそれぞれ代表的な方式につ

いてコンピュータシミュレーションを用いて評価し、オーバーヘッド、スループット、

エンド・トゥ・エンド遅延等の観点から 適なルーチングプロトコルを選定する（第
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３章参照）。 

（２）既存の海上通信システムを考慮したプロトコルの検証 

 前項で選定した 適プロトコルに対して、経路制御のデータ量を軽減するとともに、

一般に普及している 27MHz／40MHz 帯 DSB 機器を用いた海上通信システムにおけ

る海上伝搬特性、無線機器の使用等、既存の海上無線通信を考慮したシステムを構築

し（第４章参照）、所要の経路制御特性及び伝送距離、品質等の通信特性が確保され

ることを検証する（第５章参照）。 

（３）海上アドホックネットワークの室内実証実験の実施 

 前項で選定・検証したプロトコルを海上通信システムに実装した上で、海上・陸上

間及び海上・海上間通信を想定した室内実証実験を実施し、既存の海上通信システム

を用いて海上無線アドホックネットワークが構成できることを実証する（第５章参

照）。 

また、これらの検討に付随する調査として、漁業における海上通信の実情について聞き

取り調査を実施し（第２章参照）、海上無線アドホックネットワークシステムに対する需要

及び想定されるアプリケーションを検討する（第６章参照）。 

以上の調査検討により、陸上ネットワークとの親和性の高いシステム構成を持つ、通信

可能域の拡大とブラインドエリアの縮小を実現することにより、小型漁船の操業の安全と

通信の利便性に寄与する海上アドホックネットワーク技術を目指すものである。 

 



 

－ 3 － 

第２章 海上無線アドホックネットワーク技術の概要 

 

２．１ 無線アドホックネットワークの概要 

無線アドホックネットワークとは、基地局を介さず、無線端末（以下、「ノード」とい

う。）自身によって自己組織的に構成されるネットワークのことをいう。ノードは、無線中

継機能と中継経路を決定する経路制御機能を有しており、経路制御機能により経路を見出

すことができれば、経路上のノードがマルチホップ中継することにより、互いに直接無線

が届かない距離にあるノード間であっても通信できる可能性がある。このため、互いに直

接通信しかできないネットワークに比べて、その通信可能エリアを拡大できる利点がある。 

 

図２．１－１ 海上無線アドホックネットワークのイメージ 

無線アドホックネットワークは、米国国防総省高等研究計画局（DARPA: Defense 

Advanced Research Projects Agency）が 1972 年に開始した PRNet（Packet Radio 

Network）プログラムにその起源を求めることができる(13)。インターネットの原型として

知られる ARPANet（Advanced Research Projects Agency-Net）が 1969 年に稼働を開始

したことを考えれば、その歴史は古い。その後、無線アドホックネットワークの他分野へ

の応用や理論研究が盛んになり、学術論文誌でも無線アドホックネットワークに関する特

集号がたびたび組まれるようになった。特に、1997 年に規格が制定された IEEE802.11

無線 LAN の普及とともに、これをベースとした無線アドホックネットワークの実用研究
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が盛んになり、1997 年には、IETF（Internet Engineering Task Force）において MANET

（Mobile Ad-hoc Networks）ワーキンググループが設立され、以後、インターネットプロ

トコルベースでの経路制御プロトコルに関する議論が活発に行われている。 

我が国においても、平成 19 年度に電子情報通信学会通信ソサイエティ・アドホックネ

ットワーク研究会が常設研究会として立ち上がり、その活動を開始している。また、大規

模なテストベッドが構築され、実証実験が行われるに至っている(17),(18)。 

２．１．１ 経路制御方式の概要 

無線アドホックネットワークの研究開発では、経路制御方式は重要な技術課題に位置付

けられている。無線アドホックネットワークでは、ノードが移動するような環境での利用

が想定されているが、このような状況下では、一旦発見された経路が送受信ノードあるい

は中継ノードの移動により無効になる場合があり、その場合は新たな経路を逐次構築して

いかなければならず、必然的に動的経路制御を行わなければならない。 

また、無線アドホックネットワークのための経路制御では、リンク速度が小さい、近隣

ノードの送信からの電波干渉を受ける、単方向リンクが生成される可能性があるなどとい

った無線特有の性質を考慮しなければならない(7)。さらに、有線網では一般的にノード故

障やリンク切断によってトポロジ変化が生じるのに対し、無線アドホックネットワークで

はノード移動により、より頻繁にトポロジ変化が生じる可能性がある。また、ルータ機能

のない端末をネットワークで収容し、そのネットワークを数台のルータにより相互接続す

る、といったような有線ネットワークでよく使われる利用形態と異なり、すべての端末が

ルータの役割をはたす無線アドホックネットワークでは、ノード数に対するスケーラビリ

ティへの要求が特に高くなる。 

これらの理由から、有線ネットワークで用いられてきた経路制御方式をそのまま無線ア

ドホックネットワークに転用することは難しい。このため、無線アドホックネットワーク

のための経路制御プロトコルとしてさまざまな方式が検討されてきた(2),(3),(16)。これまでに

提案されている経路制御方式は、そのほとんどが以下の３つのカテゴリのいずれかに分類

することができる(16)。 

① プロアクティブ型（テーブル駆動型） 

定期的又は必要に応じて経路情報（トポロジ情報、リンク情報、距離テーブルな

ど）をノード間で交換し、ネットワーク内の任意のノードへの経路を常に維持しよ

うとする方式である。プロアクティブ型は、ネットワーク内にどのノードが存在し
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ているのかを把握することが容易であり、いわば網の可視化ともいうべき機能を本

質的に備えている。従って、この特徴を生かしたアプリケーションを開発できると

いう利点がある。その一方で、データ通信の有無にかかわらず、経路情報交換を行

うため、経路情報交換のためのオーバーヘッドが生じる。このため、無線チャネル

が狭帯域の場合、このオーバーヘッドが無視できなくなる可能性がある。代表的な

方式に後述する OLSR（Optimized Link State Routing）(6)や TBRPF（Topology 

Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding）(12)がある。 

② リアクティブ型（オンデマンド型） 

データ送信が必要になった時点で送信ノードが目的ノードまでの経路発見を試み

る方式である。経路発見プロセスを経て目的ノードまでの経路が発見されると、そ

の経路を使用し続けるが、経路が無効になった場合は、先に発見された経路をもと

に代替経路を発見するか、再度、新たに経路発見を試みる。このため、経路制御オ

ーバーヘッドは小さく、狭帯域無線チャネル環境で適した方式であるといえる。だ

だし、リアクティブ型は、通信が必要となったときにその目的ノードを発見する方

式であるため、通信を試みるまでは、目的ノードがネットワーク内に存在するかど

うかが判らない。代表的な方式に後述する AODV（Ad Hoc On Demand Distance 

Vector）(14)や DSR（The Dynamic Source Routing）(9)がある。 

③ ハイブリッド型 

プロアクティブ型とリアクティブ型を組み合わせた方式である。階層構造をとる

クラスタ型(5)やフラット構造のゾーン型などがある。ゾーン型では、各ノードがあ

る一定のホップ数内を自身のゾーンとし、ゾーン内ではプロアクティブ型を使用し、

ゾーン外への通信にはリアクティブ型を使用する。ゾーン型の代表的な方式に ZRP

（Zone Routing Protocol）(8)がある。 

２．１．２ IETF MANET WG における標準化活動 

経路制御方式は、IETF MANET ワーキンググループが RFC2501 において自身の目標

としてうたっているように、トポロジ変化やトラヒック負荷に柔軟に対応し、幅広い条件

下で効率的に動作することが望ましい。しかし現時点では、いかなる条件下でもよい性能

をもつプロトコルが見出されているわけではない。IETF MANET ワーキンググループに

おいても異なるアプローチが検討され、その結果、経路制御プロトコルの候補として、次

の 4 方式の仕様が策定され、RFC(Request For Comment)として公開されている。 
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① Optimized Link State Routing (OLSR) (RFC 3626)(6) 

プロアクティブ型に分類され、かつリンクステート型ルーチングを行う。リンク

ステート型は、各ノードがリンク情報を網内に広告しあい、その結果、全ノードが

網トポロジ情報を共有する。その後、各ノードが他ノードへの 短パスを Dijkstra

法により求め、その結果として他ノードへ至る隣接ノードを知る、というものであ

る。OLSR は、リンク情報を効率よく網内に広告する仕組みが盛り込まれており、

その機能はノード密度が高いときに効果を発揮する。 

また、OLSR は、隣接ノード情報を Hello メッセージにより交換する。さらに、

リンク情報を TC（Topology Control）メッセージにのせて網内に伝搬させる。TC

メッセージを網内に伝搬させるにあたり、フラッディングという手法を用いる。こ

のフラッディングの効率をあげる MPR フラッディングという仕組みが OLSR の特

徴となっている。 

 

図２．１－２（ａ） は比較のための単純なフラッディングを示しており、中央の

ノードが送信したメッセージを初めて受信した隣接ノードが一度だけ、同じメッセ

ージを再送信している。この方法では同じメッセージを複数受け取っているノード

が存在する。 

図２．１－２（ｂ）が OLSR の採用する MPR（Multipoint Relay）ノードを使

用したフラッディングである。中央ノードの隣接ノードのなかから適切なノードを

選び出し（図中ハッチのかかっているノードであり、これが MPR）、そのノードの

みが中央ノードからのメッセージを再送信しており、これでもって中央ノードから

 

図２．１－２ 単純フラッディングと OLSR における MPR フラッディング 
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２ホップ先すべてのノードにメッセージが配信されている。なお、２ホップ先すべ

てのノードにメッセージが届く必要 小限のノードを、隣接ノードの中から MPR

ノードとして選択されている。また、図２．１－２で単純フラッディングと OLSR

による MPR フラッディングを比較すると、MPR フラッディングは半分のノードが

再送信するだけで２ホップ先すべてのノードにメッセージが配信されている。この

削減効果はノード密度が高いほど大きくなる。 

OLSR は Hello メッセージや TC メッセージの交換頻度により、制御オーバーヘ

ッドが変わる。また、ノード密度でもって MPR フラッディングの効率改善の効果

が変わる。OLSR の評価にあたってはこれらのパラメータの影響を考慮する必要が

ある。 

なお、実装コードは、下記のサイトで公開されており、実機での評価を行うこと

が可能である。 

・ olsr.org, http://www.olsr.org 

・ INRIA, http://menetou.inria.fr/olsr/ 

 

② Topology Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding (TBRPF) (RFC 

3684)(12) 

プロアクティブ型に分類され、OLSR と同じくリンクステート型ルーチングを行

う。トポロジ変化の差分情報のみを送ることで、経路制御オーバーヘッドを削減し

ようとしている点に特徴がある。知りえたトポロジ情報から自身を根とする 短経

路木を送信者木として生成し、その一部を報告部分木として網内に広告する。この

報告部分木も全てを送るのはある一定頻度であり、そのほかは差分情報のみを送る

ことで経路制御トラヒック量を削減している。 

ただし、TBRPF については、実機への実装、評価が困難である。これは、TBRPF

は SRI International によって米国特許が取得されており、現時点でオープンにさ

れている利用可能なプログラムコードは公開されておらず、また商用ネットワーク

シミュレータにも実装されていないためである。さらに、文献(11)によれば、実機

による評価実験において同時にノードを立ち上げるとネットワークがダウンする現

象があり、その原因は十分に解明されていない。これらの理由から、本検討会にお

いては TBRPF を評価の対象から外すことにした。 
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③ Ad Hoc On Demand Distance Vector (AODV) Routing (RFC 3561)(14) 

リアクティブ型に分類される。AODV による経路発見手順を、図２．１－３を使

って説明する。 

データ送信を行うノード S は、目的ノード D までの経路を持たない場合、RREQ

（Route Request）メッセージを網内にフラッディング（OLSR で説明した単純フ

ラッディング）する（図２．１－３の（ａ））。初めて RREQ メッセージ受信したノ

ードはそのメッセージ送信ノードを逆方向パスとして記憶する。 

受信ノード D 又は既に D までの経路を有しているノード I が RREQ を受信する

と、RREP（Route Reply）メッセージを返信する（図２．１－３の（b））。RREP

メッセージを受信したノードは、これを逆方向パスにそって送信ノード S に転送す

る。RREP を受け取った送信ノード S は、データ転送を開始する（図２．１－３の

（ｃ））。 

この後、もし、あるリンクの送信ノード側にあるノードがリンク切断を検出する

と、該当リンクの送信ノード側（上流側）ノードから RERR（Route Error）メッ

セージが送信ノードに送り返され、これを受信した送信ノードは経路再発見を試み

る。ただし、この機能を実現するためには、リンク切断を検出する機能が必要とな

る。 

リンク切断検出は、データパケット送信がない場合においても確認するための機

能と、データパケット送信後に確認する機能を組み合わせて実現する。データパケ

ット送信がない場合において確認するためには、 Hello メッセージを

HELLO_INTERVAL として指定された時間毎に発見された経路上で行うことで実

現する。Hello パケットを、連続して ALLOWD_HELLO_LOSS として指定された

回、受信に失敗した場合は、リンクが切断されたものと判断する。データパケット

 

図２．１－３ AODV における経路発見 
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送信後に確認する機能としては、MAC 層のリンク切断通知を利用する。 

また、この機能を利用できない場合、パッシブ ACK を利用する。これは、ある

ノードがパケット送信に成功したかどうかを、次ホップがさらに次ホップに転送す

るパケット送信を自身が受信するか否かで確認する、というものである。このため、

次ホップが目的ノードであるか、NEXT_HOP_WAIT として指定された時間以内に

パッシブACKを受信しなければ、次の手段でもってリンク切断の有無を判断する。 

・ 次ホップから Hello メッセージを含む何らかのパケット受信があるかどうかを確

認する。 

・ RREQ を次ホップにユニキャストして次ホップ経路を探索する。 

・ ICMP 応答要求メッセージを次ホップにユニキャストする。 

なお、AODV は、Hello メッセージを定期交換するため、これが狭帯域チャネル

を圧迫する可能性がある（なお、Hello メッセージは 20Byte である）。このため、

シミュレーションではこの影響を考慮する必要がある。 

さらに、実装コードは、下記のサイトで公開されており、実機での評価を行うこ

とが可能である。 

・ AODV-UU, http://core.it.uu.se/core/index.php/AODV-UU 

・ Kernel AODV,  http://w3.antd.nist.gov/wctg/aodv_kernel/ 

④ The Dynamic Source Routing (DSR) (RFC 4728)(9) 

リアクティブ型に分類される。AODV との大きな違いは、AODV がホップバイホ

ップでデータパケットの転送を行うのに対し、DSR は、ソースルーチングを行う点

にある。つまり、AODV では、各ノードが目的ノードへの経路表を参照することで

データパケットを転送するが、これに対し DSR では、送信ノードが宛先までの経

路をキャッシュしており、これをデータパケットのヘッダに埋め込み、中継ノード

はこのヘッダを参照しながら転送する。 

DSR による経路発見手順を、図２．１－４を使って説明する。 
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図２．１－４ DSR における経路発見 

データ送信を行うノード S は、目的ノード D までの経路を持たない場合、RREQ

（Route Request）メッセージを網内にフラッディングする（図２．１－４の（ａ））。

RREQ メッセージを初めて受信したノードは目的ノードへの経路を保持している

かどうかキャッシュを確認する。もし経路がなければ、RREQ メッセージに自身の

アドレスを追加して、フラッディング処理を続ける。他方、目的ノード又は目的ノ

ードへの経路をキャッシュしているノード（図２．１－４の（ａ）及び（ｂ）のノ

ード F）は、RREQ によって運ばれた自身までの経路に自身から目的ノードまでの

経路を追加して（自身が目的ノードの場合は自身のみ）、RREP（Route Reply）処

理に進む。 

RREP 処理は、MAC 層において ACK を用いているかどうかで異なる。MAC 層

において ACK を用いている場合は、発見された経路を送信ノードに向かってたど

る形で RREP メッセージを転送する。他方、ACK を用いていない場合、目的ノー

ドは、送信ノードへの経路を保持しているかどうかキャッシュを確認する。経路が

あれば、その経路に従って RREP メッセージを送信ノードに向けて送信する。そう

でなければ、目的ノードは送信ノードにむけて経路発見を試み、そのための RREQ

メッセージに含めて RREP を返信する。 

RREP を受け取った送信ノード Sは、データ転送を開始する（図２．１－４の（ｃ））。 

リンク切断検出は、データパケット送信時に行われる。もし、あるリンクの送信

ノード側にあるノードがリンク切断を検出すると、該当リンクの送信ノード側（上

流側）ノードは、該当リンクを経路キャッシュから削除し、このリンクを使用する

送信ノードに向けて RERR（Route Error）メッセージを返信し、これを受信した

送信ノードは、別経路をキャッシュしていればそれを用いて送信を試み、そうでな

ければ再度経路発見を試みる。この機能を実現するためには、リンク切断を検出す

る機能が必要となる。この検出は、 
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・ MAC 層が ACK 機能を持つ場合にそのリンク切断検出機能を用いる。 

・ パッシブ ACK を用いる。 

・ ソフトウェア ACK を用いる。 

ソフトウェア ACK は、リンク受信側ノードが DSR プロトコル処理として ACK

メッセージを返信する方法で、単方向リンクの場合はマルチホップで返信される。 

 

DSR では、データパケットのヘッダに宛先までの全経路が記入されるため、経路

のホップ数が多くなるとデータパケット内の経路制御情報の割合が大きくなり、デ

ータ部分（ペイロード部）が占める割合が相対的に小さくなり、効率が悪化する。

なお、このオーバーヘッドは、図２．１－５、図２．１－６に示されるように計（8

＋4×ホップ数）バイトとなる。データトラヒック量が増えると、これに比例して

経路制御のためのオーバーヘッドが増えるため、シミュレーションを行う場合は、

この影響を考慮する必要がある。 

なお、実装コードは、下記のサイトで公開されており、実機での評価を行うこと

が可能である。 

・ DSR-UU, http://core.it.uu.se/core/index.php/DSR-UU 

 
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 (bit)

F Reserved Payload Length

Options

Next Header

 
図２．１－５ DSR ヘッダ固定部 
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Address[n]

Address[1]
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…

Option Type Opt Dat Len Reserved Salvage Segs Left

 

図２．１－６ DSR ソースルーチングオプションヘッダ 
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２．２ 海上無線アドホックネットワークの要求 

経路制御の選択にあたっては、上位に位置するアプリケーションからの要求条件（ある

いはアプリケーションに提供できる性能）や使用される環境に照らして検討する必要があ

る。 

RFC2501 では、性能指標として、スループット（又は到達率）、エンド間遅延、誤到着

順序率、経路発見遅延、チャネル効率（又は制御オーバーヘッド）などを挙げている。ま

た、使用環境を特徴づける要因としては、ノード数、ネットワーク接続度（隣接ノード数）、

トポロジ変化速度、リンク速度、単方向リンク率、トラヒックパターン、（時間的、空間的）

ノード移動パターン、ノードスリープ割合・頻度などを挙げている。その他にも、アプリ

ケーションとの親和性や使用されるメディアアクセス制御（MAC：Medium Access 

Control）などを考慮しておく必要がある。 

RFC として公開されている AODV、DSR、OLSR、TBRPF についても、さまざまな前

提の下、比較検討がなされている。しかし、その検討結果は必ずしも同様な傾向を持って

いるとはいえず、想定している環境によって異なった結果となっている(1),(3),(4),(10),(15)。ま

た、その殆どが IEEE802.11 無線 LAN 規格上での評価となっており、本調査検討が対象

とする 27MHz/40MHz 帯の DSB 機器を用いた海上無線アドホックネットワークと異なる

環境であるため、これらの知見が、本調査検討にそのまま当てはまるわけではない。具体

的には無線 LAN 環境と海上無線アドホックネットワーク環境では、次のような違いがあ

る。 

① 狭帯域無線伝送路 

海上無線アドホックネットワークにおける無線伝送速度は 1,200bps を想定して

おり、IEEE802.11a/b/g の無線 LAN の規格速度である 11Mbps～54Mbps に比べて

1/9,000 以下と超低速である。 

② 低空間再利用性 

IEEE802.11 無線 LAN の無線伝送距離は、見通しで数百メートル程度であるのに

対し、海上無線アドホックネットワークでは、無線伝送距離が数十キロメートル（

大約 50km 程度）におよぶ。一般にあるノードがデータ送信を試みている間、衝突

が発生しないようその周辺ノードは送信できないが、相互に電波干渉が無視できる

程度に離れたノードは、同時にデータを送信ができる。ただし、送信距離が長いと

それだけ周囲のノードがデータ送信できなくなる。この意味において海上無線アド
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ホックネットワークの空間再利用性は低い。 

③ 低トポロジ変化速度 

例えば、IEEE802.11 無線 LAN の見通しでの無線伝送可能距離を 350m と仮定

し、その距離を移動速度 2～100km/h（徒歩や自動車での移動）でノードが移動す

るのに要する時間は、およそ 12 秒～11 分である。 

一方、無線伝送可能距離を 40km とし、その距離を移動速度 10～30 ノット（18.6

～55.6km/h）でノードが移動するのに要する時間は、およそ 43 分～2 時間 10 分で

ある。つまり、無線 LAN 環境に比べ海上無線アドホックネットワークのトポロジ

変化は遅いと考えられる。 

 

図２．２－１ パケット伝送距離のイメージ図 

なお、第３章では、上記の環境を踏まえたシミュレーション実験を行う。また、想定さ

れる利用形態としても、後述する“２．３海上無線アドホックネットワークの需要”の結

果を踏まえると、陸局からのブロードキャスト型サービスへの要望が高いことが判明した

ため、シミュレーション実験においては、ブロードキャスト通信についても検討を行う。 

 

２．３ 海上無線アドホックネットワークの需要（聞き取り調査） 

漁業無線局が提供している通信サービスは、遠洋・近海向けには短波、中短波無線、沿

岸向けは 27MHz/40MHz 帯の超短波無線である。 

遠洋・近海向けには電信(A1A)と SSB（J3E）電話、沿岸漁業向けには SSB(J3E)電話、

DSB(A3E)電話が主として用いられている。また、一部の無線局で遠洋向けに無線テレタイ

プ通信 RTTY(F1B)、電話帯域を利用した FAX 通信などが行われている。 
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27MHz/40MHz 帯の漁業無線局は、これまで、漁業協同組合が個々に通信周波数の認可を

受けて無線局を設置する形態が多かったが、県業務として広域通信サービスを担う漁業無

線局が、複数の漁協に代わって 27MHz/40MHz 帯の通信サービスを行う場合が増えており、

例えば徳島県では、県東南部の牟岐漁業無線局が近隣の複数の漁協所属の漁船への通信業

務を、北東部では各漁協の漁業無線局が所属漁船向けの通信業務を担っている。さらに、

岩手県、三重県では 1 局が全県の漁船に対してサービスを行っている。 

このように 27MHz/40MHz 帯の漁業通信は、自治体の方針、漁協・漁連の方針、漁船の種

別、操業する海域、海岸地形などによって県毎に地域性が存在する。 

このため、漁業の抱える特有の問題、あるいは地域性と通信事情の関連を調査すること

により、27MHz/40MHz 帯域におけるデータ通信ならびにアドホックネットワークの需要を

抽出することが可能となる。このため、徳島県、岩手県、三重県にある 3 箇所の大規模漁

業無線局を訪問し、聞き取り調査を実施した。本節ではその結果をまとめるとともに、そ

こから抽出された海上無線アドホックネットワークに関するニーズについて述べる。 

２．３．１ ［聞き取り調査１］徳島県牟岐漁業無線局 

所 在 徳島県海部郡牟岐町大字牟岐浦字馬池 104-2 

調査日 2007 年 10 月 19 日 

（１）無線局の概要 

徳島県には 18 カ所の漁業無線局があり、その中で本無線局は昭和 28 年に徳島県が条例

によって設置したものである。牟岐町南東部に位置する半島（小張崎）の高台に位置し、

紀伊水道から太平洋に向けて広い通信エリアを持つ。 

本無線局では、漁業操業の安全確保及び漁船との情報連絡を目的として HF、MHF、27MHz

帯の通信サービスを提供している。なお、徳島県所属の漁船の主な漁場は、沿岸域での許

可操業、沿岸・近海域での自由操業、西太平洋のマリアナ近海から三陸東方付近での遠洋

漁業などである。 
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（２）聞き取り調査の結果のまとめ 

牟岐漁業無線局局長への聞き取り結果は、以下のとおり。 

・ 従事者について 

 沿岸の漁船は大半の漁船が 5t 前後の小型船である。漁師は高齢者が多く、健康面で

不安を抱えている。後継者が育っておらず、一人乗りの単独行動が多いので、操業中

の健康管理が課題である。 

・ 新規機材への投資について 

 零細業者が多く、新しい通信機器の導入には消極的である。但し、収入増につなが

る情報を海上で入手することについて、関心が高い。 

・ 通信メディアの選択について 

 27MHz 帯無線は無線局から沿岸の漁船への情報連絡に主に使われている。これに対

し、沿岸域で漁船が行う通信には、他船に傍受されるのを避けるため、携帯電話を使

うことが多い。また、遠洋では衛星携帯電話が使われている。 

・ 27MHz/40MHz 帯の通信内容について 

 牟岐無線局が 27MHz 帯を使って定時連絡で伝達する情報は、海洋気象台からの気象

通報（文字の読み上げ）、航行安全情報、地震津波情報、事故情報などであり、この他

に各漁船宛の伝言を取り扱っている。 

・ 画像情報の提供 

牟岐無線局は遠洋向けに天気図、海水温分布、漁況データ、市況データなどの FAX

サービスを行っている。図２．３．１－２から図２．３．１－４までの図は、牟岐漁

 
                                           （徳島県庁ホームページより） 

図２．３．１－１ 牟岐無線局（岬に立つ白い建物） 
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業無線局から１日に数回ＦＡＸ形式で伝送されている画像の一例である。 

図２．３－２の天気図は、白地図上に、各地の気圧、風向、風速、気温の諸データ、

高気圧、低気圧の位置、中心気圧、進行方向、代表的な等圧線などが記入されている。 

 

図２．３．１－２ 天気図の例 

図２．３．１－３の海流推測図には日本近海の代表的海流の位置、蛇行の様子、渦

の発生の様子などが記入されている。海流の蛇行の様子は魚群の位置を推測する重要

な情報であり、利用価値が高い。 
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図２．３．１－３ 海流推測図の例 

図２．３．１－４の市況表は、ある漁船が漁港で水揚げした魚種、数量、型、落札

金額等が書かれている。これと類似の表形式のデータとして、海域毎の魚種と漁獲量

を一覧表にした漁況表がある。 

 

図２．３．１－４ 市況データの例 

・ 漁船への連絡の困難さ 

特定の漁船に通信用件が発生したときの手順は次のとおり。 

①先ず、漁船の使用する周波数で呼びかけ、返信を待つ。 
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②返信がなければ、その漁船の居所を知る（あるいは連絡可能な）船がいないか、

同一周波数を使用している僚船に尋ねる。 

③連絡可能な船が見つかれば、伝言を言付けるが、もし、連絡可能な船が見つから

なければ、連絡不能と判断する。 

 なお、漁船と直接連絡できないのは、漁船が作業中で手が離せない場合、漁船

が遠方にいて電波到達圏外である場合、あるいは島や半島の陰に入って電波が届

かない場合などである。また、稀に病気・事故などで返信ができない場合がある。

このように、漁業無線局から漁船へ直接連絡を取ることはかなりの困難を伴う。 

・ 地震等の災害への対応 

 徳島県では南海地震等の災害に備えて防災ネットワークの整備を進めており、漁船

向けの緊急通報を行うシステムの整備が急務となっている。牟岐無線局は終日稼働し

ているが、同局の 27MHz 帯の電波は県域全体をカバーしていない。現在、緊急時には

FAX で県下の各漁業無線局へ情報を伝えているが、夜間は無人になるため漁船への一斉

通報が困難な場合があり、確実な連絡手段が求められている。 

（３）分析 

（ア）27MHz/40MHz 帯域の通信範囲拡大の需要 

 27MHz/40MHz帯の電波は直進性が比較的高く到達距離は約50kmと言われている。

海上無線アドホックネットワーク技術を用いることにより、漁船が陸から遠く離れ

て直接通信ができないときでも、沿岸に中継点となる漁船があれば、アドホック中

継によって通信路が確保できる。また、陸沿いであっても、所属海岸局から遠く離

れた場合、漁船に近い漁業無線局に信号が届けば、海岸局が信号を中継し、陸上の

通信網を経由することによって所属海岸局との通信が可能である。 

 この他、漁船が島や山の陰に入った場合、あるいは気象条件等によって信号が微

弱になる場合でも、中間点に漁船があれば、アドホック中継によって通信路が確保

できる。このように、海上無線アドホックネットワーク技術を用いることにより、

通信範囲が拡大できる。 

（イ）災害時の通信手段としての需要 

 通常、県内の漁業無線局を結ぶ中継通信網には、通信業者の専用線又は自治体の

ネットワークなどの比較的確実な回線が利用されるが、災害によって回線が切断さ

れる可能性がある。このような場合に備えるため、海上無線アドホックネットワー



 

－ 19 － 

ク技術を用いることにより、海岸局間に無線リンクを確保しておけば、24 時間稼働

する無線局から出される緊急通報をアドホック中継によって全海岸局へ伝達し、漁

船へ一斉同報することができる。 

（ウ）操業中の安全確保の需要 

 漁業従事者は高齢者が多く、操業中は単独行動が多いことから、操業中の健康管

理が問題とされている。もし、操業中に健康状態を遠隔監視することができれば、

突然の健康不良の際に様々な対応が可能になると思われる。一例として、血圧、脈

拍等を常時計測し符号化した形で伝送するシステム、発作等の発生を検知してデー

タ通信で通報するシステムが構築できれば、従事者の安全を確保する有効な手段に

なるものと思われる。このような漁業の安心・安全を支える将来的な通信需要も大

きい。 

（エ）マルチメディア通信の需要 

 牟岐無線局が遠洋漁業に対してFAXで提供している各種図面はA4版程度の原稿が

多い。この情報を符号化して伝送すれば、漁船の情報端末にデータとして保存して

おくことができるので、蓄積・検索などの形で有効利用が可能である。 

 近海域で操業する漁船は数日から１週間程度を海上で過ごすため、これらの情報

を利用する機会は多いものと思われるが、海上無線アドホックネットワーク技術を

用いることにより、アドホック中継によって 100km を越える伝送が可能となり、よ

り広範囲でこれらの情報を活用することができるようになる。 

２．３．２ ［聞き取り調査２］岩手県釜石漁業用海岸局 

所 在 岩手県釜石市大平町 2-9-1 

調査日 2008 年 1 月 21 日及び 22 日 

（１）無線局の概要 

昭和 30 年に釜石無線漁業協同組合として発足した無線局が母体であり、平成 6 年に県

業務全ての委託を受けて現在に至っている。27MHz 帯の中継所を 2 カ所設置（昭和 61 年

に尾崎送受信所、平成 7 年に北山崎送受信所）しており、平成 13 年には 27MHz／1W 局

全周波数（54ch）の指定を受けて県内全域を集約して通信サービスを行っている。この他、

遠洋向けの中短波、短波サービスを行っている。また、平成 11 年には同海岸局内に漁業

気象連絡室（漁業無線気象通報業務取扱）を設置し、県、気象庁と協定を結んで情報提供

を行っている。 
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（２）調査の概要 

釜石漁業用海岸局並びに釜石湾漁業協同組合白浜湾支所を基地として行われた小型漁

船救急支援システムの動作確認試験の実地調査及び同無線局長への聞き取り調査を実施し

た。 

なお、小型漁船救急支援システムとは、全国漁業無線協議会が開発中のものであり、漁

船から発信された緊急通報信号を 27MHz 帯電話回線経由で基地局へ伝送するものである。 

（ア） 「小型漁船救急支援システム」動作確認試験実地調査報告 

＊動作確認実施日及び実施場所 

 2008 年 1 月 21 日 釜石湾漁業協同組合白浜支所岩壁、移動局（宝泉丸） 

       22 日 釜石漁業無線局、移動局（宝泉丸） 

実施者  全国漁業無線協会（全無協） 

 監督：総務省東北総合通信局、協力：大洋無線、漁業無線局 

設備 宝泉丸 400MHz アンテナ（センサー信号受信用）、27MHz アンテナ（通報用） 

GPS 受信機、DSB 送受信機、警報装置親機（デジタルアダプタ）、子機 

   基地  27MHz アンテナ、DSB 送受信機、基地局アダプタ、パソコン 

＊システムの概要 

・ 子機（落水センサー、図２．３．２－１）はマッチ箱大で、手動ボタンを押すことに

より、或いは浸水を検知した場合に自動に 400MHz の無線信号を使って漁船上の親機

に通報する。子機には独自形式の ID が付けられており、親機（図２．３．２－２）１

個あたり 大５個の子機を登録することができる。通報を受信できるのは子機 ID を登

録した親子ペアに限られる。 

・ 通報を受けると、親機（図２．３．２－２）はエンジンを停止させ、27.524MHz の共

通周波数を使って基地局へ緊急通報を送る。送信される信号は、船舶 ID(MMSI)と GPS

から得た緯度経度データの二つである。信号の送受信には通常の 27MHz/40MHz 帯送

受信機が使われる。 

・ 陸上基地局では、専用アダプタ（図２．３．２－３）で信号からデータを抽出し、通

報内容から船舶 ID(MMSI)と緯度経度データを取り出してパソコンの電子海図上に船

舶を表示する。基地局で船名等が登録されていれば、船舶 ID (MMSI から船名が検索)

されてパソコンの電子海図上に表示される。（図２．３．２－４）船名が未登録の基地

局で受信された場合には船舶 ID (MMSI 番号)が直接表示される。 
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図２．３．２－１ 落水センサー 

（手動ボタンと浸水検出穴） 
図２．３．２－２ 警報装置親機 

（左から、電源・救急・解除・テストのボタン）

 

図２．３．２－３ 基地局アダプタ 
（電源・救急・解除のボタンがある。）

図２．３．２－４ 基地局での事故位置の表示

（海図中に船名、時刻、位置を表示する。） 
 

今回行われた実地試験の目的は、開発した機器の動作試験及び漁船が遠方にあって信号

が微弱な場合の動作確認を行うことの 2 点であった。特に、前者についてはセンサーの着

水から作動までの時間の計測、後者については音声の通達エリアと信号の通達エリアの関

係の確認を中心に試験が行われた。第 1 日目は移動局を岸壁に接岸させ、漁協事務所に基

地局を設置して動作確認試験を行った。第 2 日目は釜石漁業無線局に基地局を移し、釜石

湾周辺で移動局を移動させ、信号強度を計測しながら音声の通達状況、システムの動作確

認を実施した。 

＊実験の概要及び結果 

第 1 日目 船上で緊急ボタンを押し、基地局パソコンの警報鳴動と画面上の位置表示を確

認した。船上でセンサー子機を竿に取り付け、水没させた後、浮上から警報鳴
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動までの時間を測定した。その結果、センサーが着水して浮上後、2 秒から 6

秒の間に、基地局で非常ランプの点灯・鳴動・位置表示が行われた。 

第 2 日目 船を釜石湾周辺で移動させ、信号レベルの低い場所（数か所）で警報作動の可・

不可を確認した。これは、データ通信による動作条件はアナログ音声より厳し

いことが予想されるため、作動可能範囲を確認するため行われた。当日は快晴

となり、通信条件が非常に良かったため、通常より無線信号減衰が少なかった

ものの、移動局を遠方へ移動させたところ、アナログ音声の連絡可能限界域で

は、データ通信が一部正しく行われないことが判明した。 

（イ） 釜石漁業無線局における聞き取り調査結果 

釜石漁業無線局局長への聞き取り結果は、以下のとおり。なお、徳島県での聞き取り調

査結果と同様内容については省略する。 

・ 釜石無線局の概要と特徴 

 岩手県はリアス式海岸に沿って漁港があり、漁港に置かれた無線局からでは 27MHz

帯の信号が届かない地域が多かった。このため、漁業無線の業務を釜石漁業無線局 1

局に集約し、県内の尾崎、北山崎の 2 カ所に送受信所を設置して全県をカバーしてい

る。 

・ 漁師の無線局への期待 

 岩手県には気仙沼、大船渡、宮古などの全国的にも有数の漁港があり、漁業従事者

の漁業に対する意識が高い。無線局に対しても、情報提供に対する要望が多く寄せら

れる。このため、多くの情報を提供するべく努力している。特に気象データについて

は、送受信所、無線局、測候所、海上の波浪測定ブイ等からデータを収集したものを

提供している。 

・ 漁協の統合について 

 地域漁協が漁連として協同して競争力をつける方向にある。現在、4 漁連にまで集約

化が進んでいる。 

・ 通信サービスについて 

 27MHz 帯、中短波、短波の通信サービスを行っている。短波帯は、日中は近海のみ

で、夜間は地球規模になる。これは、岩手県の遠洋漁船はアフリカ周辺、インド洋東

部、太平洋になど地球規模に展開して操業しているため。27MHz 帯についても、漁師

から情報の配信を希望する声は大きいので、できるだけ多くの情報を集めるべく努力
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している。 

（３）分析 

（ア）小型漁船救急支援システムについて 

 小型漁船は一人乗りの場合が多く、事故や急病が発生しても発見が遅れる場合が

多い。通常、捜索は無線に応答しない、時間になっても帰港しない、などの異常に

気付いて始まる。このため船の発見が遅れる場合が多い。また、落水事故の場合は

時間が経てば経つほど落水者の捜索が難航する可能性が高くなる。本システムは、

落水後、子機が海上に出て数秒以内に船のエンジンが停止し、緊急通報が開始され

る。このため、事故発生後、短時間で異常発生の確認、関係機関への通報、救援作

業を始めることができ、その効用は極めて高い。 

 本システムについては、沿岸域を対象とする場合は 27MHz/40MHz 帯でも対応で

きるが、通達圏外に漁船が出た場合に対応するためには、隣県同士で同一システム

を運用して協力体制を取ることが考えられるが、海上無線アドホックネットワーク

技術を活用すれば、通信可能圏を広げる可能性がある。特に、気象条件が厳しく信

号の減衰や雑音が激しい場合には、途中にある船舶で中継するアドホック方式が有

効と考えられる。 

（イ）アドホック方式の信号到達特性の特徴 

 27MHz/40MHz 帯の海上無線アドホックネットワーク技術は、従来の通信範囲を

格段に広げられる可能性があるが、中継点となる船舶が存在しない場合には中継が

途切れるため、到達距離が事前に確定しないという問題がある。これについて、現

地で質問したところ、中継点が存在しない可能性があるものの、現状では気象や地

形の影響で通信できない場所に対し、通信の可能性があることが良いとのコメント

を得られた。 

２．３．３ ［聞き取り調査３］三重県漁業無線局 

所 在 志摩市浜島町浜島 3564-2 

調査日 2008 年 2 月 21 日 

（１）無線局の概要 

 昭和 58 年、鰹鮪の遠洋漁業のために設置されていた浜島と尾鷲の漁業無線局を統合し

て三重県漁業無線局を開局した。沿岸漁業については平成 7 年度及び平成 8 年度に施設整

備を行い、平成 9 年度に三重県超短波統合局を開設した。 



 

－ 24 － 

 27MHz 無線帯域は朝熊山と谷の山の 2 カ所に送受信所を置き、１波で全県をカバーし

ている。現在、三重県と三重県超短波無線漁業協同組合が 24 時間通信体制で運営してい

る。 

（２）聞き取り調査の結果のまとめ 

 三重県漁業無線局局長への聞き取り結果は、以下のとおり。なお、徳島県又は岩手県で

の聞き取り調査結果と同様内容については省略する。 

・ 三重県の周辺事情 

 現在、三重県内で 1,852 隻の漁船が登録されている。その大半が小型漁船で沿岸漁

業に従事している。これらの船は操業の可否を出航前に判断し、半日程度操業した後、

帰港する。登録船の約 20%は 10t 程度の船で、近海域でかつお一本釣りや、まぐろは

えなわ漁を行っている。 

・ 漁業従事者について 

 漁業従事者は 60 歳以上が大半で、後継者は極めて少なく、零細業者が多い。遠洋の

マグロ漁は燃料費の高騰に対して市況の低迷が続いており、経営は苦しい。 

・ 通信連絡の手段 

 沿岸は携帯電話、近海は衛星（N-STAR）による携帯電話、遠洋は衛星（INMARSAT）

による携帯電話とインターネットが使われている。27MHz 帯無線は主に無線局から漁

船への通報に使われている（付属資料 5 参照）。 

・ 漁業無線局からの連絡内容 

 気象通報と航行安全情報が主であり、3 時間毎（1 日に 7 回）に通報を行っている。

また、A3（150 海里（約 270km）以上）海域で遠洋漁業に従事する漁船に対して、

GMDSS 制度の一部機器の装備を免除1するための通信（1 日 3 回の安全確認及び安全

情報の伝達業務）を行っている。また、出航前の判断を支援するため、ホームページ

を開設して各種の情報提供を行っている。各種情報提供機関へのリンクを豊富に提供

している。 

 

                                                  
1 見なし GM 船と呼ばれている。 
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図２．３．３－１ VHF 帯の通信機器 

 

（３）分析 

（ア）近海域データ通信の有用性、有効性について 

 沿岸漁業は操業時間が半日以下である場合が多く、船上でマルチメディア情報を

活用する機会は少ないと思われる。他方で、近海域ではより多くの情報を必要とし

ているように思われる。近海域の漁船は、通信連絡に衛星携帯電話を使っていても、

コストの関係上、衛星インターネットを使うことは少ないと思われる。このため、

領海二百海里圏内の近海域での情報伝送に海上無線アドホックネットワーク技術を

活用することは、情報伝達のコスト面で有利となる可能性がある。 

（イ）遠洋漁業の通信携帯について 

 遠洋漁業では衛星通信を使って Web アクセスやメール通信を行っている。これら

の通信コストは低下傾向にあるが、全船舶が利用できるほど手軽ではない。こうし

た遠洋漁場で、１漁船が代表船舶となって衛星経由で情報を取得し、27MHz/40MHz

帯無線を使って近隣の船舶に情報を中継すれば、大きなコストダウンが見込める。

この船舶間通信に海上無線アドホックネットワーク技術を活用すれば、かなりの広

範囲に展開する遠洋漁船に通信サービスを提供できる可能性がある。 

２．３．４ まとめ 

徳島県、岩手県及び三重県の 3 県における聞き取り調査の結果から、海上無線アドホッ

クネットワークの需要として次の 4 点を挙げる。 

(1) 通達範囲拡大の需要 

 通常の 27MHz/40MHz 帯無線では通達圏外にある漁船へ情報伝達を行うこと、つ

まり、通達範囲拡大の需要が存在する。地域的特性、気象条件等によって信号減衰の
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ために通信不能状態にある漁船、近海域で操業しており通信圏外と見なされている漁

船などに対して海上無線アドホックネットワーク技術が適用できれば通信可能圏を

広げることが可能である。 

(2) マルチメディア通信の需要 

 遠洋に対して天気図、海流図、水温図などの情報が配信されており、一部では FAX

サービスも行われている。しかしながら、画像情報は通常の圧縮を行っても数十 kB

のデータ量となるため、27MHz/40MHz 帯に海上無線アドホックネットワーク技術

を適用したとしても、伝送するのは現実的ではない。しかし、例えば画像情報につい

てある種の圧縮方式を用いて数 KB まで高効率圧縮を行うことができれば、

27MHz/40MHz 帯の回線を使ったマルチメディア情報の配信は不可能ではないと考

えられる。 

(3) 緊急通信の需要 

 小型漁船向けの緊急通報システムが運用された場合、漁船はそれぞれの基地局へ向

けて信号を発信することになる。漁船が基地局の通達圏外にある場合、緊急通報は他

県の基地局で受信されることになる。この場合、緊急通報を本来の基地局へ転送する

必要があるが、MMSI では基地局の特定に時間が掛かるという問題がある。 

海上無線アドホックネットワーク技術を適用した場合、信号はインターネット・パ

ケット（IP パケット）形式で送られることになり、他県の基地局で受信された場合で

も、IP パケットを陸上のインターネットで中継すれば自動的に本来の基地局へ転送さ

れる。 

(4) 非常通信を補完する需要 

 27MHz/40MHz 帯の代表無線局が全県をカバーしていない県では、災害時に漁船

に一斉通信を行う手段が問題となっている。漁協を結んで自動一斉通報を行うシステ

ムを構築する際、無線アドホック方式による中継網を代替手段として用意しておけば、

陸上のインターネット等の通信網が停止した場合でも、緊急通報を伝達することがで

きる。 
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第３章 コンピュータシミュレーションによるプロトコルの評価・選定 

 

３．１ プロトコルシミュレーションの概要 

シミュレーションには、Scalable Network Technologies 社の QualNet4.0 を使用した。

本ソフトでは電波伝搬特性と電波干渉を考慮したシミュレーションを行うことが可能であ

り、プロトコルライブラリとして AODV、DSR、OLSR を含んでおり、広く利用されてい

る商用ネットワークシミュレータの一つである。 

 

３．２ シミュレーション条件・仮定 

（１）無線機・伝搬・メディアアクセス制御関係の設定 

表３．２－１に海上アドホックネットワーク技術を検討するために必要なシミュレーシ

ョン諸元を示す。本諸元のうち、無線／物理層モデルについては、室内実験に使用する既

存の無線機の仕様に基づき設定した。また、電波伝搬モデルは、Two-Ray としている。な

お、無線伝送可能距離については約 50km（既存の無線機の伝送可能距離と同じ）になる

ように設定してある。 
表３．２－１ 伝搬・無線機・メディアアクセス制御パラメータ諸元 

 Wireless Settings
  Channel
   Channel Frequency  27MHz
   Pathloss Model  TWO-RAY
   Shadowing Model  None
   Fading Model  None
  Radio/Physical Layer
   Noise Factor  10
   Radio Type
    ･Radio Type  Abstract
    ･Data Rate  1,200bps or 9,600bps
    ･Transmission power  30(dBm)
    ･Receive Sensitivity  -100(dBm)
    ･Receive Threshold  -100(dBm)
    Packet reception model  ･Signal-Noise Bounded

   SNR threshold:10.0
   Rx/Tx Turnaround Time  70(ms)
   Slot Time  100(ms)
   Preamble Length 20(Byte)

   Specify Antenna Model
    Config File  No
    Antenna Model Omnidirection

  ･Antenna gain(dB):0
  ･Antenna height(m):7
  ･Antenna efficiency:0.7
  ･Antenna mismatch loss(dB):-0.51
  ･Antenna cable loss(dB):-0.38
  ･Antenna connection loss(dB):0

  MAC Protocol
   MAC Protocol  GenericMAC
    ･RTS-CTS   ･No
    ･ACK   ･No
   CHANNEL ACCESS  CSMA-CA  



 

－ 28 － 

（２）ノード設定 

ノード数は 100 とし、ノード配置は、図３．２－１に示すようなノード固定のグリッド

配置とした。なお、左下隅のノードがノード番号１であり、ブロードキャスト性能の評価

において、送信元となるノードである。 

配置間隔は 5km、40km の 2 つの場合について評価を行った。無線伝送可能距離が約

50kmであるため、ノード間距離が 5kmの場合は、ほぼ互いに 1ホップで送信可能であり、

高ノード密度、少ホップの場合での性能評価になる。また、ノード間距離が 40km の場合

は、互いに隣接ノードとしか直接通信ができないため、低ノード密度、多ホップの場合で

の性能評価になる。 

固定グリッド配置とした理由は、例えばランダム配置等では、経路発見が失敗するよう

なケースで、それがプロトコルに依存するものなのか、或いはノード間距離が伝送可能距

 

図３．２－１ ノード配置図 



 

－ 29 － 

離を超えたために通信がそもそも不可能であったのか判断しづらく、問題を切り分けるこ

とが難しいためである。 

（３）経路制御プロトコル設定 

各経路制御方式のプロトコルパラメータは表３．２－２から表３．２－４のとおり、設

定した。OLSR、AODV、DSR のデフォルトプロトコルパラメータは、主に無線方式とし

て IEEE802.11 を想定し、速いトポロジ変化にも対応できるように決定されている。しか

し、今回想定する既存無線機では、スロット時間や送受信切り替え時間が IEEE802.11 無

線 LAN 規格に比べて大きく、また、無線伝送速度も低速であるため、経路制御方式のデ

フォルトパラメータでは動作しないことが想像される。このため、経路制御方式のプロト

コルパラメータについて一部を除きスケールさせ、より大きな値となるように設定しなお

した。各表における一番上の行が、スケールさせる際の元となったパラメータである。 

表３．２－２ OLSR パラメータ緒元 

  Hello Interval 60S 240S 360S 
  TC Interval 150S  600S  900S 
  MID Interval 150S  600S  900S 
  HNA Interval 150S  600S  900S 
  Neighbor Table Time-out  360S  1,440S  2,160S 
  Topology Table Time-out  450S  1,800S  2,700S 
  Duplicate Table Time-out  450S  1,800S  2,700S 
  MID Table Time-out  450S  1,800S  2,700S 
  HNA Table Time-out  450S  1,800S  2,700S 
  MAX HELLO JITTER 3S 12S 18S 
  MAX_TC JITTER 15S 60S 90S 
  MAX MID JITTER 15S 60S 90S 
  MAX HNA JITTER 15S 60S 90S  

OLSR では、Hello メッセージ交換間隔をデフォルト値 2 秒の 30 倍、120 倍、180 倍の

60 秒、240 秒、360 秒とし、これにあわせて TC メッセージ送信間隔を 150 秒、600 秒、

900 秒としている。TC メッセージ送信間隔が長くなると新しい経路情報がネットワーク

に広告される速度は遅くなるため、ノード移動に対する追従性は悪化する。TC メッセー

ジ交換間隔が 600 秒、900 秒というのはそれぞれ、10 分、15 分に相当し、ノード移動に

対する追従性を犠牲にして極端に経路制御トラヒック量を減らしたケースに相当する。 
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表３．２－３ AODV パラメータ諸元 

  Hello Interval  30S  120S  180S 
  Node Traversal Time  8S  8S  8S 
  Active Route Timeout  1,120S  1,120S  1,120S 
  My Route Timeout  2,240S  2,240S  2,240S 
  NEXT HOP WAIT  10S  10S  10S 
  BROADCAST JITTER 2S 2S 2S  

 

AODV では、Hello メッセージ交換間隔をデフォルト値 1 秒の 30 倍、120 倍、180 倍と

し、30 秒、120 秒、180 秒とした。AODV の場合は、Hello メッセージ間隔が大きくなる

に従い、データパケット送信がない場合におけるノード移動に対するリンク切断検出の追

従性が悪化する。しかし、データ送信時には、パッシブ ACK と次ホップへの RREQ ユニ

キャスト送信あるいは ICMP 応答要求メッセージ送信により、たとえ Hello メッセージ交

換間隔が長くなったとしてもリンク切断の検出が可能である。 

表３．２－４ DSR パラメータ諸元 

 DSR_REQUEST_PERIOD 15S 60S 90S 
 DSR BROADCAST JITTER 2S 2S 2S 
 DSR_MAX REQUEST PERIOD 300S 1,200S 1,800S 
 DSR ROUTE CACHE TIMEOUT 9,000S 36,000S 54,000S 
 DSR SEND BUFFER TIMEOUT 900S 3,600S 5,400S 
 DSR NON PROP REQUEST 

TIMEOUT
 DSR MAIN THOLDOFF TIME 7.5S 30S 45S 
 DSR PASSIVE ACK TIMEOUT 3S 12S 18S 
 DSR GRAT REPLY HOLDOFF 30S 120S 180S 
 DSR ROUTE TIMER 900S 3,600S 5,400S 

900MS 5,400MS 3,600MS 

 
 

DSR では、OLSR や AODV のように定期的に交換される制御メッセージがないため、

RREQ メッセージをブロードキャストする際に加えられるジッタ値以外の時間パラメー

タを単純にデフォルト値の 30 倍、120 倍、180 倍とした。 

（４）トラヒックモデル設定 

トラヒックモデルとしては、CBR（Constant Bit Rate）（固定伝送レート）とした。各

送信ノードが生成するパケット送信レート（負荷、ロード）としては、無線伝送レートの

1/100 の場合（低負荷）と 1/10 の場合（高負荷）を調査した。データメッセージ長は 128byte

とした。 

（５）アプリケーション設定 

アプリケーションとしては、ユニキャストに限らず、陸局から全船舶に情報を配信する
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ブロードキャストも用いることから、その配信能力も重要である。そのため、QualNet 上

でブロードキャストアプリケーションを設けてブロードキャスト性能を測定出来るように

した。 

（６）評価項目 

ユニキャスト通信についてはスループットとパケット遅延を、ブロードキャスト通信に

ついては到着率をそれぞれ評価項目とした。なお、遅延については正しく受信されたパケ

ットの遅延時間を平均した結果であり、途中で失われたパケットについては計算の対象と

なっていない。 

 

３．３ ユニキャスト通信特性の評価 

4 本の CBR ユニキャスト通信において 100 パケットを伝送した場合のスループットと

遅延を測定した。ユニキャスト通信では、送受信ノードペアの位置が結果に大きな影響を

及ぼす。そこで、送受信ペアを 100 通りランダムに生成し、その結果を平均したものを

終的な結果とした。 

３．３．１ 無線伝送速度 1,200bps の場合 

ノード間距離 5km（高ノード密度、少ホップ）の場合の負荷・スループット特性を図３．

３．１－１に、負荷・遅延特性を図３．３－１に示す。また、図３．３．１－２にノード

間距離 40km（低ノード密度、多ホップ）の場合の負荷・スループット特性を図３．３．

１－３に、負荷・遅延特性を図３．３．１－４示す。何れも横軸の負荷は、コネクション

あたりのパケット送信レート（負荷、load）であり、12bps と 120bps の結果がプロット

されている。 
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図３．３．１－１ 負荷・スループット特性（ユニキャスト、1,200bps、5km） 

 

 

図３．３．１－２ 負荷・遅延特性（ユニキャスト、1,200bps、5km） 
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図３．３．１－３ 負荷・スループット特性（ユニキャスト、1,200bps、40km） 

 

 
図３．３．１－４ 負荷・遅延特性（ユニキャスト、1,200bps、40km） 
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これらの結果を考察すると、OLSR は、高ノード密度（少ホップ）、低ノード密度（多

ホップ）のいずれの場合においても AODV、DSR に比べて低いスループットしか得られ

ていない。なお低負荷において、高ノード密度、低ノード密度の場合を比較すると、高ノ

ード密度の方が低ノード密度の場合に比べて高いスループットを示している。これは、

OLSR フラッディングによる経路制御オーバーヘッド削減効果が、ノード密度が高いほど

大きくなるためと考えられる。 

次に AODV と DSR を比較する。低負荷では、AODV、DSR とも、スループットは負荷

とほぼ同じ値を示している。これは、Hello メッセージ交換がオーバーヘッドになってい

るためと考えられる。一方、高負荷又はホップ数が多くなる場合は、AODV は DSR に比

べ、スループットが大きく、かつ、遅延が小さくなり、より優れた性能を示している。DSR

がこの環境で不利となるのは、DSR がソースルーチングに基づいており、経路のホップ数

が多く、かつ高負荷になればなるほどデータパケット内の経路制御情報の割合が大きくな

り、AODV に比べて経路制御オーバーヘッドが大きくなるためと考えられる。 

このように無線伝送路速度が 1,200bps の場合では、OLSR の経路制御オーバーヘッド

が無視できず、また DSR も高負荷、多ホップとなると制御オーバーヘッドが大きくなる

ため、制御オーバーヘッドの小ささから AODV が優れているといえる。 

３．３．２ 無線伝送速度 9,600bps の場合 

ノード間距離 5km（高ノード密度、少ホップ）の場合の負荷・スループット特性を図３．

３．２－１に、負荷・遅延特性を図３．３．２－２に示す。また、ノード間距離 40km（低

ノード密度、多ホップ）の場合の負荷・スループット特性を図３．３．２－３に、負荷・

遅延特性をを図３．３．２－４に示す。何れも横軸の負荷は、コネクションあたりのパケ

ット送信レート（負荷、load）であり、96bps と 960bps の結果がプロットされている。 

なお、表３．２－１にも示したように、送受信切替時間は 1,200bps のときと同じ値を

用いている。これに起因するオーバーヘッドは、伝送路速度が 9,600bps の時の方が

1,200bps の場合にくらべて相対的に大きくなる。 
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図３．３．２－１ 負荷・スループット特性（ユニキャスト、9,600bps、5km） 

 

 

図３．３．２－２ 負荷・遅延特性（ユニキャスト、9,600bps、5km） 
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図３．３．２－３ 負荷・スループット特性（ユニキャスト、9,600bps、40km） 

 

 

図３．３．２－４ 負荷・遅延特性（ユニキャスト、9,600bps、40km） 
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これらの結果を考察すると、1,200bps の場合と同様な傾向を示しているが、無線伝送速

度が 9,600bps と速くなった結果、OLSR のスループットが 1,200bps の場合ほど AODV

や DSR と比べて小さくなく、制御メッセージの交換間隔が大きくなるほど、OLSR のス

ループットが、AODV や DSR のスループットに近付いていることがわかる。OLSR のス

ループットが AODV や DSR のスループットに近付いているのは、OLSR の Hello メッセ

ージ交換間隔が 240 秒或いは 360 秒の場合であるが、これはノード移動に対する追従性を

犠牲にしている場合（つまり、TC メッセージ配信間隔が 600 秒或いは 900 秒で交換する

ため、その間にノードが移動すると対応できない）であるため、無線伝送速度が 9,600bps

では依然無線伝送速度が不十分であり、ノード移動に対する追従性を極端に悪化させない

限り、AODV や DSR に近いスループット性能は得られないといえる。 

AODV のスループット特性については、1,200bps 高負荷時（伝送路速度の 1/10）のス

ループットが、伝送路速度が 1,200bps の場合は負荷の 1/6 程度であるのに対して、伝送路

速度が 9,600bps の場合は負荷の 1/10 程度になっている。これは、伝送路速度が大きくな

るに従いパケット伝送時間が短くなり、CSMA/CA におけるキャリアセンスが有効に働か

なくなることや送受信切替時間のオーバーヘッドが相対的に大きくなることなどの原因が

考えられる。 

なお、OLSR の Hello メッセージ交換、TC メッセージ交換、AODV の Hello メッセー

ジ交換に起因するオーバーヘッドは、無線伝送速度が大きくなると相対的に小さくなる。

このため、将来的に無線伝送路速度が向上した場合は、OLSR が海上アドホックネットワ

ークのための経路制御の候補となる可能性はありえる。 

 

３．４ ブロードキャスト通信特性の評価 

図３．２－１左下隅のノード１を陸局に見立て、このノードが 100 パケットをブロード

キャスト（フラッディング）した場合の到着率を測定した。パケット送信レートは、無線

伝送路速度の 1/100（低負荷）と 1/10（高負荷）の場合を評価した。 終的な結果は、乱

数シードを変えた 30 試行の平均値を求めた。 

本シミュレーションにおいては、ブロードキャストは、ノード 1 が 初に送信したパケ

ットを初めて受信したノードは一度だけ再送信する、という動作を繰り返すフラッディン

グとして実装されており、一度でもパケットを受信すれば到着したものとみなしている。

具体的には、宛先 IP アドレス 255.255.255.255 の UDP（User Datagram Protocol）パケ
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ットが、シミュレーション上に実装したフラッディングアプリケーションの特定のポート

に向かって送信され、これを受信したフラッディングアプリケーションが初めてそれを受

信した場合、再度、宛先 IP アドレス 255.255.255.255 の UDP（User Datagram Protocol）

パケットとして再送信するというものである。 

なお、OLSR は MPR フラッディングにより TC メッセージを効率よく網内に広告でき

るが、アプリケーションからはこの MPR フラッディング機能は利用できない。また、

AODV と DSR においては、アプリケーション層でのフラッディングの際は、AODV、DSR

の機能が利用されることはなく、ともに MAC 層レベルでの単純なブロードキャストが繰

り返されるだけである。すなわち、DSR におけるオプションヘッダの付加も行われない。

AODV では発見された経路上のみで Hello メッセージ交換が行われるため、ユニキャスト

通信がない環境下では、Hello メッセージ交換は行われない。その結果、AODV と DSR

は同一の動作を行う。 

ブロードキャスト通信の到着率特性を、無線伝送速度が 1,200bps かつノード間距離が

5km を図３．４－１に、ノード間距離が 40km を図３．４－２に示す。また、無線伝送速

度が 9,600bps かつノード間距離が 5km を図３．４－３に、ノード間距離が 40km を図３．

４－４に示す。 

 

図３．４－１ 負荷・到着率特性（ブロードキャスト、1,200bps、5km） 
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図３．４－２ 負荷・到着率特性（ブロードキャスト、1,200bps、40km） 

 

 

図３．４－３ 負荷・到着率特性（ブロードキャスト、9,600bps、5km） 
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図３．４－４ 負荷・到着率特性（ブロードキャスト、9,600bps、40km） 

これらの結果を考察すると、高ノード密度、高負荷の場合を除き、AODVやDSRがOLSR

に比べて高い到着率を示している。また、OLSR の Hello メッセージ交換間隔が大きくな

るに従い、すなわち制御オーバーヘッドが下がるに従い、OLSR の到着率が向上している

ことがわかる。ただし、ユニキャストの場合と同様に、Hello メッセージ交換間隔が 120

秒或いは 180 秒というのはノード移動に対する追従性を犠牲にしている場合（つまり、経

路情報を 120 秒或いは 180 秒で交換するため、その間にノードが移動すると対応できない

ため、ノードをほぼ固定せざるを得ない）であるため、無線伝送速度が 9600bps では、ノ

ード移動に対する追従性を極端に悪化させない限り、AODV や DSR に近い到着率特性は

得られないといえる。 

また、無線伝送速度が 1,200bps と 9,600bps の場合を比べると、9,600bps の場合の方

が 1,200bps の場合に比べ、OLSR と、AODV 並びに DSR との差がより小さくなっている

ことがわかる。高ノード密度かつ高負荷の場合は、OLSR の Hello メッセージ交換間隔が

240ms 又は 360ms のとき、OLSR が AODV、DSR に比べて高い到着率を示している。こ

れは、ジッタを有する Hello メッセージ交換や TC メッセージ広告の介在により、アプリ

ケーションレベルのフラッディングのタイミングがずれ、アプリケーションレベルでのフ

ラッディングの衝突が避けられている現象が一般的に知られているため、このことが影響

している可能性があるが、これについてはより詳細な検討が必要である。 
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３．５ 総合判断 

海上アドホックネットワークのための経路制御プロトコルを選定するにあたっては、よ

り厳しい条件でも十分な性能が得られる方式を選定する必要がある。このため、無線伝送

速度は 9,600bps ではなく、1,200bps における結果を重視することとする。 

無線伝送速度が 1,200bps の場合、高負荷、多ホップ環境において、スループット特性、

遅延特性、ブロードキャスト到着率特性の面で AODV が優れている。他方、無線伝送速度

が 9,600bps の場合、OLSR は、TC メッセージ交換間隔を 10 分あるいは 15 分程度まで長

くすれば、その性能が AODV に近付くものの、リンク切断時の経路情報の伝達の面からみ

ればこの時間は長く、無視できるものではない。 

よって、これらの結果を総合し、AODV を海上無線アドホックネットワーク技術のため

の経路制御方式として選定する。 
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－ 43 － 

第４章 既存の海上無線通信を考慮したシステムの構築 
本章では、海上無線アドホックネットワークシステムを実現する端末（ノード）を構成

する機器（ハード）、及びソフトウェアについての説明を行う。 

 

４．１ システムの構成 

（１）システム構築の方針 

実証実験用のシステムを構築は 2007 年 10 月～2008 年 2 月の期間に行った。本システ

ムを構築するにあたっては、作業部会での議論において、既存技術の集約・流用が望まし

いとの結論が得られ、既存技術を元にシステム構築を行うことを基本方針とした。 

27MHz 帯と 40MHz 帯の無線システムでは、伝搬特性、無線機器の仕様について大きな

差がないと見なせたので今回の室内実証実験は、より多く普及している 27MHz 帯 DSB 無

線機のみで行った。本実験結果は 40MHz の無線システムにおいても同様に成り立つことが

推察できる（付属資料４参照）。 

27MHz 帯での無線電波の送受信には使用実績の多い市販の無線機を用い、アプリケーショ

ンの実行と表示には汎用ノートパソコンを用いることに決定した。 

したがって、“パソコンが取り扱うデジタル信号”と“無線機が伝送するアナログ信号”

との橋渡しを行うアナログ/デジタル変換装置、つまりはモデム（アダプタ）を取りまとめ

ることが主な作業となった。 

（２）物理的な機器構成と接続図 

海上無線アドホックネットワークを構成する端末（ノード）はパソコン、モデム及び無

線機の三つの機器からなる。それらを接続するケーブルはパソコン-モデム間で一本、モデ

ム-無線機間で二本必要とする。各機器を結ぶケーブルならびに通過する信号は表４．１－

１のようになる。 
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表４．１－１ 機器間接続ケーブル 

パソコン  モデム  無線機 

  送信制御 PTT 入力 

LINE-out 

アナログ 

送信用試作 
ケーブル 

マイク入力 

マイク

端 子

デジタル 

データ 

RS-232C 

ケーブル 

信号 

変換 LINE-IN 

アナログ 

 
 
受信用試作 
ケーブル 

スピーカ端子 

 

無線機のマイク端子には送信時に、PTT 信号2を送り込む必要がある。そのため、モデ

ム処理部ではデータ送信時に自動的に PTT 信号を出力する機能を搭載した。 

図４．１－１は機器の接続状態を描いたものである。室内実験時には無線機アンテナを

用いず、各端末の無線機間を同軸ケーブルと減衰器で接続した。 

 

図４．１－１ 海上無線アドホックネットワーク用端末セット 

 

（３）デジタルデータからアナログ音声へ 

この項では、パケット／フレームなどと呼ばれるデジタル信号が、モデムを通じてアナ

                                                  
2 PTT（プッシュツートーク）とは、送信ボタンを押している時に音声送信状態となる音声通話の方式である。使用

する無線機では付属のマイクに送信ボタンが付いている。利用者が押しつづけることで無線機を送信状態とする。こ

のとき、送信ボタンが押されていることを無線機に伝える信号が PTT 信号である。 

パソコン

モデム 無線機

RS - 232Cケーブル 

試作ケーブル×２

モデム筐体内

PTT

送信音声＋PTT 信号 

処理部
(EZ-

モデム 無線機

RS - 232Cケーブル 

モデム筐体内

受信音声

PTT 回路 処理部
-
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ログ信号となり、無線電波にのるまでの流れを説明する。説明は通信プロトコルの OSI 参

照モデル3の階層構造（図４．１－２右）に従って行う。この説明を通じて、本システムで

使用するプロトコル及び変復調処理について紹介していく。 

今回、シミュレーションの結果採用するアドホックルーチングプロトコルの AODV はア

プリケーション層と呼ばれる 上位の層に位置する。第４層と第３層にはインターネット

プロトコルである TCP/IP の UDP と IP をそのまま採用した。 

第２層にはアマチュア無線のパケット通信で用いられている AX.25 を採用した。それを

もとに多端末接続時でも利用できるデータリンク層プロトコルを改修し実装した。 

第 1 層でのアナログ/デジタル変復調方式には MSK 変復調を採用した。 

図４．１－２では AODV の制御メッセージを送信するときのデータ形式の変遷を示して

いる。上位層で生成されたデジタル信号は、各層で必要とする情報（ヘッダ）を付加され

て下位層に渡される。 

第 1 層においてデジタル信号の 0 と 1 のビット列をそれぞれ異なる周波数で置き換え、

後にこの信号を無線機が 27MHz 帯の搬送波にのせ送信する。 

 

AODV

UDP

IP

AX.25

MSK変調

D/Aコンバータ

AM変調

5～7層

4層

3層

2層

1層

PCが担当

モデムが担当

無線機が担当

AODVメッセージ

UDPセグメント

IPデータグラム

MSK変調による波形を表すデジタルデータ

MSK変調波

AM変調波

処
理
の
方
向

例）AODVの制御メッセージ送信時

AX.25フレームプリアンブル

AODV

UDP

IP

AX.25

MSK変調

D/Aコンバータ

AM変調

5～7層

4層

3層

2層

1層

PCが担当

モデムが担当

無線機が担当

AODVメッセージ

UDPセグメント

IPデータグラム

MSK変調による波形を表すデジタルデータ

MSK変調波

AM変調波

処
理
の
方
向

例）AODVの制御メッセージ送信時

AX.25フレームプリアンブル

 

図４．１－２ 送信データの変遷 

 

４．２ ハードウェアの概要 

（１）ノートパソコン 

今回の実験では下記の条件を満たす表４．２－１に示すパソコンを使用した。 
                                                  
3 コンピュータの持つべき通信機能を階層構造に分割したモデル 
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表４．２－１ パソコン仕様 

機    能 仕      様 

型  番 DELL LATITUDE D620 A4 薄型ノート 

ﾌﾟﾛｾｯｻｰ種別 CoreDuo T2400 1.83 GHz ２次キャッシュ: 2.048 MB 

メモリ 512 MB 

HDD 容量 60 GB 

光ドライブ CD-RW&DVD コンボドライブ( 着脱式） 

ディスプレイ TFT カラー液晶(WXGA) 14.1 ｲﾝﾁ 1280×800（1677 万色） 

イーサネット： 10/100/1000BASE-T 

USB I/F ： 2.0 × 4 

外部インターフェース 

RS-232C 

その他 Linux OS 対応 

 

（２）モデム 

（ア）モデム信号処理部 

モデムの信号処理部には、ANALOG DEVICES 社の ADZS-BF537-EZLITE という評価

ボードを採用した。通称 EZ-KIT と呼ばれるこのボードは DSP（Digital Signal Processor）

や A/D コンバータなどを搭載しており、変復調に必要な計算処理を実行するのに適してい

る。 

（イ）PTT 回路 

モデム処理部と無線機の間に PTT 回路を挟む（図４．１－１参照）。それぞれを試作ケ

ーブルで接続する。 

この回路の役割は主に二つある。 

・ ケーブル（送信用と受信用の二本）内の信号レベルを適切なレベルに減衰させる。

これは、本来のスピーカやマイクを接続する無線機を使用するため、終端とレベ

ルの調整を行う必要がある。 

・ EZ-KIT が発する信号により、トランジスタを用いて PTT 信号の ON/OFF を制御

する。 
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（３）DSB 無線機 

今回の実証実験では、無線機として表４．２－２のものをを用いた。周波数範囲は 26.760

～27.988MHz。で、漁業用 55 チャネルとレジャー用 2 チャネルに対応している。空中線

電力は 1w である。 

今回無線パケット通信実験ではそのうち１チャネルを全ての端末で共通に使用した。 

表４．２－２ 無線機の仕様概要 

項  目 仕   様 

型番 古野電気㈱ DR-82 

周波数 26.760MHz~27.988MHz 

送信出力 1W  ( 30dBm ) 

アンテナ 75Ω ダイポール 

通信方式 単信方式 PTT(Push To Talk )スイッチによる手動送受切替 

感度 13dBμV ( -100dBm ) ,30%変調 S/N20dB 

スピーカ出力 定格 1W 8Ω 

マイク入力 -46dBm 600Ω 

スケルチ 受信信号検出（スピーカ出力 ON/OFF） 

 

４．３ ソフトウェアの概要 

４．３．１ パソコン 

（１）OS 

パソコンには Linux OS である Fedora7 を搭載した。Linux OS は、TCP/IP などのネ

ットワークまわりの機能が充実しており、しかもソースコードの変更も容易であるため、

今回のシステム構築に適している。 

（２）アドホックプロトコル 

アドホックプロトコルとしては AODV のオープンソースの一つである AODV-UU を用

いた。 

AODV-UU はスウェーデンのウプサラ大学で作成された AODV ソフトウェア（ドライ

バ）である。AODV の仕様が定める各種パラメータの調整を行え、かつ、ソースコードも

公開されているため、動作自体に手を加えることも可能である。 
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（３）TCP/IP と ARP 

Linux OS は TCP/IP プロトコルスタックを標準でサポートしており、それを流用した。

しかし、ARP（Address Resolution Protocol）については初期設定に手を加えたた。その

改修内容を説明する。 

ARP は IP アドレス情報からデータリンク層レベルの識別子（AX.25 ならばコールサイ

ン4、無線機なら MMSI5）を得るために用いられる。対象ノードの IP アドレスさえ知って

いれば、ARP による通信を行うことで、対象ノードの識別子を知ることが可能である。関

連付けられたアドレス情報は ARP テーブルに書き込まれる。 

送りたい実データ

RREQ(AODV)

RREP(AODV)

ARPリクエスト

ARPレスポンス

端末1（A、一） 端末2（B、二） 端末3（C、三）

•（）内はIPアドレスとコールサインの組

•端末1と端末3は互いに信号が届かない配置

•お互いにコールサインを知らないものとする（ARPテーブル未完成）

•端末1が端末3に対してデータを送りたいものとする

•RREQをフラッディング

•ブロードキャスト時はコールサイン不要

•RREPをユニキャストするためのARP
•端末3は端末2のコールサインが二だと知る

•ついでに端末2も三を知る

•ついでに端末1も二を知る（聞こえるため）

•端末3はBも二も知ったのでユニキャスト可能

•RREPをユニキャストするためのARP
•端末2は端末1のコールサインが一だと知る

•端末2はAも一も知ったのでユニキャスト可能

•この時点でようやく端末1→端末3の経路確定

経
路
確
定
ま
で
に
か
か
る
時
間

前提条件

送りたい実データ

RREQ(AODV)

RREP(AODV)

ARPリクエスト

ARPレスポンス

端末1（A、一） 端末2（B、二） 端末3（C、三）

•（）内はIPアドレスとコールサインの組

•端末1と端末3は互いに信号が届かない配置

•お互いにコールサインを知らないものとする（ARPテーブル未完成）

•端末1が端末3に対してデータを送りたいものとする

•RREQをフラッディング

•ブロードキャスト時はコールサイン不要

•RREPをユニキャストするためのARP
•端末3は端末2のコールサインが二だと知る

•ついでに端末2も三を知る

•ついでに端末1も二を知る（聞こえるため）

•端末3はBも二も知ったのでユニキャスト可能

•RREPをユニキャストするためのARP
•端末2は端末1のコールサインが一だと知る

•端末2はAも一も知ったのでユニキャスト可能

•この時点でようやく端末1→端末3の経路確定

経
路
確
定
ま
で
に
か
か
る
時
間

前提条件

図４．３．１－１ AODV と ARP の制御パケット交換 

 

しかし、ARP を利用しながらマルチホップ通信を行う場合、1,200bps 半二重通信とい

う低スループット環境下のため、ARP パケットによる帯域の圧迫や返信が戻る前にに再送

を行うなどの問題が発生する。この問題に対して、IP アドレスとコールサイン（MMSI）

の組み合わせを 初からテーブルに設定する静的 ARP にすれば、ARP による帯域の消費

が無くなるためこの手法を採用した。 

                                                  
4 無線局名。無線局の識別子。 
5 Maritime Mobile Service Identity。海上移動業務識別。 
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図４．３．１－１は ARP による通信の一例を示している。静的 ARP ならば、図中の

ARP による 4 回のやりとりが省略可能となる。 

（４）上位データリンクレイヤ 

データリンクレイヤとしては AX.25 を選択した。理由は、Linux OS の AX.25 処理層は、

TCP/IP ベースで通信を行う場合、再送検出のための ACK（肯定応答）に関する処理を行

わないため今回の実験に向いているからである。 

パソコンではその AX.25 の上位部について処理を行い下位部はモデムにて処理を行う。 

AX.25 はパケット無線通信用のデータリンクプロトコルであり，世界中のアマチュア無

線家によって利用されている。AX.25 プロトコルを実装し、モデムの機能を持つ TNC

（Terminal Node Controller）を介してパソコンと無線機を接続することで、チャットや

電子メールなどの通信を行うことができる。今回のシステム構成（図４．１－1 参照）は、

アマチュアパケット無線の構成を参考にしたものである。 

Linux OS はこの AX.25 プロトコルを標準でサポートおりパソコン側の処理は Fedora7

の AX.25 ドライバをそのまま流用した。 

AX.25 ドライバ（パソコン側）では、以下の処理を行う。 

・ 設定した MTU6にあわせてデータを分割する。 

（標準では MTU は 256 と設定され、そのまま利用している） 

・ 宛先コールサインと送信元コールサインなどを含む AX.25 ヘッダを付加する。 

（受信時はヘッダを外す） 

・ 送信時は KISS プロトコル7のフォーマットに変換する。 

（受信時は逆変換） 

図４．３．１－２は図４．１－２におけるデータリンク層を拡大した図である。KISS

プロトコルが第 2 層の上位層から下位層にデータを受け渡す際に一時的に使われるプロト

コルであることが見て取れる。送信時は、AX.25 ドライバが上位層のデータに AX.25 ヘッ

ダを付加し、KISS フレームに変換してシリアルポートから送出する。シリアルポートか

ら KISS フレームを受信したモデムのソフトは“４．３．２（２）”にあるように、KISS

フレームを AX.25 フレームに逆変換し、CRC とプリアンブルなどを付加する。 

                                                  
6 Maximum Transmission Unit の略。一回の転送で送信できるデータの 大値。 
7 パソコンと TNC（モデム）間のシリアル通信時に用いられる通信プロトコル。 
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AX.25フレーム（CRCあり）プリアンブル

AX.25ドライバ

モデムソフト
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モデムが担当

PCが担当
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IPデータグラム

KISSフレーム

AX.25フレーム（CRCなし）
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KISSフレーム変換
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AX.25フレーム（CRCあり）プリアンブル
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IPデータグラム
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KISSフレーム変換

図４．３．１－２ データリンク層通過時のデータ形式の変遷 

 

４．３．２ モデム 

（１）OS 

モデム内でモデム処理を行うEZ-KITにはパソコンと同様にLinux OSであるμCLinux

を搭載した。 

（２）下位データリンクレイヤ 

モデム処理部では、“４．３．１（４）”で記述したパソコンでのデータリンク上位部の

処理を受けて、データリンクレイヤの下位部の処理を行う。 

モデム側の処理は、 

・ KISS プロトコルの変換 

・ エラーチェック処理（送信時は CRC の付加、受信時はチェックして CRC を外す） 

モデムでは、送信時にはパソコンからシリアルポート経由で送られてくる KISS フレー

ムを受信し、フレームを AX.25 フレームに逆変換し、CRC とプリアンブルなどを付加す

る。受信時にはその逆に CRC チェックを行い正しく受信できたデータを KISS フレーム

にしてパソコンに送り出す。 

KISS プロトコルの変換処理を流用するため、Linux OS 上で動作する AX.25 ユーティ

リティソフトウェアの一つである ax25ipd を実装の元とした。ax25ipd は AX.25 ドライバ

から送出される AX.25 フレームを受け取り、IP カプセル化8してイーサネットに送信する

ソフトである。 

（３）CSMA/CA 

CSMA/CAとは、Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidanceの略である。

無線 LAN におけるデータリンク層プロトコルの処理の一つである。無線通信では同じ周

波数で送信を行うため、同時に複数の端末が電波を送信すると混信（衝突）してしまい、

                                                  
8 IP ヘッダを付加して IP データグラムにすること。 
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正しく信号を受信できない。そこで、送信前に待ち時間を入れ、他の端末が送信している

かどうかを常に確認（Carrier Sense）し、誰も送信していなければ送信するという処理を

行う。これによって信号の衝突を回避（Collision Avoidance）することができ、複数の端

末が同一無線チャネルによる信号の送受信（Multiple Access）が可能となる。 

この処理に関しては、 

・ Linux OS の AX.25 ドライバには、CSMA/CA 相当の処理が無いこと。 

・ 無線 LAN の CSMA/CA は、今回の極低スループット環境に適合しない。 

・ 再送制御や隠れ端末9対策を行うため、ACK,RTS,CTS と呼ばれる制御フレームの

送受信が必要であり、本実験の環境下ではこれらにより帯域の大半を消費する。 

これらの理由により流用できそうなソースコードは手に入らず、CSMA/CA 処理につい

ては以下の仕様の独自のものを搭載した。 

・ キャリアセンスを行う。 

・ ランダムバックオフを入れる。 

・ IEEE802.11 の CSMA/CA 規格における上記以外の制御は一切行わない。 

搭載した CSMA/CA 処理の簡単な状態遷移図を図４．３．２－１に示す。キャリアセン

スは STANDBY 状態と WAITING 状態のときに常に行われる。なお、ブロードキャスト

メッセージを送信する場合でもランダムバックオフの処理を行う仕様とした（CSMA/CA

の詳細については付属資料－１を参照）。 

                                                  
9 隠れ端末問題とはアドホック通信分野で も有名な問題の一つである。キャリアセンスできない距離に位置する端

末によって引き起こされる問題のこと。 
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図４．３．２－１ CSMA/CA 処理の状態遷移図 

 

（４）MSK 変復調 

モデム部におけるアナログ/デジタル変復調方式には MSK 変復調を採用した。MSK 変

調は、ビットの 0 と 1 の並びに応じて 2 つの周波数を切り替える FSK 変調方式の一種で

ある。 

データ送信時には、AX.25 フレームの頭に 0x55（”01010101”のビット列）を 10 個と

0x7E（”01111110”のビット列）を 10 個をプリアンブルとして送出し、フレームの 後に

0x7E が 1 つ付加する。そして、データ部に 0x7E のパターンが出現しないようにビット

スタッフィングを施す。このデジタル信号（ビット列）を MSK 変調する。ただし、モデ

ムソフト上で MSK 変調処理されたデータ自体はまだデジタル信号に過ぎない。このデー

タを D/A コンバータに通すことでアナログ信号に変換される（図４．１－２参照）。 

逆にデータ受信時は、無線機が受信した低周波信号を、A/D コンバータを通じて受信デ

ジタル信号へ変換する。その受信デジタル信号に MSK 復調処理を行うことでビット列に

変換する。その中から 0x55 のパターンを見つけて同期することで、それに続くビット列

をバイト列として認識する。そして 0x7E で挟まれたバイト列を発見できれば、それを

AX.25フレームかどうかエラーチェックを行い、正しければAX.25フレームの受信とする。 
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４．４ 試験アプリケーション 

海上無線アドホックネットワークの目標はデータ通信を行うことにある。しかしながら、

狭帯域、且つ伝送速度が遅いことから、大きなサイズのデータを送受信する陸上のアプリ

ケーションをそのまま適用することは困難である。しかし、ネットワークの可能性を確か

める上で利便性があり小容量のデータですむアプリケーション選択し実際に動かして評価

した。 

試験用に 2 つのアプリケーションを用意した。 

（ア）メッセンジャー 

送信する字数を制限出来るショートメッセージサービス（SMS）の提供を想定 

（イ）小容量 Web ページの表示 

携帯電話の初期の頃のような簡単な Web ページの表示を想定 

 

４．４．１ メッセンジャーの選定（IPMessenger） 

エンド・ツー・エンドのタイプのメッセンジャーにも種類があるが、本室内実証実験で

は一般に広く普及し、トランスポート層プロトコルが UDP である IPMessenger（Java

版 バージョン 1.6）を採用した。 

IP Messenger は、TCP を用いず、UDP を用いてメッセージの送受信を行う。無線通

信では、より通信負荷の少ない通信プロトコルを採用すべきであり、この ことから、各漁

協に所属する船団間でメッセージ交換を行うアプリケーションとしては 適 である。 

しかしながら、IPMessenger はマルチホップの通信が出来ないため、これを可能にする

ための改修が必要となった。改修内容について以下に示す。 

（１）IPMessenger の動作原理 

IPMessenger はメッセンジャーソフト（ホスト）を起動後、自パソコン上にあるホスト

へログイン操作を行う。その操作によりネットワーク内にある他パソコン上にあるホスト

に向けて、メッセージの送受信が出来るようになったことをブロードキャストする。その

結果、ログインが行われたホストの IP アドレスが他のパソコン上の IPMessenger のアド

レスリストに追加表示される。 

メッセージを相手先に送信するには、相手先のアドレスをリストから選択し（複数選択

可）、送信する。また、ログアウト時も他ホストへログアウトを通知するためのブロードキ

ャストパケットを送信し、これを受信した他ホストはアドレスリストからログアウトした
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ホストの宛先を削除する。 

（２）マルチホップ通信が不可能な理由 

マルチホップでネットワークが形成されている場合、ログイン／ログアウト通知のブロ

ードキャストパケットが、１ホップ先の隣接ホストには到達するが、隣接ホストはこれら

のパケットを再ブロードキャストしないため、2 ホップ以上先のホストへはログイン／ロ

グアウト通知は到達しない。従って、海上無線アドホックネットワークを形成する船舶が、

お互いの通信半径内に位置している場合は、１ホップでログイン／ログアウト通知が到達

するが、珠繋ぎ的なネットワークを形成している場合、２ホップ以上先の船舶同士ではメ

ッセージ交換ができない状態となる（図４．４．１－１参照）。 

 

ログイン通知がブロードキャストされ、
この船舶の通信半径内に存在する他
の船舶へはログイン通知が1ホップで
到達する。AからC,Bには到達するが、
Dには到達しない。

A

BC

D

DはCの通信半径に存在するが、Cは
Aのログイン通知を再ブロードキャスト
しないため、AとDはメッセージ交換が

できない。

×

ログイン通知がブロードキャストされ、
この船舶の通信半径内に存在する他
の船舶へはログイン通知が1ホップで
到達する。AからC,Bには到達するが、
Dには到達しない。

A

BC

D

DはCの通信半径に存在するが、Cは
Aのログイン通知を再ブロードキャスト
しないため、AとDはメッセージ交換が

できない。

×

 
図４．４．１－１ IPMessenger でマルチホップ通信が不可能な理由 

 

（３）IPMessenger の改修 

IPMessenger でマルチホップ通信を実現させるためには、海上無線アドホックネットワ

ークを利用する船舶には予め固定 IP アドレスが割り当てられることを前提とした。その

前提でいくつかの改修案を検討した結果、“固定 IP アドレスリスト搭載”方式を採用した。 

固定 IP アドレスリスト搭載改修内容は、 

・ 各船舶は固定 IP アドレスリストを IPMessenger に登録する。 

・ IPMessenger のログイン／ログアウト通知のブロードキャストを抑止する。 

これら２点の改修により、海上無線アドホックネットワーク上で経路情報が構築されて

いれば、IPMessenger の固定 IP アドレスリストからメッセージを送信したい宛先を選択

し、ユニキャスト通信により船舶同士が相互にメッセージを送受信することが可能となる。 
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４．４．２ Web ページの表示 

Web ページの表示に関してはデータの容量が小さいことを除くと通常の環境と同じも

のを使用する。 

・ WEB サーバ：（Apache） 

・ ホームページのデータ：気象データ（約 1000byte） 

・ 表示用 WEB ブラウザ：（Firefox）を準備した。 
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第５章 海上無線アドホックネットワークの室内実証試験の実施 

 

５．1 実験の概要 

室内実証実験の目的は、お互いに位置が離れて相互の状態の確認が行いにくく、費用の

かかる実船試験を行う前に、環境の整った実験室内で、実際の通信に近い状況の中で初期

の問題点を洗い出し、解決することを目的としている。まずは、“AODV によって動的に

経路を構築し、実際に送りたいメッセージを、マルチホップ通信が必須となる宛先に届け

ること”を確認することを目指した。 

今回の室内実証実験は目標達成のため 3 種類の実験を行った。実際にアプリケーション

を走らせることができ、海上無線アドホックネットワークの将来性を示せた。 

 

日程：2008 年 2 月 12 日～26 日 

場所：古野電気株式会社西宮寮・研修センター第 5 研修室 

実験：ping を用いた到達率と RTT（Round Trip Time）の計測実験 

   AODV による経路構築実験 

   アプリケーションの試験 

・UDP を用いたメッセンジャーの実験 

・TCP を用いた WEB ブラウジング実験 

 

（１）ping を用いた到達率と RTT の計測実験 

アドホックネットワークプロトコルを支えるデータリンク層が実装通り動作し、IP パケ

ットが端末間で送受信できること確認した。特に今回独自の仕様を実装した CSMA/CA 機

能について想定した動作を行うかを確認した。また実験を通し、通信パラメータを変化さ

せそれらの影響を考察した。 

通信性能測定にはTCP/IPに標準で搭載されている pingを用いて 3パターンの端末の配

置と通信利用形態に対する実験端末の通信性能を調べた。まずは“通信できるかどうか、

そして通信性能がどのくらいか”ということを確認した。 

端末の配置は 

・ “集合型”（５．３） 

・ “クロストラフィック型”（５．４） 
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・ “マルチホップ型”（５．５） 

を用意したが、これらはアドホック通信において発生しやすい基本的な端末の配置形態

である。これらの形態を組み合わせ複雑化したものが、実際のアドホック通信利用環境と

なる。 

（２）AODV による経路構築実験 

実験端末システム（パソコン）上で動作する AODV-UU が仕様どおりに経路探索を行う

かどうかを確かめた。もちろんまずは動的な“経路構築が可能かどうか”、その上でどんな

経路が選択されたかを確認した。 

（３）アプリケーションの試験 

このような通信システムではユーザサイドから一番注目されるのは、どのようなサービ

スを提供できるのかという点である。すでに特定のデータを送るシステムは実現されてい

るがより汎用性のあるアプリケーションの実行を試みた。今回選択したのは“４．５”で

紹介した IPMessenger ならびに小容量の Web ブラウジングである。 

（ア）UDP を用いた IPMessenger 実験 

 “４．５．１”で紹介した改修版の IPMessenger を用いて、相手方端末 IP アド

レスを指定し、AODV による選択経路を通してメッセージがと届けられることを確

認した。 

（イ）TCP を用いた WEB ブラウジング実験 

 この実験では“TCP の利用可能性”を確認した。TCP を用いた通信は、UDP に

比べて非常に複雑である。制御メッセージの送受信も多く、通信帯域を圧迫する要

因となる。しかし、インターネット利用者にとっては UDP よりもなじみの深いプ

ロトコルであり、インターネットで使われるほとんどの通信アプリケーションにお

いて必須のプロトコルとなっている。 

 各層のプロトコル設定によって通信帯域の節約をしている今回の実験設定であ

れば、TCP を用いた WEB ブラウジング（HTML 文書のダウンロード）も可能と

考えられる。 
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５．２ 室内実証実験の共通設定 

（１）AODV-UU の設定 

起動コマンド：./aodvd –f –L –i ax0 

上記コマンドで AODV-UU を起動すると、今回のデータリンク層の実装上、AODV-UU

の Hello パケット送信機能は実行されず、完全なるリアクティブ型アドホックルーチング

プロトコルとして AODV が動作する。 

（２）ARP テーブルの設定 

静的 ARP を行う。8 台の端末の IP アドレス 192.168.1.1x に対し、それぞれ ADHOC-x

というコールサインを関連付けた（x は 0～7）。実験では MMSI ではなく、コールサイン

による送信元・宛先（第２層レベル）の識別を行う。 

（３）データリンク層プロトコルの設定 

MTU    ：256 

cw    ：各実験の各パターンにおいて変化させる 

スロットタイム   ：100ms 

IFS10    ：200ms 

プリアンブル    ：0x55 が 10 個と 0x7E が 10 個 

キャリアセンス周期  ：20ms 

PTT-ON 待ち時間  ：70ms 

（４）無線機の設定 

送信電力   ：定格出力の 1/20 に調整（無線機間干渉防止のため） 

感度    ：近 

スケルチ   ：0 

音量    ：10（ 大） 

チャンネル   ：実験端末同士が同じチャンネルであれば通信可能 

 

５．３ 衝突回避実験（集合型） 

（１）実験目的 

確認したいことは以下の二点である。 

                                                  
10 interframe space。ランダムバックオフ時間の前に挿入される固定の送信待ち時間 
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・ CSMA/CA が正しく機能するか 

・ 混雑した環境での通信性能 

27MHz 帯無線機の電波到達距離は約 50km にも及ぶため、信号が届く範囲内に複数の

端末が存在する状況が珍しくない。互いに信号が届く範囲にいる端末同士では、キャリア

センスとランダムバックオフ処理により、信号の衝突を回避するように動作する。本実験

では、範囲内の複数の端末から同時に ping を実行し、それぞれの到達率を合算して計測

することで、正しく衝突回避処理が行われているかどうかを確かめる。 

（２）実験環境 

図５．３－１のように接続し、図 ５．３－２の環境を構築した。全ての端末が全ての

端末からの信号を受信することができる。つまり全端末同士が双方向リンクで結ばれてい

ることになる。 

4 5 6

1 端末

ハブ

同軸ケーブル

全ての端末に信号が届く

1 2 3

4 5 6

1 端末

ハブ

同軸ケーブル

全ての端末に信号が届く

1 2 3

 

図５．３－１ 物理トポロジ（衝突回避実験） 

端末

双方向リンク圏内

1
2

3

4

5

pingの経路

6

全端末が互いに通信可能な距離

端末

双方向リンク圏内

1
2

3

4

5

pingの経路

6

全端末が互いに通信可能な距離  
図 ５．３－２ 論理トポロジ（衝突回避実験）（付属資料２参照） 

 

（３）実験手順 

1. cw と ping のサイズの値を変更する。 

2. 端末 1 から端末 4、端末 2 から端末 5、端末 3 から端末 6 への ping を適度な送信間隔

（付属資料３参照）で 100 回繰り返すように設定する。 
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3. 端末１、２、３から“同時”に ping を実行する。 

手順 1～3 を繰り返し、到達率と RTT を計測する。本実験では AODV-UU を起動させ

ず、静的ルーチング11を行う。理由は衝突率の高い試験では ping が届かない（経路が一定

時間利用されない）端末において、AODV の経路削除機能が働き、その後実験中にもかか

わらず経路再探索処理が実行され、実験データに支障が出るためである。 

（４）取得データ 

取得したデータは、同時に行った ping による三つの結果を集約したものである。到達

率は、到達数の合計を総送信回数の 300 回で割った値である。平均 RTT は、それぞれの

平均 RTT に到達数の重みをつけて算出した。 大・ 小 RTT は三つの結果の中から 大

値と 小値を選んだ。 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

cw

到
達

率

到達数 48 65 113 193 230

到達率 18.0% 21.7% 37.7% 64.3% 76.7%

3 7 15 31 63

*データサイズは56byte*データサイズは56byte

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

cw

R
T
T
(秒

)

max 7.68 8.71 11.34 16.26 22.16

avg 4.15 5.23 5.88 7.96 11.04

min 2.36 2.37 2.77 2.59 2.58

3 7 15 31 63

*データサイズは56byte

図５．３－３ cw-到達率（a）、cw-RTT（b）（衝突回避実験） 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

サイズ

(byte)

到
達

率

到達数 121 113 108

到達率 40.3% 37.7% 36.0%

8 56 210

*cwは15

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

サイズ

(byte)

R
T
T
(秒

)

max 9.83 11.34 18.73

avg 4.42 5.88 11.17

min 1.67 2.77 4.63

8 56 210

*cwは15

図５．３－４ サイズ-到達率（a）、サイズ-RTT（b）（衝突回避実験） 

 
                                                  
11 ルーチングテーブル（経路情報）に固定の経路情報を書き込んで置くこと。 
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（５）考察 

（ア）同時通信数の影響 

“５．５”のマルチホップ実験では一通信ながら 7 ホップの通信を実験した。この実験

では 1 ホップだが 3 通信を同時に行っている。cw=15 でデータサイズ 56byte という共通

設定時のデータを比較すると、マルチホップ実験では到達率=99.5％（図５．５－３/（a）

/右のデータ）だったものが衝突回避実験では到達率=38%（図５．３－３/（a）/真ん中の

データ）にまで落ち込む。これは複数端末が同時にデータ送信し、成功させることが非常

に困難であることを示している。 

（イ）cw と到達率の関係性： 

図５．３－３から、cw が増加すれば、到達率が向上することが見て取れる。ちなみに

cw=0 でも実験を行ったが、端末 1,2,3 が全くの同時に送信するため、キャリアセンスが効

かず、到達率は 0%であった（そのため RTT は計測不能）。 

cw が増加すれば、バックオフ時間を決定する乱数のとりうる整数値の候補が増える。同

時に送信処理に入っても、異なる乱数値を選べばタイミングがずれ、キャリアセンス（ひ

いては衝突回避）が可能となる。図５．３－５は端末 1 が乱数値=0、端末 2 が乱数値=7

を選んだときのシナリオである。cw の増加→乱数候補の増加→同じ乱数値を選ぶ確率低下

→回避率（到達率）増加となるため、グラフの示す結果は妥当である。 

1

2

0.9秒

0.2秒

送信要求（イベント発生）

バックオフ時間

データフレーム

プリアンブル

キャリアセンスにより
送信処理をキャンセル

キャリアセンスにより
送信処理を再開

端末1から受信したデータ

1

2

0.9秒

0.2秒

送信要求（イベント発生）

バックオフ時間

データフレーム

プリアンブル

キャリアセンスにより
送信処理をキャンセル

キャリアセンスにより
送信処理を再開

端末1から受信したデータ

図５．３－５ 端末 2 におけるキャリアセンス 

 

（ウ）cw・サイズと RTT の関係性 

図５．３－３と図５．３－４から、cw やサイズが増加すれば、RTT も増加している。

cw が増加すれば、待機時間が増え、サイズが増加すれば伝送遅延が増えるためである。こ

の環境では、三つの ping 通信が同じ通信路を順番に使用するため、一つの ping 通信で 1
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ホップの場合よりは、平均 RTT は増加していた。ちなみに１通信 1 ホップでの RTT は、

今回の結果の 小 RTT に近い値である。今回 小 RTT を記録したときの状況は、ある 1

通信が”echo request”送信と”echo response”受信を他の 2 通信に先んじて完了させていた

場合であった。 

（エ）サイズと到達率の関係性： 

図５．３－４から、サイズが増減しても到達率に影響は無いように見える。これはプリ

アンブルさえ受信すればキャリアセンス可能であることに起因すると考えられる。そのた

めプリアンブル以降に続くデータ長はキャリアセンスには無関係になる。図５．３－５の

ようにデータ長は送信処理再開までの期間には影響する。 

 

５．４ クロストラフィック実験 

（１）実験目的 

確認したいことは以下の二点である。 

・ 隠れ端末問題発生時の衝突回避率 

・ クロストラフィック時の通信性能 

隠れ端末問題とクロストラフィックは、アドホック通信で頻繁に発生する問題である。

今回のデータリンク層プロトコルでは、この問題への対策処理を行っていない。このよう

な不利な環境における通信性能を調べる。 

（２）実験環境 

図５．４－１のように接続し、図５．４－２の環境を構築した。端末 1 は全ての端末の

送信範囲内に位置する。端末２，３，４及び５は互いに信号が届かないものとする。つま

り端末 2 は端末３，４，及び５にとって隠れ端末となる。 

1

2 3 4 5

1 端末

R.L.B（上右と上左で6dB、
　　　　左右で30dB減衰）

20 減衰器（数値は減衰量[dB]）

20

50 50 50 50
同軸ケーブル

86dB減衰（信号届く）

130dB減衰（届かない）142dB減衰（届かない）

1

2 3 4 5

1 端末

R.L.B（上右と上左で6dB、
　　　　左右で30dB減衰）

20 減衰器（数値は減衰量[dB]）

20

50 50 50 50
同軸ケーブル

86dB減衰（信号届く）

130dB減衰（届かない）142dB減衰（届かない）  

図５．４－１ 物理トポロジ（クロストラフィック実験） 
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双方向リンク
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3

4

5

pingの経路

端末

双方向リンク

12
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4

5

pingの経路

 
図５．４－２ 論理トポロジ（クロストラフィック実験） 

 

（１）実験手順 

1. cw の値を変更する。 

2. 端末２から端末４、端末３から端末５への ping を適度な送信間隔（付属資料３参照）

で 100 回繰り返すように設定する。 

3. 端末２と端末３から、「同時」に ping を実行する。 

手順 1～3 を繰り返し、到達率と RTT を計測する。本実験では“５．３（３）”と同様

の理由により、あらかじめ静的ルーチングを行う。 

（２）取得データ 

取得したデータは、２組の端末間で行った ping による計測の結果を集約したものであ

る。到達率は、到達数の合計を総送信回数の 200 回で割った値である。平均 RTT は、そ

れぞれの平均 RTT に到達数の重みをつけて算出している。 大・ 小 RTT は二つの結果

の中から 大値と 小値を選んだ。 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

cw

到
達

率

到達数 4 25 85 125

到達率 2.0% 12.5% 42.5% 62.5%

7 15 31 63

*データサイズは56byte
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10.00

20.00
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R
T
T
(秒
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max 8.32 15.15 21.45 34.01

avg 7.44 10.47 14.55 21.26

min 6.16 7.19 8.20 9.84

7 15 31 63

*データサイズは56byte

図 ５．４－１ cw-到達率（a）、cw-RTT（b）（クロストラフィック実験） 
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（３）考察 

（ア）隠れ端末の影響 

衝突回避実験ではキャリアセンスの利く状態でありながら、同時 3 通信を実験した。今

回はキャリアセンスの利かない状態で同時 2 通信を行っている。cw=15 でデータサイズ

56byte という共通設定時のデータを比較すると、衝突回避実験では到達率=約 38％（図５．

３－１/（a）/中央のデータ）だったものがクロストラフィック実験では到達率=約 13%（図

５．４．－１/（a）/左から２番目のデータ）にまで落ち込む。これは衝突回避制御が利か

ない隠れ端末状態が、アドホック通信に対して非常に悪影響を及ぼすことを示す。 

（イ）cw と到達率の関係性 

図５．４－１から cw が増加するほど到達率が向上することが見て取れる。cw=0 のとき

は、元々キャリアセンス出来ない上にランダムバックオフが効かないため、必ず衝突が発

生する。しかし、キャリアセンスが効かないのにもかかわらず、cw が増加すれば到達率は

向上した。これは、バックオフ時間が十分にずれていれば、片方が送信し終えてからもう

片方が送信し、衝突を回避できるためである。 

＜cw=7 の場合の衝突回避例＞ 

今回の実験では 56byte 設定の ping を送受信している。プリアンブルと各プロトコルの

ヘッダを含めると、123byte となる。1,200bps(150Byte/sec)の伝送速度下では送信時に、

チャンネルを 0.82 秒間占有するという計算になる（データ部 102byte だけなら 0.68 秒）。 

cw=7 の場合、バックオフ時間は 0.1 秒刻みで、0.2 秒～0.9 秒の間でランダムに選択さ

れる。端末２が 0.2 秒を選び、端末３が 0.9 秒を選んだ場合、図５．４－２のように端末

３からの信号のみ無事に端末１に届く。 

端末２が 0.2 秒を選び、かつ端末３が 0.9 秒を選ぶ確率は 1/64 であること、その他の可

能性を考慮すると、図５．４－１の結果（到達率=2%）は妥当であると考えられる。実際

には処理遅延や伝播遅延などで多少のタイミングのずれがあるためか、両方からの信号が

無事に届くというパターンも実験中には確認された。 
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図５．４－２ 端末 1 における隠れ端末関係の 2 端末からの信号の受信 

 

（ウ）cw と RTT の関係性 

cw が増加すると RTT が増加している。待機時間が増加するためである。 

（エ）cw の決定方法 

高速無線 LAN で利用されている CSMA/CA では、データリンク層レベルの再送制御を

行う。再送の都度、cw を倍に増加させる処理を行う（ 大 1023）。つまり、cw の値が変

動するため、ネットワークの状況に関わらず、いずれ通信は成功する。また、ベースの伝

送速度が数 10Mbps であるため、スロットタイムを短く設定できる（IEEE802.11b なら

20μs）。結果的に cw=1023 でもランダムバックオフの時間は 悪 20ms 程度で済む。一

方、今回のシステムではスロットタイム自体が 100ms も必要である。 

今回試作した CSMA/CA では再送制御を行わないため、cw は 初に決めた値から変動

しない。データサイズやサービス利用端末数によって、cw の 適値は異なる。cw の変更

に対して、転送率と伝送速度がトレードオフの関係となるため、何をもって 適と見なす

のかも決めなければならない。環境に応じた cw の 適値をどのように与えるのかは今後

の研究課題となる。 

 

５．５ マルチホップ実験 

（１）実験目的 

確認したいことは以下の二点である。 

・ AODV によって、マルチホップの経路が構築できるか 

・ マルチホップ通信の通信性能 

アドホック通信の長所であるマルチホップ通信が本システムにおいて可能かどうかを
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試す。8 端末 7 ホップでの ping の送受信を行う。その際に AODV によって経路が正しく

構築されるかどうかを確認する。単純に通信性能のみを調べるために到達率と RTT の計

測時には、AODV による経路構築はあらかじめ行っておくものとする。 

（２）実験環境 

図５．５－１のように接続することで、端末２は端末１と３の信号は届くが、端末４の

信号は届かないという実験環境となる。27MHz 帯無線機での電波到達距離は約 50km で

あるため、図５．５－２のように船が配置されることと同義である。端末 1 が端末 8 と通

信を行うためには、端末２～７にデータを中継させる必要がある。 

図５．５－２内の双方向リンクとは、互いに電波が届きあう二端末間の関係を表す 
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同軸ケーブル
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一つ隣の端末には信号が届く  
図５．５－１ 物理トポロジ（マルチホップ実験） 
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図５．５－２ 論理トポロジ（マルチホップ実験） 

 

（３）実験手順 

1. cw および ping のデータサイズを変更する。 

2. 端末 1 から端末 8 への ping を１回だけ実行する。 

3. AODV によって経路情報の交換が完了することを確認する。 

4. 端末 1 から端末 8 への ping を適度な送信間隔（付録資料３参照）で 200 回繰り返す

ように設定し、実行する 
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手順 1～4 を繰り返し、到達率と RTT を計測する。 

（４）取得データ 
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図５．５－３  cw-到達率（a）、cw-RTT（b）（マルチホップ実験） 
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図５．５－４ サイズ-到達率（a）、サイズ-RTT（b）（マルチホップ実験） 

 

（５）考察 

（ア）cw と到達率の関係性： 

pingの成功とは echo requestパケットと echo responseパケットが欠損せずに往復でき

たということである。今回の 7 ホップ往復の場合では、合計 14 ホップを欠損せずに送受

信させなければならない。図５．５－３から cw=0 でも到達率はほぼ 100%に近いことが

わかる。200 回の 14 ホップ伝送を、ほぼ 200 回とも成功させたということである。 

これは、AODV の Hello メッセージ定期送信を行わない設定にしていること、すなわち

一対の ping のやりとり以外に通信を行っていないことに起因すると考えられる。cw=0 は

ランダムバックオフ（衝突回避策）を行わないことと同義であるが、それでも到達率が
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100%である。同時に複数の端末が送信することがない環境であるため、衝突によるフレー

ムロスは生じなかった。そもそも今回の論理トポロジは衝突回避策が不要な環境であった

と結論付けられる。 

（イ）cw と RTT の関係性 

RTT は cw の増加に伴い増加傾向にある。RTT は以下のように推測できる。 

＜cw=7, サイズ=56byte の場合＞ 

伝播遅延と処理遅延は 0 秒とする。 

データサイズは 56+46+21=123byte。同軸ケーブルの伝送速度が 1,200bps で MSK 変調

により 1Byte=8bit であるため 150Byte/sec。シリアルケーブルの伝送速度が 38,400bps

で 1Byte=10bit であるため 3,840Byte/sec。7 ホップの往復時に同軸ケーブルを 14 回、シ

リアルケーブルを 28 回通過するため、伝送遅延は以下のように算出できる。 

伝送遅延 = (123 / 150) * 14 + (123 / 3,840) * 28 = 12.376 秒 

待機時間は、IFS の 0.2 秒、PTT-ON を待つ 0.07 秒にランダムバックオフが加えられた

値である。cw=7 の場合、ランダム値の範囲は 0～0.7 秒で一様分布であるため、平均 0.35

秒待つことになる。これらの待ち時間は 7 ホップ往復で 14 回発生する。待機時間は以下

のように算出できる 

待機時間 = (0.2 + 0.35 + 0.07) * 14 = 8.68 秒 

したがって、合計で推定 RTT は 21.056 秒となる。 

 

図５．５－３から cw=7 での RTT の平均値（実測値）が 22.453 秒である。推定 RTT

に処理遅延を多少加えた程度の値であると見受けられる。これらのことから、下位層プロ

トコルは理想的な環境においては理論どおりに動作していることがわかる。 

また、RTT の 大値、 小値及び平均値についてグラフから見ると、cw=0 のときは三

つの値にほとんど差が無い、ランダムバックオフを行わない（ランダム性が無い）ためだ

と考えられる。 

（ウ）サイズと到達率と RTT の関係性 

図５．５－４ではサイズの変更に伴う、到達率と RTT の変化を表している。RTT はサ

イズ増加に伴い、既に行った理論値の計算法に従った増加を見せた。ただし、pingで 56byte

のデータ、つまり日本語なら約 28 文字を伝送するのに約 16 秒かかる。210byte のデータ、

つまり日本語なら約 105 文字を伝送するのに約 32 秒かかる。 



 

－ 70 － 

マルチホップ通信を 1,200bps という狭帯域で行う場合、データサイズが数 10 文字のも

のでも送受信に相当な時間がかかる。 

到達率はこの環境下ではサイズを変更しても影響はなかった。 

（エ）AODV によるマルチホップ経路構築 

AODV による経路構築をパラメータ変更毎に行ったが、毎回一回目の RREQ-RREP の

やりとりで経路構築に成功していた。経路が構築されるまでに必要な時間は、ping の RTT

にほぼ等しかった。これは端末 1 が端末 8 に向けて RREQ をフラッディングさせると、

一端末ずつ順番にメッセージを中継し、あたかもユニキャストを行っているかのようにス

ムーズに RREQ が伝播していくためである。そして RREP がユニキャストで端末８から

端末 1 へ向けて送信されることで、双方向の経路情報が確定する。 

RREQ と RREP の往復が完了すれば経路が構築される。RREQ 送信のきっかけは実デ

ータの送信要求であるため、利用者が通信したいときにすぐに経路を構築することが

AODV の利点の一つである。 

もし、RREQ と RREP のやりとりに失敗すると経路は構築できない。その場合 AODV

は RREQ を再送しようと試みるが、再送にはあらかじめタイムアウト時間を適切に設定す

る必要がある。タイムアウト時間を短くすると頻繁に RREQ が飛び交う恐れがあり、長く

すると経路構築までの時間（通信可能状態までの待ち時間）も平均的に長くなる。タイム

アウト時間の 適値の決定方法は今後の研究課題である。 

 

５．６ 経路選択実験 

（１）実験目的 

確認したいことは AODV-UU が仕様どおりに経路を構築しているかと言う点である。 

AODV は 初に RREQ をフラッディングさせてきた方向に RREP を返信していく。そ

して、できるだけ 小ホップ数での経路を選択する仕様となっている。 

（２）実験環境 

図５．６－１のように接続し、図５．６－２の環境を構築した。双方向リンクを複数用

意しておくことで、AODV によって構築される経路の選択肢も複数となる。 



 

－ 71 － 

1 端末

R.L.B（上右と上左で6dB、
　　　　左右で30dB減衰）

20 減衰器（数値は減衰量[dB]）

20

同軸ケーブル

52dB減衰

（信号届く）

82dB減衰（信号届く）

112dB減衰（信号届かない）

2020 20 20 20

1 2 3 4 5 6

終端抵抗

1 端末

R.L.B（上右と上左で6dB、
　　　　左右で30dB減衰）

20 減衰器（数値は減衰量[dB]）

20

同軸ケーブル

52dB減衰

（信号届く）

82dB減衰（信号届く）

112dB減衰（信号届かない）

2020 20 20 20

1 2 3 4 5 6

終端抵抗

図５．６－１ 物理トポロジ（経路選択実験） 
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図５．６－２ 論理トポロジ（経路選択実験） 

 

（３） 実験手順 

1. cw の値を変更する。 

2. 経路情報を消去する。 

3. 端末 1 から端末６に向けて ping を実行することで、AODV を動作させる。 

（ping は端末６への RREQ 送信を誘発するために使用） 

4. RREQ のフラッディングと RREP の返信によって構築された経路を記録する。 

5. 手順 2～4 を 100 回繰り返す。 

手順 1～5 を繰り返し、cw 毎の選択される経路の分布を得る。 
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（４）取得データ 
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図５．６－３ 経路選択の結果（経路選択実験） 

 

（５）考察 

（ア） 適経路を選んだか 

図５．６－２の論理トポロジには“構築されうる経路”として A,B,C の三通り示してあ

る。片方向リンクが存在したりしない限り、往路と復路は同じ経路になりやすい。また、

この論理トポロジの場合ならば、3 ホップが 小ホップ数であるため、構築される 適経

路のパターンはこの三通りである。 

図５．６－３の結果から見て取れるように、実際に構築された経路は三通りのいずれか

であった。 

したがって、“AODV は 適経路を選択している”ということが確認できた。 

（イ）経路構築失敗について 

図５．６－３の“失敗”の定義は、RREQ-RREP 送受信に失敗した場合である（RREQ

再送は行わないものとする）。以下のパターンなどでメッセージがロス（損失）するために

発生する。 

・ ランダムバックオフの一致 

 RREQ をフラッディングしようとした複数の端末が、互いにキャリアセンスできる

範囲にいながら、全く同時に送信して衝突した場合。 

・ 隠れ端末問題の発生 

 端末１→端末３→端末４の順にフラッディングが発生し、端末２の RREQ の送信と

端末６の RREP の返信タイミングがほぼ同時だった場合。 
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実験結果から cw を増加させれば、失敗の数が減少しているのが見て取れる。このこと

からも cw の増加が、隠れ端末問題による到達率の低下を緩和することがわかる。 

（ウ）経路選択の分布について 

図５．６－３の結果を見ると明らかに経路 B の選ばれる確率が低い。そこで、3 パター

ンの経路の選ばれる確率の偏りについて解析する。 

往路と復路は同じになるため、どの端末からの RREQ が先に端末６に届けられたかによ

って選ばれる経路が決まる。フラッディングでは受信した複数の端末は、同時に送信要求

が発生する。だれが 初に送信するかは、ランダムバックオフで決定される。このときの

乱数は一様分布に従い決定する。 

端末 1 が RREQ を送信すると、端末２と端末３で先に送信できる確率は、衝突を無視し

するとお互い 50%となる。この考え方に基づく計算のイメージ図が図５．６－４である。 

図５．６－４の右下に書かれた結果では経路 B が 25%になっているが、実際には各分岐

は均等な割合ではない。経路 B にとって不利な要因が存在するため、経路 B が選択される

確率は 25%よりも下がる。 

＜２番目に端末３、３番目に端末２が送信した場合＞ 

端末４が先に送信すれば経路 B となり、端末５が先に送信すれば経路 C となる。このと

き、端末２が直前に送信しているため、端末４はキャリアセンスにより送信完了を待つこ

とになる。しかし、端末５にとって端末２は隠れ端末なので、待たずに送信することがで

きる。つまり、端末５のほうが先手を取りやすいため、経路 C のほうが構築確率は高くな

る。 

 

以上から、同時送信による衝突が無いという条件下では 3 つのパターンの選択確率はお

よそ“40%：20%：40%”に近い値になると考えられる。 

実験結果の 3 パターンの比率はわずか 100 回の試行でありながら、解析結果に近い傾向

を示している。したがって、選択確率の偏りは、ランダムバックオフの乱数が一様分布で

あることに起因しており、実験結果の比率は妥当であったと言える。 
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図５．６－４ RREQ メッセージのフラッディングパターン 

 

５．７ UDP を用いたメッセンジャーの実験 

（１）実験目的 

確認したいことは UDP を用いた文字通信が可能かどうかという点である。 

インターネットで使用される文字通信の中で比較的容量が少ないメッセンジャーが今

回の海上無線アドホックネットワークにおいて、利用できるかどうかを確かめる。短いメ

ッセージとはいえ文字通信は通信ネットワークとして必須である。 

（２）実験環境 

マルチホップ実験のものと同じ（５．５の図５．５－１参照）。 

（３）実験手順 

端末 1 から 7 ホップ先の端末８に向かってメッセージを送信し、端末 7 にて端末 1 から

送信したメッセージが受信できるかを確認する。 

端末 1： 

①メッセンジャーを起動する（図５．７－１参照）。 

②ログイン画面が開き、ログインボタンを押下する（図５．７－２参照）。 

③メッセージ入力エリアに、送信したいメッセージを入力（図５．７－３（a）参照）。 

④アドレスリストより宛先（IP アドレス）を選択し、送信ボタンをクリックする（図５．

７－３（a）参照）。 
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端末８： 

・受信したメッセージがポップアップ画面に表示される。 

図５．７－１IPMessenger アイコン 図５．７．－２ログイン画面 

 

（４）取得データ 

上述の IPMessenger（改修版）を海上無線アドホックネットワークの室内実証試験環境

にセットアップし、2008 年 2 月 15 日の第２回調査検討会にてデモを実施した。動作検証

した結果、 大７ホップ先の端末までメッセージが送達されることを確認した（図５．７

－３参照）。 

 
図５．７－３ メッセージ画面（a：送信／b：受信） 

 

 

ここをクリック

ここをクリック
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（５）考察 

通信サービスのもっとも基本となる文字通信が可能であることを確認できた。 

 

５．８ TCP を用いた WEB ブラウジングの実験 

（１）実験目的 

確認したいことは TCP を用いた通信は可能かどうかという点である。 

インターネットの代名詞である WEB ブラウジングは TCP に基づいて行われる。利用者

にとっては使い慣れているプロトコルである。しかし、TCP は無手順の UDP や ping よ

りも複雑な通信手順を踏む。今回のアドホック無線通信において、無調整の TCP が利用

できるかどうかを確かめた。 

（２）実験環境 

マルチホップ実験のものと同じ（５．５参照）。ただし、端末 1 で WEB サーバ（Apache）

を起動し、図５．８－１のサンプルホームページのデータ（1,000Byte）を置いた。他の

端末には WEB ブラウザ（Firefox）を準備した。各端末の cw の値は 0 に設定している。 

（３）実験手順 

端末２から端末７までが、順番に端末 1 に対し、図５．８－１のコンテンツのダウンロ

ード要求を行い。ダウンロード完了までの時間を計測する。 

 

図５．８－１ サンプルホームページ 

 

（４）取得データ 

ダウンロード時間は“アドレスをブラウザに打ち込んで Enter を押した時点”から“ブ

ラウザに完了と表示される時点”までである（経路構築までの時間も含める）。スループッ
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トは 1,000Byte をダウンロード時間で割った値に過ぎない。ただし、各数値はそれぞれ 1

回ずつの試行であるため、あくまで概算値として見ていただきたい。 

 

表５．８－１サンプルページダウンロード時間 

1hop 2hop 3hop 4hop 5hop 6hop 7hop
経路完成(秒) 6 9 10 17 19 22 28

ダウンロード完了(秒) 123 160 226 297 528 失敗 失敗
スループット(bps) 65.0 50.0 35.4 26.9 15.2 失敗 失敗  

 

（５）考察 

（ア）WEB ブラウジングに成功 

表５．８－１から 5 ホップ先までの TCP による通信は可能であることがわかる。これ

は通信頻度が疎であるマルチホップ環境で行ったことに起因する。わずか 1,000Byte のペ

ージのダウンロードに 5 ホップだと 9 分弱かかってしまうが、不可能ではないことはわか

った。 

（イ）ダウンロード失敗の定義 

ホップ数を増やすとフレームロスが頻発した。6,7 ホップの実験では、TCP が再送を何

度試みても衝突（フレームロス）するため、このまま TCP の 大再送回数行っても解決

しないと判断12し、転送失敗と判断した。 

（ウ）隠れ端末問題の発生 

データの連続送信や往復が頻発する TCP では、たった一本の通信でも、マルチホップ

環境では隠れ端末問題が発生する。図５．８－２は実際に実験中に確認された隠れ端末に

起因するフレーム衝突の例を示した。 

左の図の状況は、端末１が端末４に向けて data1 と data2 を続けて送信したいときに発

生する。例えば、TCP の再送間隔が短い場合や、MTU を超えたデータを分割送信する場

合である。まず、端末１が data1 を送信する。すると端末１が data2 を、端末２が data1

を転送する要求が同時に発生し、キャリアセンスが発動する。端末２が先に送信したとし

て、data1 は無事に端末３に届く。次は端末１が data2 を、端末３が data1 を転送する要

求が同時に発生する。しかし、端末１と端末３は互いに隠れ端末であるため、キャリアセ

ンスは利かない。ほぼ同時に送信した場合、端末２に届く data2 の信号は端末 3 からの

                                                  
12超えるまで待つとすると数時間かかる計算となるため 
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data1 の信号と混ざって、正しく受け取れない。 

右の図では、ack1 と data2 の衝突例を示している。例えば、左の図のパターンで衝突

が回避された場合や、ack の返信を待たずに data を送信する場合、または ack の返信を

待ちきれずに data を再送する場合などに発生する。端末２と端末４が隠れ端末の関係と

なり、data2 と ack1 が端末３で衝突するというシナリオである。 

1 2 3 4

送信データと返信データの衝突

data2

data2

data1

ack1

端末3がdata2とack1を正しく受け取れない

1 2 3 4

連続送信データの衝突

data1

data2

data1

data1

端末2がdata2を正しく受け取れない

時
間

時
間

1 2 3 4

送信データと返信データの衝突

data2

data2

data1

ack1

端末3がdata2とack1を正しく受け取れない

1 2 3 4

連続送信データの衝突

data1

data2

data1

data1

端末2がdata2を正しく受け取れない

時
間

時
間

図５．８－２ 隠れ端末問題発生パターン 

 

“５．５”の実験では ping の送信間隔を十分に空けているため、図５．８－２の状況

は生まれなかった。隠れ端末による衝突がないため、99%の確率で ping 転送には成功して

いる（５．５（４）参照）。 

（エ）TCP は利用可能か 

一つの TCP コネクションですら、衝突が頻発するのでは、複数端末が同時に WEB ブラ

ウジングすることは不可能に近い。ここでも 1,200bps がボトルネックとなる（高速回線

ならばパケットロスから再送までが一瞬であるため、ユーザビリティーが高い）。しかし、

無線 LAN や携帯電話に適した TCP の亜種プロトコル（W-TCP など）が存在するため

WEB ブラウジング形式の通信を目指すのであれば、それらの技術を参考にすべきである。 

 

５．９ 室内実証実験の結論 

今回の室内実験により、各種の条件付きではあるが“AODV を用いたマルチホップデー

タ伝送は可能である”ことを実証した。また、小容量とはいえども構築したアドホックネ

ットワーク上でアプリケーションソフトによるデータ通信が可能であることを示した。 

設定した条件は、実効速度 100bps という極狭帯域と言う条件から、制御情報がトラフ

ィックを占有しなよう、またアプリケーションプログラム自身が少量のデータ通信で成り



 

－ 79 － 

立つよう設けたものである。しかしながら、実運用上受け入れられない可能性もあり、今

後伝送速度の向上によるスループットの改善を含め、その克服を目指す必要があると考え

られる。 

設定条件： 

１）静的 ARP を用いる。 

・通信に参加する全端末の無線識別子を予め知っておく必要がある。 

２）データリンク層は無手順である。 

・トラフィック帯域を費消する ACK，RTS，CTS などの制御を用いない。 

３）通信環境毎に適切な cw(コンテンションウィンドウ）を設定、選択する必要がある。

４）AODV の各種パラメータ、特にタイムアウト値、HELLO メッセージは抑止するなど

の適切な選択が必要である。 

５）アプリケーションの適切な選択する。 

・大量のデータを高速に伝送するようなものだと、簡単に輻輳する。 

一方で、実験を通じユーザビリティーの面で、ネットワークとして持つ問題も見えてき

た。将来、それらを解決しユーザビリティーの向上を目指す必要があると考えられる。 

ユーザビリティー上の問題： 

１）到達率は向上のため、cw を大きく設定すると、1 回のデータ送受信に数 10 秒かかる。

２）AODV が経路選択に一回で成功すれば、経数 10 秒で通信開始可能となるが、失敗す

れば数分間待たされる。 

３）同時に複数の端末が通信を行うだけで、急激に到達率が落ち通信不能に陥る。 

 



 

－ 80 － 

 

 



 

－ 81 － 

第６章 海上無線アドホックネットワークの今後の展望 

 

６．１ 本調査検討の成果 

今年度、シミュレーション実験により、海上無線アドホックネットワークのための経路

制御方式の候補として AODV を選択した。また、室内実証実験を行い、モデムを用いて

AODV によるマルチホップ伝送が可能であることを確認した。 

従来からも 27MHz/40MHz 帯の無線システムを用いてデジタルデータを送る試みは行

われてきたが、独自の方式で、決められた機能をはたすものであった。室内実験とはいえ、

通信の主流である IP プロトコルをベースにした通信を成功させ、その上で、メッセージ

通信と Web ブラウジングのアプリケーションを実行させたのは一歩前進だと考えられる。 

地上波による海上通信のデジタル化及び IP 化は世界的な動きと一致しており、それに

呼応して発展させることが出来ればと考える。 

 

６．２ 今後の技術的検討 

今後、下記の点について、さらなる調査検討と海上伝搬試験ならびにアドホック通信の

実証実験をおこなう必要がある。 

（１）ベースの伝送速度の向上 

27MHz/40MHz 帯無線通信システムにおいて、１チャンネル（帯域幅 6kHz）、DSB AM

方式をベースとして、許可されている MSK 変復調を前提とした場合、従来の実験結果か

ら今回採用した 1,200bps が限度と考えられる。従ってこのままの方式では高速の伝送速

度を確保することは困難であると思われる。しかし、局同士が近距離に位置する場合や電

界強度が大きい場合に、適応的に高速化することや、MSK 変調方式のパラメータを改変

して改善を図るなどの可能性を検討する余地はあり、さらなる調査を行なうべきであろう。 

伝送速度の向上に関しては、変調方式（GMSK 等）の検討を行う必要があり、シミュレ

ーション、実証実験などを通じて、よりよい通信環境の実現を提案出来ればと考える。 

（２）低スループット対応型データリンク層プロトコルの改善 

今回のシミュレーション実験および実証実験の設定では、CSMA/CA の機能のうち再送

制御と隠れ端末対策制御を行わないものとし、実証実験を行った。再送制御と隠れ端末対

策制御を行った場合の性能評価は行っておらず、これらの制御を行わないほうがよいとは

結論付けられない。制御フレーム転送を行っても実データの転送が可能なほど、帯域に余
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裕があるのであれば、制御を組み込んだほうが転送率は向上するかもしれない。 

1,200bps という狭帯域に適したデータリンク層プロトコルについては、検討の余地が大

いにある。 

（３）低スループット・低信頼度に適したアプリケーションの選定 

第５章の結果からもわかるように、アプリケーションレベルでのスループットは数

10bps にまで落ち込む。加えてパケットロス率が高い環境である。今後は、これらの条件

でも動作し、なおかつ利用者にとって魅力的なアプリケーション・コンテンツを選択しな

ければならない。 

（４）送信電力制御を利用するアドホックルーチングプロトコルの検討 

現在の無線機仕様では、送信電力が一定で無線伝送距離が数 10km におよぶため、無線

資源の空間再利用性が低い。そこで、無用な混信を避けデータ伝送を効率的に行うために、

必要な経路に応じて送信電力制御を行う技術を調査検討する必要がある。具体的には、通

信相手との距離が近ければ送信電力を低減する制御である。ただし、送信電力制御は経路

制御プロトコルとの密接な協調動作を行う必要があるため、無線機器仕様を含めて調査検

討する必要がある。 

今回の実証実験は室内にて行われた。さらなる技術検証のためには、実際の利用環境で

ある海上での実証実験を行う必要がある。今後は、これらの技術的課題に対して全体を包

括して調査検討ならびに実証実験を行い、次節で述べる海上無線アドホックネットワーク

の将来像を実現していきたい。 

 

６．３ 想定されるアプリケーション 

（１） 通信圏拡大の可能性 

室内実験の結果、AODV プロトコルによって 7 ホップの多段中継が可能であることが確

認されている。これは、実際の通信可能エリアは海上での船舶配置に大きく影響を受ける

ものの、 良の配置で 長約 350km の通信が可能であることを意味しており、また、地

形的な影響による通達エリアの陰の解消にも有効と考えられる（図６.３－１参照）。 
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図６.３－１ 通信圏拡大の可能性 

 

（２） 図表等を符号化してデータ伝送する可能性 

室内実験の結果、スループットは数 100bps 以下とマルチメディア情報の伝送には厳し

い通信速度であるものの、情報量を削減することにより、画像等の情報の伝達も不可能で

はないと考えられる。 

一例として、天気図を取り上げる。天気図は通常、百ヶ所前後の地点の気圧、高気圧･

低気圧の諸データ、代表的な等圧線の位置などを基にして人手で描画される。これらの情

報から等圧線図を作図するプログラムを受信する漁船側の端末に装備しておけば、数 kB

のデータを伝送するだけで天気図の表示を行うことができる（図６．３－２参照）。 
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地上回線経由
で一斉同報

無線局から船舶へﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
情報を伝送する可能性

線画像

図表

 

図６．３－２ 図表・データ等の配信 

 

ネットワークスループットを 100bps とすれば、天気図１面の伝送所要時間は数分程度

になる。このため、天気図情報を自動受信して端末に蓄積しておくオフライン形式の受信

方法をとれば、待ち時間を実効的に解消できるため、実用化の可能性がある。 
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（３）小型船舶救急支援のサービスエリア拡大 

①事故発生

②自動緊急通報

③確認

⑤近隣船舶
へ救援要請

⑤

⑤

④事故発生

の通報

⑤救援・捜索

通達圏外の小型船舶に対する
自動救難活動の可能性

 

図６．３－３ 小型船舶救急支援のエリア拡大 

27MHz/40MHz 帯を使った緊急通報システムは既に実地試験の段階にあり、その効用の

高さは十分に認識されている。このシステムに海上無線アドホックネットワーク技術を活

用すれば、現在のサービスエリアを拡大することが可能である（図６．３－３参照）。また、

気象条件等によって生じる不感域の解消にも役立つことが想像される。特に自由操業の漁

船は所属無線局の通達範囲外に出る場合が多いが、同技術を活用することによってサービ

スエリアが拡大する。 

（４）自然災害時の一斉同報の支援 

災害発生時、津波の襲来に備えて漁船に行動面の警告を発する一斉同報は極めて重要な

通信であり、確実性を高める必要がある。 

県内に複数の漁業無線局が稼働する場合、それらを通信回線で結んで一斉同報を行うこ

とになるが、通常、無線局間は陸上の固定回線によって結ばれているため、大地震の際は

種々の原因によって障害が発生する可能性がある。 

こうした状況で利用する代替回線として、無線局間に無線アドホックネットワークを構
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成しておけば、代替経路として使用することができる。これによって一斉同報をより確実

に行うことができる（図６．３－４参照）。 

 

非常一斉同報

ｱﾄﾞﾎｯｸ中継
の代替経路

地上回線停止の場合
災害時に地上回線の代替回線
として利用する可能性

 

図６．３－４ 災害時の一斉同報の支援 

 

 

 



 

 

おわりに 

 

本調査検討会は、海上通信の利用の大多数を占める漁船などの小型船舶の高度化、近代

化を図るために技術面から検討を行うもので、在来の無線システムの利用を前提として、

アドホックネットワーク技術を適用してデジタル化及び通信範囲の拡大などの可能性の検

討が目的であった。検討項目は、狭帯域で低速度の通信に適したアドホックネットワーク

において、１）基本となる経路選択プロトコルの評価・選定をシミュレーションにて行い、

２）選定した結果の最適プロトコルにより既存の 27MHz/40MHz 帯 DSB 無線機を利用し

たシステムを構築し、経路制御特性や伝送距離、品質などの通信特性が確保されることを

検証、３）選定・検証したプロトコルを市販の無線機に実装し室内実験にてアドホックネ

ットワークの構成の可能性の実証する事であった。 

結果は各章に記述の通りで、シミュレーション結果でのプロトコルは、低速通信である

海上通信においてはノード数、オーバーヘッドの比較から使用する経路制御プロトコルは

現時点ではリアクティブ型の AODV 方式が最適である事で選定された。この AODV 方式

のプロトコルで構築したシステムでの室内実験では現状の DSB 無線機で可能な 1,200bps

の伝送速度で 8 ノードによるデータ伝送とデータの到達率についての確認が出来ている。

なお IPMessennger によるメッセージの伝送と Web サーバからのコンテンツの表示も確

認された。 

今年度の検討結果では幾つかの課題はあるが、狭帯域、低速度伝送の無線通信回線にお

けるアドホックネットワークの実現の可能性が見えてきたと考えられる。 

しかし、実用化に向けてはネットワークに係る技術的解決を要する項目が幾つか残って

いることに加え、現実の短波通信はデジタル通信に多大な影響を与える雑音、フェージン

グ、混信など電波伝搬上の問題や、周波数割当の観点から広帯域化が望めないため狭帯域

での高速伝送を可能とする技術の検討が課題として残っている。 

今後の検討会でこれらの諸課題が解決できると期待しているが、海上通信の高度化、近

代化の実現には技術的課題の他に制度や運用面において考慮しなければならない課題が存

在するので本検討会と併せての検討を望むところである。 

終わりに、ご指導頂いた総務省をはじめ、短期間に調査、検討を実施された作業部会及

び検討会の委員の方々並びに事務局の方々にお礼申し上げます。 

周波数有効利用のための海上無線アドホックネットワーク技術の調査検討会  

                         副主査  中村勝英 (水洋会) 
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周波数有効利用のための海上無線アドホックネットワーク技術の調査検討会 

設 置 要 綱 

 

平成１９年１０月１８日 

社団法人電波産業会 

１ 名 称 

  本会は、周波数有効利用のための海上無線アドホックネットワーク技術の調査検討会

（以下「調査検討会」という。）と称する。 

 

２ 目 的 

現在、陸上通信ではモバイルインターネットや無線 LAN 等のシステムが普及しブロー

ドバンド化が急速に進展しているが、海上（船舶）通信では、一部で衛星通信によるイン

ターネットを活用しているものの、ほとんどが短波帯、中短波帯、超短波帯等の電信・電

話・ファクシミリ、印刷電信等の限定的な利用となっている。このように、海上と陸上通

信との通信環境の格差が拡大しており、その格差の解消が大きな課題となっている。 

この通信環境の格差を解消するため、本調査検討においては、一般に普及している海上

無線通信システムを利用しつつ、送信電力を制御することにより周波数を有効に利用でき

る技術及び実現性の高いアドホックネットワーク技術を用いた技術について技術的条件の

検討を行うことを目的とする。 

  

３ 調査検討事項 

（１） コンピュータシミュレーションによるプロトコルの評価・選定 

海上無線アドホックネットワークに適用するルーチングプロトコルについて、リア

クティブ型プロトコル（DSR 及び AODV）、プロアクティブ型プロトコル（OLSR 及

び TBRPF）の各方式（複合方式を含む。）を市販のコンピュータシミュレーションを

用いて評価し、オーバーヘッド、スループット、エンド・トゥ・エンド遅延等から

適なルーチングプロトコルを選定すること。 

（２） 既存の海上通信システムを考慮したプロトコルの検証 

（１）で選定した 適プロトコルに対して、経路制御のデータ量を軽減するととも

に、一般に普及している海上通信システム（27MHz 帯 DSB 機器及び 40MHz 帯 DSB



 
 
 

別紙１ 

別紙１－2 

機器とする。以下同じ。）における海上伝搬特性、無線機器の仕様（電気的特性、伝

送速度等）等を適用した検証ツールを作成し、所要の経路制御特性（船舶密集時の効

率的な経路設定）及び伝送距離、品質等の通信特性が確保されることを検証すること。 

（３） 海上無線アドホックネットワークの室内実証試験の実施 

（１）及び（２）で選定・検証したプロトコルを海上通信システムに実装した上、

海上・陸上間及び海上間における海上無線アドホックネットワークの室内実証試験を

実施して、既存の海上通信システムを用いた海上無線アドホックネットワークが構成

できることを実証すること。 

 

４ 構 成 

(1) 調査検討会は、座長、副座長、委員及びオブザーバで構成し、その構成員は別紙の

とおりとする。 

(2) 調査検討会は、必要に応じて作業部会を置くことができ、その構成員は調査検討会

で定める。 

(3) 作業部会には主査を置き、座長が指名する。 

５ 運 営 

(1) 調査検討会は、座長が招集し主宰し、座長の不在の時は、副座長が代行する。 

(2) 調査検討会の運営に関し、必要な事項は、調査検討会において定める。 

 

６ 設置期間等 

(1) 調査検討会は、社団法人電波産業会に設置する。 

(2) 調査検討会は、設置の日から調査検討会で定める日（平成 20 年 3 月の日を予定す

る。）までの間設置する。 

 

７ 事務局 

  調査検討会の事務局は、社団法人電波産業会が行う。 

 

８ その他 

(1) 調査検討会における調査検討事項に関する成果を公表する場合には、原則として社

団法人電波産業会及び総務省の承認を得るものとする。 
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(2) 調査検討会の報告書に関する全ての著作権は、総務省に帰属する。 
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構 成 員 名 簿 
 

（会社／機関名順不同、敬称略） 
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座  長 吉田  進 京都大学大学院 情報学研究科 教授 

副 座 長 中村 勝英 水洋会 事務局長 

委  員 大井  清 社団法人全国漁業無線協会 専務理事 

委  員 井上  健 神戸大学大学院 海事科学研究科教授 

委  員 太田  能 神戸大学大学院 工学研究科情報知能学専攻 准教授 

委  員 桑野 満博 ㈱神戸デジタル・ラボ 取締役 R&D システム部長 

委  員 北田 高之 ㈱神戸デジタル・ラボ R&D システム部 リーダ 

委  員 高瀬 正廣 古野電気株式会社 舶用機器事業部 開発部 通信機器開発課 主任技師 

委  員 平岡  康 古野電気株式会社 舶用機器事業部 開発部 ソフトウェア開発課 主幹技師 

委  員 岡田 一泰 
NTT未来ねっと研究所 第一推進プロジェクト プロジェクトマネージャ 
兼ワイヤレスシステムイノベーション研究部 電波システム技術研究グループ 
グループリーダ 

オブザーバ 内海 邦夫 水産庁 資源管理部 管理課課長補佐 （漁船管理班担当） 

オブザーバ 濱崎 末盛 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課課長補佐 

オブザーバ 松井  明 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課海上係長 

オブザーバ 町田  昭 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課海上係 

オブザーバ 小澤 亮二 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課海上係 

事 務 局 五十嵐 喜良 社団法人電波産業会開発研究本部 開発センター長 

事 務 局 城戸  賛 社団法人電波産業会航空海上通信グループ担当部長 

事 務 局 有竹 信夫 社団法人電波産業会航空海上通信グループ主任研究員 
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主  査 井上  健 神戸大学大学院 海事科学研究科 教授 

委  員 太田  能 神戸大学大学院 工学研究科情報知能学専攻 准教授 

委  員 桑野 満博 ㈱神戸デジタル・ラボ 取締役 R&D システム部長 

委  員 北田 高之 ㈱神戸デジタル・ラボ R&D システム部 リーダ 

委  員 高瀬 正廣 古野電気株式会社 舶用機器事業部 開発部 通信機器開発課 主任技師 

委  員 平岡  康 古野電気株式会社 舶用機器事業部 開発部 ソフトウェア開発課 主幹技師 
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オブザーバ 町田  昭 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課海上係 

オブザーバ 小澤 亮二 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課海上係 

事 務 局 五十嵐 喜良 社団法人電波産業会開発研究本部 開発センター長 

事 務 局 城戸  賛 社団法人電波産業会航空海上通信グループ担当部長 

事 務 局 有竹 信夫 社団法人電波産業会航空海上通信グループ主任研究員 
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周波数有効利用のための海上無線アドホックネットワーク技術の調査検討会 

年度開催スケジュール（案） 

（平成19年度） 

 
調 査 

検討会 

作業 

部会 
検  討  内  容 備 考 

第１回 

2007/11/1
 

○キックオフ 

○本年度の調査検討の方針 

○作業部会の設置 

○作業分担 

 

１１月 

 
第１回 

2007/11/9 

○作業進捗状況報告  

１２月  
第２回 

2007/12/13 

○作業進捗状況報告  

１月  
弟３回 

2008/2/1 

○作業進捗状況報告 

○屋内実験準備 

 

２月 
第２回 

2008/2/15
 

○中間報告 

○報告書の章立て・担当 

（神戸開催） 

 
第４回 

2008/3/4 

○屋内実験進捗確認 

○最終報告書（案）の取りまとめ 

 

３月 
第３回 

2008/3/12
 

○最終報告書（案）審議  
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付属資料－１ CSMA/CA の詳細 

 

CSMA/CA は他の端末が送信していないかをキャリアの有無で検知（キャリアセンス）

し、通信チャネルが空いていることが確認できると、ある時間待って（ランダムバックオ

フ）送信に移る手順のことである。それによりお互いの衝突の確率を減らす（CA：衝突回

避）処理のことである。 

キャリアセンス 

キャリアセンスとは、他の端末が送信中であることをなんらかの方法で検出することで

ある。キャリアの状態を検出できれば、誰も送信していないときに送信することができ、

信号が衝突する可能性が低くなる。 

音声通信を行う DSB 無線機には、キャリアセンスを行いその情報をモデムに伝える機

能は存在しない。今回の実証実験では、モデムにおいて実際に AX.25 フレームを受信する

動作をもって、キャリアセンスとした。プリアンブルの 0x7E を 5 個連続受信することで、

キャリア BUSY であると検出する。AX.25 フレームの 終バイトの 0x7E を受信すること

で、キャリア IDLE であると検出する。 終バイトを欠損したときの対策のために、BUSY

検出から一定時間経過で自動的に IDLE 状態へと判断する機能もつけた。 

キャリア検出までの時間 

ある端末が PTT を ON にしてから、他の端末がキャリアを検出するまでの時間につい

て説明する。それには、図４．３．２－１の SENDING 状態に入ってからの動作の詳細に

ついて説明する必要がある。SENDING 状態になった直後に、モデムは無線機に PTT 信

号を送り、PTT 信号が無線機から送信される。モデムは PTT 信号を送信してから、しば

らくの間待機する（PTT-ON 待ち時間）。その後、プリアンブルから順に低周波信号に変

換し無線機から送信する。したがって、以下の遅延を合計したものが、キャリア検出まで

の時間となる。 

 

キャリア検出時間＝PTT-ON待ち時間＋プリアンブルの伝送遅延時間＋無線信号の伝搬

遅延時間＋他の端末が 0x7E を 5 個検出するための処理遅延時間 

ランダムバックオフ 

ランダムバックオフとは、送信要求から実際に送信するまでにランダムな待ち時間を入

れる処理である。この待ち時間中にもキャリアセンスが行われる。キャリアセンスだけで
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は複数端末が全くの同時に送信処理に入ると、衝突を回避できない。また上位層のプロト

コルの動作によっては、送信処理に入るタイミングが合いやすくなる。ランダムバックオ

フはそのタイミングをずらすために用いる。 

ランダムな待ち時間の計算には、cw（コンテンションウィンドウ）とスロットタイムと

いうパラメータを用いる。cw は乱数の取りうる値の範囲である。cw=15 であれば乱数は 0

～15 の間の整数の中から選択される。スロットタイムは、バックオフ時間の基本単位であ

り、他の送信範囲圏内の端末がフレームを送信してから、それをキャリアセンスできるま

での十分な時間を設定する必要がある。そうして決定するスロットタイムと乱数値をかけ

た値が、ランダムな待ち時間となる。 

ランダムな待ち時間とは別に固定長の待ち時間も入れる。送信前には必ず待ち時間を入

れてキャリアセンスを行うためである。これを IFS（interframe space）と呼ぶ。ランダ

ム待ち時間＋IFS が、送信要求から実際に送信し始めるまでの待ち時間となる。図４．３．

２－１の例では、乱数値として 2 を選び、IFS＋スロットタイム×2 だけ WAITING 状態

となっている。 
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付属資料－２ 物理トポロジと論理トポロジ 

 

室内実験では、無線機のアンテナ用の端子に同軸ケーブル（有線）をつなぎ、同軸ケー

ブル用のハブや R.L.B（リターンロスブリッジ）によって無線機同士を直接接続する。こ

れにより、電波を外部へもらさずに通信する（実験する）ことが可能となる。 

また、固定減衰器やステップアッテネータ（可変減衰器）を間に挟んだり、無線機の感

度を調整したりすることで、特定の端末間では信号が届きつつ、特定の端末間では信号が

届かない状況を作ることも可能である。図付２－１の実験環境では 40km 先の船には電波

が届くが、80km 先の船には電波が届かないという状況を模している。 

以下では、同軸ケーブル他による物理的な接続形態を「物理トポロジ」と呼び、それに

よって実現される端末の配置と双方向リンクのネットワークを「論理トポロジ」と呼ぶ。 
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図付２－１ 物理トポロジと論理トポロジ 
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付属資料－３ ping の送信間隔（ping を用いた実験の妥当性） 

 

ping を用いた計測では、ping を 100 回以上実行した結果の平均値を採用する。ping は

送信と返信の両方のデータ転送をもって 1 回の計測とするため、1 回目の計測（データの

往来）中に 2 回目の計測用のデータを送信すると信号が衝突する恐れがある。そのため、

ping の送信間隔は、以下の数式に従い、毎回同じ環境下で行われるように十分に間を空け

る必要がある。 

送信間隔 ＞ 遅延合計（＝伝播遅延＋伝送遅延＋処理遅延＋待機時間） 

伝播遅延は電波（信号）の到達までにかかる時間である。同軸ケーブルは数 m なので、

ほぼ 0 秒である。伝送遅延は無線機から同軸ケーブルへ送出する速度が 1200bps であり、

パソコンとモデム間のシリアルケーブル間のボーレートが 38400bps なので、それらとデ

ータサイズから導くことができる。処理遅延はパソコンでのデジタル信号の処理を指し、

他の遅延と比較すると 0 秒とみなせる。待機時間は流量調整13をしていればキューイング

による待ち時間は 0 となる。したがって、ランダムバックオフ時間が主である。 

 

                                                  
13 フロー制御とも言う。ここでは ping の送信間隔を十分に空けることを指す。 
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付属資料－４ 40MHz 帯の実験を行わない理由 

 

下記 2 つの理由により、今回の室内実証実験は、27MHz 帯と 40MHz 帯の無線システ

ムは、伝搬特性、無線機器の仕様について大きな差がないと見なせたので 27MHz 帯 DSB

無線機のみで行った。 

 

1）27MHz 帯と 40MHz 帯の伝搬特性を調べた所、40MHz 帯の電波の方が伝搬損失(※)

が大きく、同じ送信出力であれば、40MHz 帯の方が到達距離が短いことになる。しかし、

40MHz 帯の送信出力は、5W で 27MHz 帯の 1W に対して大きくなっており無線通信シス

テムとしてみた場合の通達距離は、ほぼ等しい。 

 

2）無線機の仕様を見たとき、使用周波数と送信出力以外の変調方式・感度レベル・通過

帯幅等が同じであるため、27MHz 帯と 40MHz 帯の無線機の仕様上も、ほぼ等しい。 

 

※自由空間伝搬損失(dB)=32.44+20logf(MHz)+20logD(km) 

 周波数:f(MHz) 距離:D(km)  

（出展:電波伝搬 基礎図表 渋谷茂一著 コロナ社） 
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付属資料－５ 衛星通信サービスの料金例 
（2008 年 3 月時点） 

１．INMARSAT サービス（全地球エリアを対象とする） 

インマルサット FB の場合 

契約料 10,500 円（税込） 

基本料 5,000 円／月 

 通信料 （定期利用割引-3 年プランの場合） 

     音声電話通話   14 円／６秒 

     スタンダード IP  1.31 円／1kbyte 

     ストリーミング IP（32kbps） 578 円／分 

     ショートメッセージ 51 円／１送信 

 この他に設備購入費用が必要になる。 

２．N-STAR 衛星による WIDESTAR サービス（沿岸約二百海里以内を対象とする） 

通話・パケット通信併用サービスの場合（税込金額） 

 通話サービス   プランＡ 15,750 円／月、通話料 10.5 円／6.5 秒 

          プランＢ  5,145 円／月、通話料 21 円／6.5 秒 

 パケット通信（下り 64kbps、1 パケットは 128byte） 

   プランＡ   525 円／月（2,000 パケット分を含む） 

0.42 円／パケット（2001 パケット以上） 

          プランＢ 21,630 円／月（110,000 パケット分を含む） 

                 0.63 円／パケット（110,001-200,000 パケット） 

                  0.42 円／パケット（200,001 パケット以上） 

設備料 

  端末（ワイドスター・デュオ データユニット）  33,495 円／台 

  船舶ドッキングベース             265.775 円／１端末 

  船舶アンテナ                 368,130 円／１船舶 

３．海上無線アドホックネットワーク（27MHz/40MHz 帯）を利用する場合 

 通信料 データ通信 無料 

 設備料 既存の 27MHz/40MHz 帯通信機用デジタルアダプタ ５万円（推定） 

     端末（パソコンなどの情報端末） ５万円～１０万円（推定） 


