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あらまし 広域災害被災地における臨時通信システ
ムとして，ドローンを用いた無線リレーネットワーク
を考える．ドローンの飛行モデルである反発飛行につ
いて，どの程度離れた位置を目的地とするかを決める
反発率を導入し，反発率を変化させた場合の遅延特性
を評価する．
キーワード ドローン，臨時通信システム，無線リ

レーネットワーク，飛行モデル
1. ま え が き
広域災害被災地では，地上の通信インフラの破壊や

通信需要の増大による通信障害が想定される．それは，
被害状況の把握や救助活動が遅れる一因となる．そこ
で，上空にドローンを用いた臨時通信システムを構築
することを考える [1], [2]．地上で展開する臨時通信シ
ステムに比べて，上空のドローンは無人であり早く柔
軟に展開することができる．
本研究では，広域災害被災地における臨時通信シス
テムとして図 1に示すようなドローンを用いた無線リ
レーネットワークを構築する．このリレーネットワー
クでは，ドローンが上空を移動しながら通信範囲内の
ドローン同士で情報を中継する遅延耐性ネットワーク
（Delay Tolerant Network: DTN）[3]の考え方を用いる．
ドローンの移動時間が情報伝達の遅延時間に大きく影
響するため，ドローンの移動を決定する飛行モデルが
遅延時間を短縮する上で重要となる．そこで，本研究
では，ドローンを用いた臨時通信システムの飛行モデ
ルについて，情報が送信元から宛先に伝達するまでに

図 1 ドローンを用いた無線リレーネットワーク
Fig. 1 Wireless relay network using drones.

かかる遅延時間を短縮することを目指す．
ドローンを用いた臨時通信システムに関する先行
研究 [2] では，ドローンの飛行モデルとして Random
Waypoint（RWP），反発飛行が検討されていた．反発
飛行では，各ドローンは RWP に従って移動するが，
他のドローンがお互いの通信範囲内に入った場合，位
置情報を交換してドローン同士が反発する方向に目的
地を決め直す．しかし，目的地決定方法にはランダム
性があり，その有効性は示されていない．また，目的
地到着後は他のドローンが通信範囲内に入るまでは
RWPに従って移動するが，RWP以外の飛行モデルの
検討の余地がある．
そこで本研究では，反発飛行の目的地決定方法にお

いて反発位置からどの程度離れた位置を目的地とす
るかを決定する反発率を導入し，反発率がランダム
である従来の反発飛行と比較検討する．また，反発飛
行による動作がないときの飛行モデルとして RWPと
Random Direction（RD）を用いた場合について比較検
討する．シミュレーションにより，反発率を変化させ
た場合の遅延特性とドローンの台数に対する反発率の
関係を考察する．

2. ドローンを用いた無線リレーネットワーク
ドローンを用いた無線リレーネットワークの構成を
図 1に示す．このネットワークは，送信元ノード，宛先
ノード，複数のドローンで構成される．複数のドロー
ンが被災地の上空を飛行することでネットワークを構
築する．各ドローンは自身の通信範囲内に他のドロー
ンがいる場合に情報を伝達する．一方，自身の通信範
囲内に他のドローンがいない場合には，情報を保持し
たまま移動する．その後，通信範囲内に他のドローン
が入ると情報を伝達する．
このような DTNにより，継続的なネットワーク接
続が不可能な場合でも広範囲に渡って情報伝達が可能
となる．送信元ノードから宛先ノードまでに情報が伝
達するまでの時間である情報伝達遅延時間は，主にド
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ローンの移動時間による．本研究では，ドローンの台
数が対象とする領域内で継続的なネットワーク接続が
維持できるほど十分でない場合を想定し，伝達する情
報はリアルタイム性の必要ないものを想定する．

3. 飛行モデル
本研究では，全てのドローンが自律的に動作するこ

とを仮定する．これは集中制御ではないことを意味し
ており，飛行中のドローンの故障や新しく飛行可能な
ドローンの整備によるシステム内で機能しているド
ローンの増減に対して有効である．また，RWP [4]と
RD [5]について，簡単のためにドローンの移動速度を
一定とし，目的地到着後は直ちに移動を再開する．な
お，各ドローンは被災地である領域の範囲と自身の位
置が分かるものとする．

RWPは，ドローンが対象領域内のランダムな位置を
目的地として直線的に進む飛行モデルである．目的地
に到着した後は，再び領域内のランダムな位置を目的
地として直線的に進むことを繰り返す．RWP ではド
ローンが密集する時間があり均一に分布しない [5], [6]．
RWP がランダムな位置であるのに対して，RD はド
ローンがランダムな方向の対象領域の境界を目的地と
して直線的に進むことを繰り返す飛行モデルである．
RDは，比較的に遠い目的地となり，RWPと比較して
ドローンはより均一に分布する．

4. 反発率を導入した反発飛行
反発飛行について，図 2 に示す．反発飛行は，ド
ローン同士が通信後，お互いに反発し合う方向に移動
する飛行モデルである．ドローン同士が通信範囲内に
入るとお互いの位置情報を交換した後，直線上の反発
方向の点を新たな目的地として直線的に進む．反発方
向の新たな目的地は，情報交換により得た相手の位置
と自身の位置を結ぶ直線上の点として決定される．
先行研究では，直線上の反発方向のランダムな点を

図 2 反 発 飛 行
Fig. 2 Rebounding flight.

新たな目的地としていた．しかし，反発方向にどの
程度離れた位置を新たな目的地にするかによってド
ローンの移動が変わる．そこで本研究では，反発位置
から対象領域の境界までの距離の割合を表す反発率 s

(0 ≤ s ≤ 1)を導入する．反発率が小さいと目的地が反
発位置に近い位置となり，反発率が大きいと目的地が
反発位置からより離れた位置となる．s が 1のときは
目的地が対象領域の境界上になる．
本研究では，反発飛行において目的地到着後に他の
ドローンが通信範囲内に入るまでにドローンが従う飛
行モデルを基本飛行モデルと呼ぶ．ドローンは反発飛
行による動作がない間は基本飛行モデルに従って移動
する．先行研究では，基本飛行モデルを RWPとして
いた．本研究では，基本飛行モデルと反発率の関係を
調べるために，基本飛行モデルを RDとした場合につ
いても考える．

5. シミュレーション評価
5. 1 シミュレーションモデル
シミュレーション諸元を表 1に示す．反発飛行につ
いて基本飛行モデルを RWPと RDの 2種類とし，反
発率を変化させた場合についてシミュレーションを行
う．本研究では，DTN のルーティングプロトコルと
してエピデミックルーティング [7]を用いる．ただし，
簡単のため各ドローンのバッファ容量は十分にあり，
ホップ数の上限はないものとする．
シミュレーション範囲は 4000 [m]×4000 [m]の正方
形とする．送信元と宛先ノードをそれぞれ領域全体に
渡る一様分布に従いランダムに変化させて設置する．
正方形領域内で，複数のドローンが飛行モデルに従い
上空の水平面上を移動しながら送信元から宛先まで情
報を中継する．ここで，ドローンは一定速度 10 [m/s]
で移動する．また，送信元・宛先とドローン，及びド
ローン間の通信範囲を水平面上で半径を 500 [m]とす
る円内とし，通信範囲内での通信は瞬時に行われる．

5. 2 反発率の影響と最適反発率
各飛行モデルに従った場合の送信元から宛先に情報

表 1 シミュレーション諸元
Table 1 Simulation parameters.

Simulation area 4000 m × 4000 m
Radius of communication range 500 m

of drone
Movement speed of drone 10 m/s
Location of source node Uniform distribution

Location of destination node Uniform distribution
Number of simulations 10000 times

680



レ タ ー

図 3 反発率を変えた場合の反発飛行の平均遅延時間
Fig. 3 Average delay of the rebounding flight as a parameter of a

rebounding rate.

が届くまでの時間である情報伝達遅延時間の平均につ
いて，基本飛行モデルが RWPの場合を図 3 (a)に，RD
の場合を図 3 (b)に示す．両者について，一定のドロー
ンの台数において反発率が変わると遅延時間が変化す
ることが分かる．
図 3 (a)の基本飛行モデルが RWPの場合について，
ドローンの台数が 55 台あたりを境にドローンが多い
場合には反発率が小さいほど遅延時間が小さい．ド
ローンが多い場合は，反発方向へ向かって遠い位置を
目的地とするよりも，近い位置を目的地としたほうが
遅延を短縮できる．一方，ドローンの台数が減少して
いくと，反発率が小さいほど遅延時間が小さくなると
は限らない．以上のような遅延特性は，基本飛行モデ
ルが RD の場合についてもドローンの台数が 35 台あ
たりを境にして同様である．
そこで，各ドローンの台数において平均情報伝達遅
延時間が最小となる反発率である最適反発率を考える．

図 4 ドローンの台数と最適反発率の関係
Fig. 4 The relationship between the number of drones and the

optimal rebounding rate.

図 5 反発飛行の飛行軌跡
Fig. 5 Trajectory of the rebounding flight.

ドローンの台数と最適反発率の関係を図 4に示す．基
本飛行モデルが RWPと RDの場合について，ドロー
ンの台数が減少するにつれて最適反発率が大きくなっ
ている．ドローンの台数が少ないほど，反発方向へ向
かって遠い位置を目的地としたほうが遅延を短縮でき
る．同じドローンの台数において，基本飛行モデルが
RWPと RDの場合で最適反発率に差が生じるのは，3.
で述べた RWPと RDでの分布の特性の違いが原因だ
と考えられる．
ドローンの台数が 30 台の場合の反発飛行の 60 秒
間のドローンの飛行軌跡について，基本飛行モデルが
RWPの場合を図 5 (a)に，RDの場合を図 5 (b)に示す．
両者について，反発率が 0.1のときは各ドローンの移
動距離が短く，中心付近に密集したような分布となる．
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図 6 最適反発率による反発飛行の平均遅延時間
Fig. 6 Average delay of the rebounding flight with optimal

rebounding rates.

一方，反発率が 0.9のときは各ドローンの移動距離が
長く，領域全体に均一に分散したような分布となる．
反発率がランダムなときはそれらの中間の具合の分布
となる．反発方向の目的地までの距離を決定する反発
率が，ドローンの一定時間の移動距離として反映され
ている．ドローンの台数が多い場合は，各ドローンの
移動距離が短い方が遅延を短縮できる．一方，ドロー
ンの台数が少ない場合は，ドローンが領域全体に分布
し移動距離が長い方が遅延を短縮できる．
図 6 に最適反発率を用いた場合，ランダムに目的

地を決める先行研究の場合，及び反発飛行を用いない
場合の特性を示す．反発飛行について，反発率が最適
反発率である場合は，反発率がランダムな場合よりも
常に遅延が小さくなっている．ドローンの台数に応じ
て反発率を変えることで，従来のランダムな反発率に
よる反発飛行よりも低遅延なネットワークを構成でき
ることが分かる．また，その場合に基本飛行モデルが
RDの場合よりも RWPの場合の方が低遅延となる．
図 7にドローンの台数が 20台，30台の場合の遅延
時間の累積分布を示す．どちらの場合でも反発率がラ
ンダムの場合と比べ最適な反発率を用いることで遅延
が大きい情報の伝達遅延を小さく抑えられていること
が分かる．一般に，送信元と宛先ノードの位置が離れ
ているほど遅延は大きくなるため，このような位置関
係において最適な反発率を用いる効果が大きいと言え
る．ドローンの台数が 20台の場合と 30台の場合を比
べると，ドローンの台数が 20 台の場合の方がより遅
延が大きい場合にのみ最適な反発率を用いる効果が表
れている．ドローンの台数が少ない場合は最適な反発
率が大きくなることでドローンが領域全体に分布する

図 7 最適反発率による反発飛行の遅延時間累積分布
Fig. 7 Cumulative distribution of delays of the rebounding flight

with optimal rebounding rates.

ため，送信元と宛先ノードが離れている場合に特に有
効である．

6. む す び
本研究では，広域災害被災地における臨時通信シス
テムであるドローンを用いた無線リレーネットワーク
において，反発飛行に反発率を導入し，基本飛行モデ
ルとして RWPと RDを用いて評価した．シミュレー
ション結果から，反発率を変えることで遅延時間が変
化することが分かった．そして，ドローンの台数が少
なくなると最適反発率が大きくなることが分かった．
これは，ドローンの台数が少ない場合は多い場合より
も反発飛行による目的地を遠い位置にしたほうが低遅
延なネットワークを構築できることを示している．従
来の反発飛行に対して，ドローンの密度に応じた適切
な反発率を設定することでネットワークの低遅延化を
図ることができるため，有効であると考えられる．ま
た，その場合に基本飛行モデルは RDよりも RWPが
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