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Maintenance of old sewer pipes is time-consuming and needs high labor cost since the work in manholes is 

danger due to toxic gases. We have proposed a sewer survey scheme using multiple drifting wireless 
camera/sensor nodes for realizing quick and safe sewer survey. In this project, we examined the effect of 
wireless LAN channel bonding and parallel data transmission using multiple interfaces for improving data 
transmission speed in a narrow underground sewer pipe and developed a cooperative large data transmission 
scheme using multiple camera/sensor nodes for effectively using limited chances of connecting access points.  

  

１．はじめに 

我が国では高度成長期に敷設された下水管の多くが耐

用年数を迎え、それらの全検査と補修が必要であるが、

多くの自治体はその莫大な作業コストから検査の実施に

至っていないのが実情であり、下水管検査の省力化を可

能とするシステムの開発が急務である。究極の理想とし

て、使い捨ての観測器を下水管路上流から流しておけば

全自動で下水管内の映像およびガス濃度等の観測が行わ

れ、観測データが無線通信で地上での作業者に送られる

システム（図 1）が望まれる。筆者は、このようなシス

テムの実現を目指し、その要素技術として、都市下水管の幹線として使用されることの多い直径 200mmの下水管内での

無線 LANでのデータ転送速度および伝送可能距離の向上を試みた。また、下水管内で撮影される大容量映像データを確

実にアクセスポイント（AP）に転送するため、複数観測ノードの協調により転送する映像の撮影区間を分担する方式を

設計・実装し、実験用下水管でその動作を実証した。 

 

２．下水管内無線通信高速化の検討 

筆者らは既に、IEEE802.11a, bおよび ARIB-T108標準に基づく 5GHz, 2.4GHz, および 920MHz帯で動作する市販無線

LAN 装置を用いて、直径 200mm の下水管内での無線伝送特性を実験用下水管での実測ならびに FDTD 法によるシミュレー

ションで確認し、現時点で利用可能な電波による無線 LANにおいては5GHz帯を使用する場合が最も通信可能距離が長く、

8mまで通信可能であること、アンテナが下水管断面中央近くに配置されるほど通信性能が向上することを確かめていた。

しかしながら、これまでの調査は、アンテナおよび通信チャネルが単一である場合のみにとどまっていた。他の機器との

通信競合がない下水管内では、一つの観測ノードが複数の無線通信インタフェースを持ち、異なるチャネルを用いて同時

通信することで転送可能データ量を増加できることが期待される。また、1チャネルあたり 20MHzを使用する IEEE802.11a

の後続の通信規格である IEEE802.11n では、チャネルボンディング（CB）技術を用いて、20MHz チャネルを二つ束ねた

40MHzのチャネルを使った通信が可能であり、データ通信の高速化が可能である。本研究では、これらの複数インタフェ

ースの同時使用と、CBによる観測ノードからの映像送信の高速化を試みた。 

複数のインタフェースを用い、別の通信チャネルを用いても、各インタフェースが用いるアンテナ間距離が非常に短い

場合には、チャネル間干渉が生じる。また、アンテナは、直径 200mmの下水管内を流れて移動する直径 150mm程度の大き

さの観測ノード内に配置されるので、アンテナ間で確保可能な距離は制限される。アンテナ間の距離をなるべく広くしよ

 
図 1．浮流型無線観測ノードを用いた下水管内画像診断システム 
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うとすると、観測ノード筐体の末端部分にアンテナを配置することにな

るが、この結果、観測ノードと APのアンテナ間のフレネルゾーン内に障

害物が入り易くなるため、通信性能が悪化する。また、CBを行った場合

でも、単体のインタフェースから出力可能な送信電力は全体で同じにな

るよう制限されるので、通信距離が長くなった場合の性能は低下する可

能性が高い。これらの影響を実験により調べた。 

シングルボード Linux コンピュータ Raspberry Pi に複数の USB 接続

の IEEE802.11n対応無線 LANインタフェースを取り付け、室内実験によ

り、筐体内にアンテナを配置可能かつ、複数インタフェース間での電波

干渉の影響を最も小さくできるアンテナ間距離を確かめた。また、その

距離に基づいてアンテナを地下設置した実験用下水管内に配置し、通信

可能距離と達成可能なデータ通信速度を実測により確かめた（図 2）。こ

の結果、複数インタフェース使用による通信速度向上効果は得られないこと、CBによる通信速度向上効果はあるものの、

その効果は通信距離が 4m程度までに限られ、6m以上では CBをしない方が通信速度は高くなることがわかった[1]。 

 

３．複数観測ノードによる協調映像データ転送手法の開発 

本研究では、映像データを回収する APは複数のマンホールに配置することを想定しているが、AP配置の作業コストを

鑑みると、その間隔はできるだけ広い方が望ましい。しかしながら、単体の観測ノードで長い AP間の区間の映像を撮影

し、そのデータを転送すると、AP前後 8mの短い通信可能区間で全てのデータを送りきることが難しくなる。そこで、本

研究で開発したデータ転送手法では、複数の観測ノードを下水管に投入し、それぞれが観測した映像をできるだけ観測区

間の重複が少ない状態で APに送るようにした。重複を避けるのは、各観測ノードが送信するデータ量を減らすためであ

る。また、複数の観測ノードが同時に同じ APにデータを送信すると、通信路上での競合が発生し、スループットが低下

してしまうので、これを避けるように、APと観測ノード間で通信タイミングを調整するようにした。 

本手法では、AP は 1 秒間隔で観測ノードから既に回収済の映像に含まれる下水管路の区間の情報、ならびに現在映像

データを送信中の観測ノードの識別子を含んだビーコンパケットをブロードキャストする。観測ノードはこのビーコン

を受信することで APの存在を検知し、このビーコン受信からの経過時間に基づいて、自身の位置を推定する。観測ノー

ドが撮影した映像データは、この推定位置と紐付けされた上で AP、並びにインターネット上のデータ集約サーバに格納

される。観測ノードは現在他の観測ノードがデータを送信中でなければ、自身の撮影済映像データのうち、まだ他の観測

ノードからは送信されていない区間の最も上流の区間のデータから送信し、AP との接続が失われるまでこれを続ける。

この手法に基づく通信プロトコルを設計し、Raspberry Pi上にカメラによる映像撮影部とともに実装した。通常、IP上

で動作する信頼性を要求するデータ転送においては、トランスポート層のプロトコルとして TCP を用いるが、本実装で

は、TCPでの接続開始時のオーバヘッド、再送時の遅延を防ぐため、トランスポート層に UDPを使用し、データ消失時の

再送処理に関しては、再送タイムアウト時間の上限を下水管内の環境に合わせて短く調整した独自の方式を使用した。本

実装に基づくシステムの動作を、室内に設置した実験環境、ならびに地下の実験用下水管で複数の観測ノードを移動させ

て検証した。この結果、本研究で開発した手法によって、複数観測ノードで撮影したデータが、所定のマージン以内の重

複観察区間内で AP、ならびにデータ集約サーバに転送されることが確認できた[2]。 

 

４．おわりに 

下水管検査の省力化のための浮流型無線観測ノードを用いた下水管内画像診断システム実現の実現を目指し、複数無

線インタフェースとチャネルボンディングを用いた下水管内無線データ伝送高速化の検討、複数観測ノードの協調によ

る大容量映像データの送信手法の設計・実装、実証を行った。直径 200mmでの下水管内での一連の無線 LAN伝送実験は筆

者の知る限り世界初の試みである。本研究で得られた知見と技術は、今後、カメラ、照明と無線通信機を組み合わせた統

合型の観測ノードの設計に役立てていく予定である。 
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