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密なモバイルセンサネットワークにおける
センサデータの傍受とダイアグラムを用いた
効率的な境界線検出手法
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概要：移動型センサ端末が密に存在するモバイルセンサネットワークにおいて，アプリケーションが観測
値の地理的な境界線の検出を要求する場合，境界線付近の端末のみからセンサデータを収集することで，
トラヒックを削減しつつ，要求を満足できる．上記を実現するためには，境界線付近の端末を識別する必
要がある．本論文では，境界線付近の端末を識別する際に要するトラヒックを削減するために，モバイル
センサネットワークにおけるセンサデータの傍受を用いた効率的な境界線検出手法を提案する．提案手法
では，各端末が通信の傍受によって得た隣接端末のセンサデータを基にダイアグラムを作成し，そのダイ
アグラムを基に自身が境界線付近に位置するかどうかを判断する．このとき，自身が境界線付近に位置し
ないと判断した端末がセンサデータの送信を中止することで，境界線付近の端末を識別する際に要するト
ラヒックを削減する．さらに本論文では，提案手法の有効性をシミュレーション実験によって検証する．
キーワード：密なモバイルセンサネットワーク，境界線検出，トラヒック削減
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Abstract: In dense mobile wireless sensor networks, when an application requires to detect geographical
boundaries of sensor readings, it is able to satisfy the requirement while reducing traﬃc by gathering sensor
data only from nodes located close to the boundaries. In order to do so, it is necessary to identify nodes
located close to the boundaries. In this paper, in order to reduce traﬃc for detecting these nodes, we propose
an eﬃcient boundary detection method in dense mobile wireless sensor networks, which makes use of overhearing of sensor data. In our proposed method, each node determines whether it exists close to a boundary
or not, using a diagram based on sensor data overheard from its neighboring nodes. When a node determines
that it dose not exist close to the boundary, it stops transmitting its own sensor data. By doing so, traﬃc
for identiﬁcation of nodes located close to the boundaries can be reduced. We conﬁrmed the eﬀectiveness of
our proposed method through simulation experiments.
Keywords: dense mobile wireless sensor networks, boundary detection, traﬃc reduction
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1. はじめに
近年，スマートフォンやウェアラブルデバイスなど，人々
が身につけて持ち歩くデバイスに様々なセンサが搭載され
つつある．これらの移動型センサ端末の普及にともない，

できる．このような観測値に基づいた空間的な領域の分類
をアプリケーションが要求する場合，所定の閾値以上（ま
たは以下）の値を示す範囲の輪郭（境界線）を把握できれ
ば，要求を満足できる．
上記を実現する最も単純な方法として，観測対象となる

位置情報をはじめとした情報をセンサデバイスから定期的

領域内に位置するすべての端末から，センサデータ（観測

に取得し，これを活用するライフログや位置情報サービス

値および位置情報）を収集する方法が考えられる．対象領

などの普及が進んでいる．また，上記のような端末に搭載

域内のすべての端末のセンサデータを用いれば，上記の

されるセンサの多様化が進み，音や温度，湿度などの環境

境界線を推定できるが，端末数が非常に多い環境では，大

情報を取得できる端末が普及しつつあるため，これら多様

量のトラヒックが発生してしまう．しかし，境界線の推定

なセンサデバイスから取得した情報を用いることで，ライ

は，境界線に十分近い（境界線付近の）端末のセンサデー

フログにおいて記録される情報がさらに豊富になるなど，

タのみで実現できるため [4], [11], [12]，境界線から遠い端

様々なサービスが普及していくものと考えられる．このよ

末のセンサデータを収集する必要はない．このようなセン

うな背景のもと，一般ユーザが持つ端末が取得したセンサ

サデータの収集を抑制できれば，境界線の推定を実現しつ

データ（環境情報および位置情報）を提供してもらい，都

つ，トラヒックを削減できる．

市部における環境モニタリングなどのサービスに利活用す

このような特性を利用することにより，低トラヒックで

るユーザ参加型センシングが注目されている [3]．ユーザ参

境界線を推定する研究は，無線通信機能を搭載した小型の

加型センシングでは，センサデータを提供したユーザに，

センサデバイスによって構築される無線センサネットワー

収集したセンサデータから得られる有用な情報を提供する

クを対象としたものが多数行われている [4], [13]．これら

といったインセンティブを与えるなど，センサデータを提

の研究は，環境内に設置されたセンサ端末が隣接端末と観

供しやすい環境を構築することで，多数のユーザからのセ

測値を交換し，自身が境界線付近に位置するかどうかを判

ンサデータの収集を実現している．

断している．具体的には，自身の観測値と分類が異なる観

ユーザ参加型センシングにおけるセンサデータの収集方

測値を取得した端末が，自身の近くに存在することを確認

法としては，携帯電話回線のようなインフラを用いてイン

できれば，その端末との間に境界線が存在することを認識

ターネットに接続しているデータセンタに直接センサデー

できるため，自身が境界線付近に位置すると判断する．特

タをアップロードすることが考えられる．しかし，繁華街

に文献 [4] などでは，ボロノイ図と呼ばれるダイアグラム

のように，一般ユーザが多数存在する場所では，ユーザ参

（詳細は 3 章で述べる）を用いることで，上記を判断して

加型センシングが大量のトラヒックを生成して，有限な通

いる．ここで，境界線付近に位置すると判断した端末群の

信帯域を圧迫してしまう可能性がある．また，
「現在の大

みからセンサデータを収集することで，低トラヒックでの

阪駅周辺の気温分布が欲しい」といった，即時性が求めら

境界線の推定を実現している．本論文では，境界線付近の

れるアプリケーションに対応するために，輻輳などにより

端末を識別し，それらの端末からセンサデータを収集する

インフラに一時的な障害が発生している状況でもセンサ

一連の処理を境界線検出と表現する．

データを収集できることが望ましい．そのため，Wi-Fi や

上述した境界線検出に関する既存研究では，端末の位置

Bluetooth などによる移動型センサ端末間の直接通信によ

が固定されており，各端末が全隣接端末の位置情報をつね

り，インフラを介することなくセンサデータを収集するモ

に把握していることを前提としている．そのため，自身の

バイルセンサネットワークが注目されている [5], [15]．モ

近くに位置する端末が，自身の観測値と分類が異なる観測

バイルセンサネットワークでは，端末は自身が取得したセ

値を取得しているかどうかを確認するだけで，自身が境界

ンサデータを，端末間の無線マルチホップ通信を用いて，

線付近に位置するかどうかを判断できる．一方，本研究で

センサデータを収集する端末であるシンクへ送信する．

想定するモバイルセンサネットワークでは，各端末の位置

ここで，一般ユーザの携帯する端末で構成されるモバイ

は時間とともに変化する．また，参加型センシングにおい

ルセンサネットワークでは，端末数が非常に多くなり，直

ては，先述のアプリケーション例のように，
「現在」や「大阪

接通信可能な端末（隣接端末）がつねに多数存在する．本

駅周辺」といった任意の時空間的条件を指定する要求が与

論文では，これを密なモバイルセンサネットワークと呼

えられるものと考えられる．しかし，一般ユーザの携帯す

ぶ．一方，気温などの環境情報は，観測値が所定の閾値以

る端末は，上記のような要求に関する情報をあらかじめ所

上（または以下）の値を示す地理的な範囲の抽出など，観

持しておらず，その要求がいつ発生するのかすらも把握し

測値に基づいた空間的な領域の分類が重要となる場合が多

ていない．このような環境において，各端末がアプリケー

い．たとえば，気温が所定の閾値以上の値を示す範囲を検

ションの要求に備えて，隣接端末と位置情報を常時共有す

出することで，局所的に気温が高くなっている場所を特定

ることは，不要なトラヒックが大量に発生するため，現実
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的ではない．そのため，各端末は隣接端末を把握しておら

GPS などの測地装置を備えており，任意の時刻に自身の位

ず，自身が境界線付近に位置するかどうかを効率的に判断

置情報を取得できる．各端末は自由に移動するが，後述す

することが困難である．自身が境界線付近に位置するかど

る要求を行うアプリケーションが起動しているシンクの位

うかを判断する単純な方法としては，各端末が，自身のす

置は固定されているものとする．

べての隣接端末のセンサデータを取得する方法が考えられ
るが，隣接端末数が多い環境では，そのためのトラヒック
が著しく増大してしまう．

2.2 アプリケーション要求
観測対象となる領域（観測領域）は 2 次元平面を想定す

ここで，ある端末が，自身が境界線付近に位置するかど

る．アプリケーションは観測値の閾値を設定し，後述する

うかを判断するためには，上記で述べたとおり，自身の観

クエリを発行した時点の観測領域を，閾値未満の観測値を

測値と分類が異なる観測値を取得した端末が，自身の近く

示す範囲と閾値以上の観測値を示す範囲に分類することを

に存在するかどうかを確認することが重要である．つま

要求する．シンクは上記の範囲の地理的な境界を推定する

り，境界線から遠くに位置する端末のセンサデータを取得

ために，センサデータ（観測値とセンシング時の位置情報）

しなくても，分類が異なる観測値を取得した境界線付近の

を収集する．以降では，閾値により地理的に観測領域を分

端末のセンサデータさえ取得できれば，境界線付近に位置

類する線を，観測値の境界線と定義する．また，閾値以上

するかどうかは十分判断できる．
本論文では，隣接端末の位置情報を把握していない移動
型端末が密に存在する環境において，効率的に境界線を
検出する手法である OBD（Overhearing-based Boundary

Detection）を提案する．OBD では，境界線から遠くに位

の観測値と閾値未満の観測値を，互いに ‘異なる’ 観測値で
あると表現する．

3. 前提知識
後述する関連研究を含め，境界線を検出する手法では，

置する端末が自律的にセンサデータの送信を中止すること

端末を母点としたボロノイ図を用いることが多く，提案手

で，境界線付近の端末を識別する際のトラヒックを削減す

法でもこれを用いた境界線検出を行う．また提案手法で

る．これを実現するために，各端末は，自身の隣接端末が

は，境界線検出に要するトラヒックのさらなる削減を目的

送信したセンサデータを傍受し，傍受したセンサデータを

に，ボロノイ図の双対であるドロネーグラフの部分グラフ

基に，自身がセンサデータを送信すべきかどうかを判断す

であるガブリエルグラフも用いる．本章では，これらのダ

る．傍受したセンサデータを基に，境界線付近に位置する

イアグラムについて説明する．

と判断した端末はセンサデータをシンクへ送信し，境界線
から遠くに位置すると判断した端末はセンサデータの送信

3.1 ボロノイ図

を中止する．これらの判断基準には，後述するダイアグラ

ボロノイ図とは，平面上の任意の点を最も近い母点に属

ム（ボロノイ図またはガブリエルグラフ）を用いる．これ

する領域（ボロノイ領域）として分割した図であり（図 1）
，

により，境界線付近に位置すると判断した端末のみがシン

互いのボロノイ領域が隣接する（ボロノイ領域上で隣接す

クへセンサデータを送信するため，境界線付近の端末を識

る）2 つの母点は，他の母点より近傍に存在する．また，ボ

別する際のトラヒックを削減しつつ，境界線を検出できる．

ロノイ領域の境界はボロノイ境界と呼ばれる．このボロノ

以下では，まず 2 章で想定環境について述べ，3 章で本

イ図の特性を利用することで，各端末を母点とするボロノ

研究で用いるダイアグラムについて述べる．4 章で関連研

イ図において，ボロノイ領域上で隣接する端末の観測値が

究について述べ，5 章で提案手法について述べた後，6 章

異なる場合，それらの端末は境界線付近に位置すると判断

でシミュレーション実験の結果を示す．最後に 7 章で本論

できる．

文のまとめと今後の課題について述べる．

2. 想定環境

3.2 ガブリエルグラフ
ガブリエルグラフとは，ボロノイ領域の隣接関係を示す

2.1 端末構成
本研究では，一般ユーザの携帯する無線通信機能を搭載
した移動型センサ端末が，互いに無線マルチホップ通信で
接続している密なモバイルセンサネットワークを想定す
る．各端末は温度などの物理現象を観測可能なデバイスを
搭載しているが，アプリケーションが要求する観測値や観
測領域といったデータ収集に関する情報は持っておらず，
後述するクエリを受信した時点でセンシングを行う．各端

図 1 ボロノイ図

末の無線通信範囲は等しく，半径 r の円とする．各端末は

Fig. 1 Voronoi diagram.
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末を節点とする木構造ネットワーク（転送木）を構築し，
等値線をまたぐ枝を持つ端末のみからセンサデータを収集
することで，等値線検出のためのトラヒックを抑えている．
これらの研究は，端末が密に配置されている環境で等値線
を検出するために発生するトラヒックを削減する目的が本
研究と類似する．
図 2

ガブリエルグラフ

Fig. 2 Gabriel graph.

さらに，観測値に含まれる誤差により，観測領域を明確に
分類できない環境下において，境界線または，閾値以上の観
測値を示す範囲自体を検出する研究も存在する [2], [7], [16]．

ドロネーグラフの部分グラフであり，平面上に分布する点

文献 [2] で提案されている手法では，各端末が自身から k

群に対して，任意の 2 点を結ぶ線分を直径とする円内に他

ホップの範囲内にいる端末からセンサデータを収集し，そ

の点が存在しないように点どうしを結んだグラフである

れらのセンサデータを用いて境界線の位置を推定する．推

（図 2）
．各端末を頂点とするガブリエルグラフでは，ボロ

定した境界線が自身の近くにある場合，その端末は境界線

ノイ領域上で隣接する端末のうち，互いの距離が短いもの

付近に位置すると判断する．文献 [7] で提案されている手

が優先的に隣接するため [10]，ガブリエルグラフ上で隣接

法では，閾値以上の観測値を示す範囲を検出するために，各

する端末数がボロノイ領域上で隣接する端末数以下にな

端末が自身の隣接端末の観測値を収集し，その平均値を算

る．ガブリエルグラフ上で隣接する端末の観測値が異なる

出する．算出した平均値が閾値以上を示す端末は，閾値以

場合も，境界線付近に位置すると判断できるが，これらの

上の観測値を示す範囲内に位置すると判断する．文献 [16]

端末は，ボロノイ領域上で観測値が異なる端末と隣接する

で提案されている手法では，各端末がボロノイ領域上で隣

端末のうち，境界線により近くに位置する端末のみに限定

接する端末の観測値を用いて，自身の観測値を修正する．

される．

これらの研究は，観測領域の分類を要求するアプリケー

4. 関連研究

ションを対象としている点が本研究と類似しているが，観
測領域内のすべての端末からセンサデータを収集する点が

文献 [4], [6] では，観測値を離散化した環境において，固

本研究と異なる．また，観測値の誤差を考慮している点に

定センサネットワークを形成する端末を母点としたボロノ

おいても本研究と異なる．5.6.1 項において，観測値に含

イ図を用いて観測値の境界線を検出する手法を提案してい

まれる誤差により，観測領域を明確に分類できない環境下

る．文献 [4] で提案されている手法では，観測値が互いに異

において，提案手法がどのように動作するかについて議論

なる母点間のボロノイ境界を観測値の境界線として推定し

する．

ている．また文献 [6] では，境界線の時間的な変化にも対

上記の研究では，境界線や等値線などの検出をするため

応できる手法を提案している．これらの研究は，ボロノイ

の専用の固定端末を配置している環境を想定している．こ

図を用いて境界線付近の端末を識別している点で本研究と

れらの既存研究とは異なり，本研究では一般ユーザの所持

類似している．また，文献 [11] では，観測領域を 4 分木を

する携帯端末を想定しているため，各端末はアプリケー

用いて分割および階層化し，境界線付近のセンサデータの

ションの要求を把握しておらず，かつ自由に移動する．著

みを細かい粒度で収集する手法を提案している．分割され

者らが知る限り，この課題に取り組んでいる既存研究は存

た各領域をクラスタとして，各クラスタヘッドを頂点とす

在しない．

る集約木を用いて，境界線付近以外のセンサデータを集約
しながら収集する．これにより，境界線付近のセンサデー
タのみを細かい粒度で取得できる．この研究は，境界線付

5. 提案手法：OBD
本章では，まず提案手法の概要について述べる．次に，

近のセンサデータを多く収集するという点で本研究と類似

提案手法の設計方針を述べ，その後，提案手法の詳細な手

している．

順について説明する．

一方，端末が密に配置されている環境において，観測値
の等値線を検出するアプリケーションを想定した研究も存

5.1 動作概要

在する [9], [12]．文献 [9] で提案されている手法では，等値

2 章で述べたように，本研究で想定する環境では，各端

線の値に近い観測値を所持する端末が，自身の隣接端末か

末はアプリケーションの要求を把握していない．これらの

ら収集した観測値に基づいて計算される観測値の傾きをシ

端末を用いて境界線を検出するためには，観測領域内にい

ンクへ返信する．これらの端末のみからセンサデータを収

る全端末にその要求を通知しなければならない．そのた

集することで，等値線検出のためのトラヒックを抑えてい

め，まず OBD では，アプリケーションの要求をクエリと

る．文献 [12] で提案されている手法では，等値線付近で端

して，5.3 節で述べる方法で観測領域全体に伝播させる．
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クエリ伝播において，端末はクエリに自身の観測値を載
せて転送する．これにより，各端末は通信範囲内において
クエリを転送した端末の観測値を把握できる．異なる観測
値を含むクエリを受信した端末は，自身の通信範囲内に境
界線が存在することを認識できる．それらの端末から順
に，5.4 節で述べる方法に従って，境界線付近の端末を識
別する．
境界線付近の端末が送信したセンサデータは，5.5 節で
述べる方法で収集する．

5.2 設計方針
前節で述べたように，クエリを転送した端末と観測値が
異なる端末は，自身の通信範囲内に境界線が存在すること

図 3

隣接端末とセンサデータを交換する端末数を削減するための
単純な条件

を認識できる．これらの端末が自身の隣接端末へセンサ

Fig. 3 Naive conditions for reducing the number of sensor

データを送信すれば，そのセンサデータを受信した端末の

nodes which exchange sensor data with their neigh-

うち，受信したセンサデータに含まれる観測値と異なる観

boring nodes.

測値を持つ端末も，自身の通信範囲内に境界線が存在する
ことを認識できる．この処理を繰り返すことにより，自身

でかつ観測値が同じ端末からセンサデータを受信すること

の通信範囲内に境界線が存在する全端末が自身の隣接端末

で，センサデータを送信しなくなる可能性がある．

へセンサデータを送信する．この結果，自身の通信範囲内

上記のような問題点を解決するため，OBD では，各端末

に境界線が存在する各端末は，1 章および 4 章で述べた，

がセンサデータを傍受するたびに，3 章で述べたダイアグ

端末の位置が固定されている環境を想定した既存研究と同

ラムを作成し，自身が境界線付近に位置するかどうかを判

様に，自身のセンサデータおよび受信したセンサデータを

断することで，境界線付近に位置すると判断した端末のみ

用いることで，自身が境界線付近に位置するかどうかを判

がセンサデータを送信するように制御する．具体的には，

断できる．しかし，端末が密に存在する環境では，境界線

各端末が，傍受したセンサデータを用いて，自身の通信範

付近に位置していないにもかかわらず，自身の通信範囲内

囲内におけるボロノイ図またはガブリエルグラフを作成し，

に境界線が存在する端末が多数存在するため，無駄なトラ

前者を用いる OBD-V（OBD using Voronoi diagram）では

ヒックが発生してしまう．このような無駄なトラヒックを

ボロノイ領域，後者を用いる OBD-G（OBD using Gabriel

削減する方法として，隣接端末とセンサデータを交換する

graph）ではガブリエルグラフ上で，観測値が異なる端末

端末数の削減が有効であるものと考えられる．これを実現

と隣接する場合にのみセンサデータを送信する．また，セ

する単純な方法として，センサデータを隣接端末へ送信す

ンサデータの送信は，ダイアグラム上で隣接し，かつ観測

るための条件を，クエリまたはセンサデータの送信元の端

値が異なる端末との距離が小さいほど短く設定されるタイ

末との距離に基づいて設定することが考えられる．この条

マに基づいて行う．これにより，境界線付近に位置する端

件について，図 3 を用いて簡潔に説明する．図 3 におい

末がセンサデータを送信しつつ，境界線から遠くに位置す

て，互いに色が異なる端末は観測値が異なることを示す．

る端末のセンサデータの送信を抑制できる．

条件 1（‘異なる’ 観測値を考慮）
： まず，図 3 (a) のように，
観測値が異なる隣接端末との距離が閾値以下の端末のみセ

5.3 クエリ伝播

ンサデータを送信することが考えられる．この閾値を小さ

端末およびシンクは，文献 [14] で提案された手法を基に

く設定することで，図中の端末 3 のように，境界線から遠

した位置依存フラッディングプロトコルに従い，必要最小

い端末のセンサデータの送信を抑制できる．しかし，境界

限のトラヒックで観測領域全体にクエリを転送する．クエ

線に十分近い端末が，観測値が異なる端末との距離が閾値

リには，アプリケーションの要求に関する情報として，観

よりも大きいために，センサデータを送信しなくなる可能

測領域，観測値の種類，観測値の閾値を含む．また，クエ

性がある．

リを転送した端末の情報として，転送端末の識別子，位置，

条件 2（‘同じ’ 観測値を考慮）
：また，図 3 (b) における端

取得した観測値を含み，後述する境界線付近の端末の識別

末 5 のように，観測値が同じ隣接端末との距離が閾値以下

処理の終了条件として，データ収集開始時刻を含む．さら

の端末がセンサデータを送信しないことも考えられる．こ

に，後述するデータ収集時に用いる情報として，シンクか

の閾値を大きく設定することで，トラヒックを削減できる．

らのホップ数と，シンクからのホップ数の最大値を含む．

しかし，境界線に十分近い端末が，互いの距離が閾値以下
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Algorithm 1 OBD における境界線付近の端末の識別

図 4 クエリの転送を中止する端末の例

Fig. 4 An example of stopping forwarding the query.

リを生成し，自身の通信範囲内に転送する．クエリを受信
した各端末は，自身が観測領域内に位置している場合，観
測値および自身の位置情報を取得する．クエリを受信した
各端末は，まずクエリ転送のための待ち時間 W q を，次式
に従って設定する．

Wq =



l
q
1−
· Wmax
.
r

(1)

q
ここで，l はクエリの転送元端末との距離，Wmax
は待ち

時間 W q の最大値を示す．
式 (1) より，待ち時間 W q は，受信したクエリの転送元
端末から遠いほど短く設定される．待ち時間内に他の端末
が転送したクエリを傍受し，他のクエリ転送元端末の通信
範囲によって，クエリが指定する観測領域と自身の通信範
囲が重なる領域の全体が被覆された場合，クエリの転送を
中止する．待ち時間内に該当領域が被覆されなかった端末
は，クエリ内の転送端末に関する情報を自身のものに更新
し，クエリを転送する．図 4 は，クエリの転送を中止する
端末の例を示している．この図では，端末 4 の通信範囲全

1: tgather ← data gathering starting time speciﬁed
in the received query
//データ収集開始時刻
2: DN (n) ← ∅
//ダイアグラム上で隣接し，観測値が異なる端末群
3: CDN (n) ← null //DN (n) の中で最も n に近い端末
4: CDNprev (n) ← null
//センサデータ傍受前の CDN (n)
5: T ← ∞ //タイマ
6: if Received query is Qdif then
7:
Create D(n).
8:
DN (n) ← the agent which transmitted Qdif
9:
CDN (n) ← the agent which transmitted Qdif
10:
Set T .
11: end if
12: while tgather does not come do
13:
if Timer T expired then
14:
Send its sensor data to its parent on the forwarding
tree.
15:
break
16:
end if
17:
if Overheard sensor data then
18:
CDNprev (n) ← CDN (n)
19:
Create D(n).
20:
DN (n) ← Neighboring agents with diﬀerent
sensor reading in D(n)
21:
if DN (n) = ∅ then
22:
CDN (n) ← Closest node in DN (n)
23:
if CDN (n) = CDNprev (n) then
24:
Set T .
25:
end if
26:
else
27:
CDN (n) ← null
28:
T ← ∞ //タイマ解除
29:
end if
30:
end if
31: end while

体が観測領域内に存在する．端末 4 がクエリを転送する前
に，端末 {1, 2, 3} がクエリを転送した場合，端末 4 の通信
範囲全体が端末 {1, 2, 3} の通信範囲によって被覆されて

OBD では，本章で想定する環境において必要となるクエ

いる．よって，端末 4 はクエリの転送を中止する．また，

リ伝播を利用し，自身の通信範囲内に境界線が存在する端

クエリをすでに受信している端末は，受信したクエリを破

末のみで境界線付近の端末の識別処理を行う．これによ

棄し，クエリの転送は行わない．これにより，必要最小限

り，境界線から遠い領域でのセンサデータの交換が不要と

の転送回数で観測領域全体にクエリを伝播させることがで

なり，トラヒックの増大を抑制できる．

きる．
各端末は，自身にクエリを転送した端末の識別子を記録
し，この情報を用いてシンクを根，クエリを転送した各端
末を節点とする転送木を構築する．ここで各端末は，自身

5.4 境界線付近の端末の識別
以降では，ダイアグラム上で観測値が異なる端末と隣接
する端末を，境界線に接する端末と表現する．

にクエリを転送した端末を，転送木上の親端末として認識

境界線付近の端末の識別処理における端末 n の動作を

する．データ収集時には，この転送木を用いてシンクまで

Algorithm 1 に示す．観測値が異なるクエリ Qdif または

センサデータを転送する．

センサデータを受信した端末 n は，以下の手順に従って動

さらに，各端末は，受信したクエリ内に含まれる観測値

作する．

と自身の観測値を比較する．これらの観測値が異なる場

( 1 ) クエリまたはセンサデータに含まれる位置情報，およ

合，自身の通信範囲内に境界線が存在する，すなわち自身

びクエリ受信時に取得した自身の位置情報を基にダイ

が境界線付近に位置する可能性があると判断し，次節で述

アグラム D(n) を作成する（7，19 行目）．

べる境界線付近の端末の識別処理を開始する．このように

c 2015 Information Processing Society of Japan


( 2 ) ダイアグラム上で隣接し，かつ観測値の異なる端末

1112

Vol.56 No.3 1107–1120 (Mar. 2015)

情報処理学会論文誌

図 5 クエリ転送の例

Fig. 5 An example of forwarding the query.

DN (n) が存在し，さらに DN (n) の中で最も自身に近
い端末 CDN (n) が，手順 ( 1 ) を実行する前の CDN (n)
（CDNprev (n)）と異なる場合（23 行目）
，次式により，
自身のセンサデータを送信するまでのタイマ T を設定
する（24 行目）．

T =

d
· Tmax .
r

(2)

上式の d は CDN (n) との距離，Tmax はタイマ T の最
大値である．式 (2) より，タイマ T は，CDN (n) との
距離が小さいほど短く設定される．なお，Qdif を受信
した場合も，同様にタイマ T を設定する（10 行目）．

( 3 ) タイマが切れるまでに CDN (n) に変更がなかった場

図 6

OBD-V における境界線付近の端末の識別の例

Fig. 6 An example of identiﬁcation of nodes located close to
boundaries in OBD-V.

送木上の親である端末 7 へセンサデータを送信する．この

合，クエリ受信時に取得した自身のセンサデータを，

センサデータを傍受した端末 {2, . . . , 7} は，端末 1 の存在

5.3 節で構築した転送木上の親端末へ送信し，境界線

および観測値を認識し，この時点で傍受している端末 {1,

付近の端末の識別処理を終了する（14，15 行目）．

7} のセンサデータを基に，端末 {1, 7} と自身を母点とする

( 4 ) DN (n) が存在しない場合，センサデータの送信は行

ボロノイ図を作成する．たとえば端末 3 は，図 6 (b) に示す

わない．また，新たに傍受したセンサデータによって

ボロノイ図を作成し，自身と観測値が異なる端末 1 と隣接

DN (n) が存在しなくなった場合，センサデータの送

するため，端末 1 との距離に応じたタイマを設定する．端

信を中止する（28 行目）．

末 {4, . . . , 7} も端末 1 との距離に応じたタイマを設定する

( 5 ) シンクが設定したデータ収集開始時刻 tgather までに
新たにセンサデータを傍受した場合は，手順 ( 1 ) に戻
る（17 行目）．
上記の手順 ( 1 ) において作成するダイアグラム D(n) は，

が，最も端末 1 に近い端末 3 が，端末 7 へセンサデータを
送信する．端末 3 のセンサデータを傍受した端末のうち，
センサデータを送信していない端末 {2, 4, . . . , 7} は，自身
と端末 {1, 3, 7} を母点とするボロノイ図を作成する．たと

OBD-V ではボロノイ図，OBD-G ではガブリエルグラフ

えば端末 2 は，図 6 (c) に示すボロノイ図を作成する．こ

となる．以下では，それぞれの詳細について述べる．

こで，端末 2 はボロノイ領域上で自身と隣接し，かつ観測

5.4.1 OBD-V
OBD-V における各端末の動作として，図 5 のように，

値の異なる端末 DN (2) = {3, 7} の中で，自身に最も近い
端末 CDN (2) が端末 7 から端末 3 に変わるため，端末 3 と

端末 7 が送信したクエリを，端末 {1, . . . , 6} が受信した場

の距離に応じたタイマを再設定する．この手順が繰り返さ

合を想定した例を図 6 に示す．図 6 において，色が薄い

れることで，さらに端末 {2, 4, 6} が端末 7 へセンサデータ

端末はセンサデータを送信していない端末を示す．また，

を送信する．これらの端末のセンサデータを傍受した端末

これらの端末は互いに直接通信可能であり，互いが送信し

5 は，図 6 (d) に示すボロノイ図を作成する．図から分かる

たセンサデータを傍受可能であるものとする．

とおり，端末 5 がボロノイ領域上で隣接する端末は {4, 6}

端末 {1, . . . , 6} は，まず端末 7 を転送木上の親として記

であり，観測値が異なる端末が存在しない（DN (5) = ∅）

録し，自身と端末 7 を母点としたボロノイ図を作成する．

ため，端末 5 はセンサデータの送信を中止する．

たとえば図 6 (a) は，端末 1 が作成したボロノイ図である．

5.4.2 OBD-G

図から分かるとおり，端末 1 はボロノイ領域上で端末 7 と

OBD-G における各端末の動作として，前項と同様，図 5

隣接し，互いの観測値が異なるため，端末 7 との距離に応

の端末 7 が送信したクエリを，端末 {1, . . . , 6} が受信した

じたタイマを設定する．端末 2 も同様に，端末 7 との距離

場合を想定した例を図 7 に示す．図では，端末 1，3，6，

に応じたタイマを設定する．ここで，端末 2 より端末 1 の

2 の順にセンサデータの送信が完了している．

ほうが端末 7 に近いため，端末 1 のタイマが先に切れ，転
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図 7 OBD-G における境界線付近の端末の識別の例

Fig. 7 An example of identiﬁcation of nodes located close to
boundaries in OBD-G.

は，この時点で傍受している端末 {1, 2, 3, 6, 7} のセンサ

図 8 観測値に誤差が含まれている環境の例

データを基に，それぞれ図 7 (a)，図 7 (b) に示すガブリエ

Fig. 8 An example of the environment where sensor readings

ルグラフを作成する．図から分かるとおり，端末 {4, 5} は，

have errors.

観測値が異なる端末 {1, 2} とガブリエルグラフ上で隣接し
ない（DN (4) = ∅，DN (5) = ∅）ため，センサデータの送
信は行わない．ここで，OBD-V においてセンサデータを
送信する端末 4 が，OBD-G では送信しない．このように

OBD-G では，センサデータを送信する端末数が，OBD-V
を用いた場合より少なくなり，境界線付近の端末の識別時
のトラヒックをさらに削減できる．

5.5 データ収集
データ収集開始時刻になった時点で，5.3 節で述べた転
送木の節点に該当する端末は，収集用の待ち時間を設定し，
待ち時間経過後に，それまでに受信したセンサデータを，

1 つのメッセージに添付して，転送木上の親端末へ送信す
る．メッセージを受信した親端末は，メッセージを送信し

図 9

図 8 の環境における OBD-V の境界線付近の端末の識別

Fig. 9 Identiﬁcation of nodes located close to boundaries in
OBD-V in the environment of Fig. 8.

た子端末へ ACK を送信する．ACK を受信しなかった子端
末は，親端末の ACK が受信できるまで一定回数メッセー

5.6 考察

ジを再送する．自身がメッセージを送信した後に，自身の

5.6.1 観測値の誤差による影響

子端末からメッセージを受信した場合は，そのメッセージ

4 章で述べたとおり，OBD は観測値の誤差を考慮してい

をそのまま自身の親端末へ送信する．ここで，収集用の待

ない．しかし，OBD は，観測値に含まれる誤差により，観

ち時間 W g は，次式に従って設定する．

測領域が明確に分類できない環境下においても，トラヒッ

W = {(hmax − h) + rand } ·
g

g
Wmax
.

(3)

は，上記のような環境における OBD の挙動について議論

ここで，h はシンクからのホップ数を示し，hmax はシンク
からのホップ数の最大値を示す．また，rand はパケット衝
g
突を回避するために与える乱数であり，Wmax
g

クを削減しつつ，境界線付近の端末を識別できる．本項で

は待ち時間

W の最大値を示す．

式 (3) より，待ち時間 W g は，シンクからのホップ数が

する．
観測値の誤差を想定する場合，図 8 に示すように，互
いに異なる観測値が境界線付近で混在してしまい（混在領
域），観測領域が明確に分類できない場合がある．このよ
うな環境に OBD-V を適用した場合，図 9 に示すように，

多いほど短く設定される．この待ち時間に従ってメッセー

混在領域内またはその付近に位置する端末のみが，自身が

ジを送信することで，シンクから遠い端末から順にメッ

境界線付近に位置すると判断して，センサデータを送信す

セージが送信され，最終的に，観測領域内で送信された全

る．シンクは，4 章で紹介した既存研究を適用することで，

センサデータが，シンクに収集される．

これらのセンサデータから境界線を推定できると考えられ
る．つまり，OBD は，観測値に含まれる誤差により，観測
領域が明確に分類できない環境下においても，境界線から
遠くに位置する端末のセンサデータの送信を抑制しつつ，
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境界線付近の端末を識別できると考えられる．

5.6.2 境界線付近の端末の識別処理に要する計算量
本項では，OBD の境界線付近の端末の識別処理（Algo-

rithm 1）に要する計算量について議論する．
Algorithm 1 が要する計算量は，この処理によってセン
サデータを送信する端末，すなわち境界線付近の端末数に
依存する．これは，各端末がセンサデータを傍受するたび
にダイアグラムを作成するためである（17，19 行目）．ま
た，処理中にセンサデータを送信した端末は，すでに自身
が境界線付近に位置すると判断しているため，以降この
処理を行うことはない．そのため，各端末にかかる計算負

図 10 評価に用いた観測値分布および境界線

Fig. 10 The geographical distribution of sensor readings and
the real boundary used in the simulation.

荷は，Algorithm 1 を 1 度実行するために要する計算量の
みである．上述のとおり，この処理の計算量は境界線付近
の端末数に依存するため，端末が過密に存在する，また
は検出対象の境界線が長いなどの原因により境界線付近
の端末が多い場合，Algorithm 1 の実行時間は長くなるも
のと考えられる．一方，端末の移動速度が変化した場合，

図 11 シンクによる境界線の推定

Algorithm 1 の識別処理実行中にも端末の位置が変化する．

Fig. 11 The boundary estimated by the sink.

しかし OBD ではクエリ受信時に取得した位置情報のみを
表 1

用いて Algorithm 1 を実行するため，計算量は端末の移動
速度にかかわらず一定となる．
手順

6. 性能評価

クエリ伝播

本章では，提案手法の性能評価のために行ったシミュ

境界線付近の
端末の識別

レーション実験の結果を示す．本実験では，ネットワーク
データ収集

シミュレータ Scenargie 1.6 *1 を用いた．

6.1 シミュレーション環境

メッセージサイズ

Table 1 Message size.
サイズ [B]

メッセージ名
クエリ

78

データパケット

14 + 24

返信パケット

16 + 24 ·（センサデータ数）

ACK

14

に示す円弧となる．本章では，この円弧を境界線の正解と

1,000 [m] × 1,000 [m] の 2 次元平面上に，N （1,000 ≤

し，実際の境界線と呼ぶ．

N ≤ 5,000）台の移動型センサ端末および 1 台のシンク

シンクは，文献 [4] と同様の方法によって境界線を推定

が存在するものとした．シンクは，領域左端および下端

する．具体的には，収集したセンサデータに含まれる位置

から (50 [m], 50 [m]) の座標に配置した．各端末はランダ

情報を母点とするボロノイ図を作成し，観測値が互いに異

ムウェイポイントモデル [1] に従い，[0.5, 1.0] [m/s] の速

なる母点のボロノイ境界を境界線として推定する（図 11）
．

度で等速移動し，目標位置で 60 [s] 停止する．端末間の通
信には IEEE 802.11g を使用し，伝送速度は 6 [Mbps] とし
た．また，後述する送信電力でパケットを送信した場合，

6.2 評価指標
提案手法のように境界線を検出する手法では，境界線付

r = 100 [m] 程度となるものとした．データ収集開始時刻

近の端末数によって，発生するトラヒックが変化するもの

tgather は，クエリ発行時刻から 1 [s] 後とした．式 (1)，(2)，

と考えられる．そこで本実験では，上記の環境において，

(3) を用いてタイマや待ち時間を算出する際の定数
g
Tmax ，Wmax

q
Wmax
，

および hmax は，それぞれ 100 [ms]，200 [ms]，

端末数 N を変化させ，以下の 4 つの評価値を調べた．

• 送信トラヒック：シンクおよびすべての端末が送信し

100 [ms]，20 に設定した．また，式 (3) において，パケッ

たパケットのアプリケーション層でのサイズの合計．

ト衝突を回避するための乱数 rand は，[0, 0.5] の範囲内で

各メッセージサイズを表 1 に示す．なお，5.4 節の動

ランダムに決定するものとした．

作による影響を検証するため，境界線付近の端末の識

図 10 (a) に，本実験で用いた観測値分布を示す．シンク

別時における送信トラヒック（各端末がクエリを送信

は観測値の閾値を 0.5 として境界線を要求する．このとき，

してから転送木上の親端末へセンサデータを送信する

全体の観測値分布が把握できたときの境界線は，図 10 (b)

までに発生した送信トラヒック）も個別に計測した．

*1

Scenargie 1.6 Base Simulator revision 11773, Space-Time Engineering, https://www.spacetime-eng.com/
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末が受信したパケットのアプリケーション層でのサイ
ズの合計．OBD では，センサデータの傍受を用いて，

ンサデータが送信されていない．
センサデータを送信した各端末は，データ収集開始時刻

境界線付近の端末を識別する．そこで，センサデータ

までに受信したすべてのセンサデータおよび自身のセンサ

の傍受による通信負荷を調べるために，境界線付近の

データを基にボロノイ図を作成し，観測値が異なる端末と

端末の識別時における受信トラヒックを計測した．

ボロノイ領域上で隣接する場合，転送木上の親端末へ自身

• 消費電力：シンクおよびすべての端末がパケットを送

のセンサデータを送信する．これにより，境界線付近に位

信または受信するときに消費する電力の合計の，端

置する端末のセンサデータのみを収集できる．以降では，

末あたりの平均値．端末が D [B] のパケットを送信ま

この手法を比較 (r1 , r2 ) と表記する．

たは受信するとき，E [joule (J)] の電力を消費する．

E [J] は以下の式より算出される．
E [J] = V [volt (V)] × A [ampere (A)] × S [s]. (4)
D [B] × 8 [bit]
where S [s] =
. (5)
R [bps]
各端末は，3.3 [V] の電圧で，送信時に 0.4 [A]，受信時
に 0.18 [A] の電流を消費するものとする*2 ．また，消
費電力の端末間のばらつきを調べるために，消費電力
の分散も個別に計測した．

• 平均誤差：実際の境界線と，シンクが推定した境界線
によって囲まれる領域を，実際の境界線の長さで割っ
た値．この値は，シンクが推定した境界線と実際の境
界線との差異が大きいほど大きくなる．また，この誤
差の最大値を調べるために，シンクが推定した境界線
上の任意の点から，その点に最も近い実際の境界線上
の点までの距離の最大値を最大誤差として個別に計測
した．

6.3 比較手法
OBD では，5.4 節で述べたとおり，傍受したセンサデー
タを基に作成したダイアグラムを用いて境界線付近の端
末を識別する．実験では，この動作による効果を検証する
ために，境界線付近の端末の識別処理として，5.2 節で述
べた端末間の距離のみを用いて，隣接端末とセンサデータ
を交換する端末数を削減する手法を比較対象とし，その性
能を OBD と比較した．この手法では，クエリ伝播および
データ収集は OBD と同じ手順で行う．境界線付近の端末
の識別処理としては，各端末が自身を中心とした異なる半
径 r1 ，r2 を持つ 2 つの円内において送信されたセンサデー
タに基づいて，自身のセンサデータを送信するか否かを判
定する．具体的には，観測値が異なるクエリまたはセンサ
データを受信した端末は，その送信元端末に近いほど短く
設定されるタイマを設け，タイマが切れた時点で以下の条
件を満たす場合，すべての隣接端末へセンサデータを送信
する．

( 1 ) 自身を中心とした半径 r1 の円内で，観測値が異なる
センサデータが送信されている．

( 2 ) 自身を中心とした半径 r2 の円内で，観測値が同じセ
*2

http://www.summitdata.com/Documents/
SDC-CF10G Product Brief.pdf
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パラメータ (r1 , r2 ) の設定として，後述する 2 つの設定を
用いた．まず最も単純な方法として，境界線が自身の通信
範囲内に存在する全端末が，自身の隣接端末とセンサデー
タを交換する方法となる (r1 , r2 ) = (100, 0) を用いた．こ
の手法では，該当する端末が隣接端末のセンサデータを取
得した後，OBD-V と同様にボロノイ図を作成し，自身が
境界線に接すると判断した場合にのみセンサデータを送信
する．そのため，パケット衝突がなければ，比較 (100, 0)
によりシンクに収集されるセンサデータは，OBD-V を用
いた場合とほぼ同じになる．また，端末数 N を 2,000 台
とした準備実験を行い，ネットワーク全体のトラヒックが

OBD より小さくなり，かつその中で最も平均誤差が小さ
くなる設定として，(r1 , r2 ) = (60, 30) を用いた．

6.4 送信トラヒック
結果を図 12 および図 13 に示す．グラフの横軸は端末
数 N を表し，縦軸はそれぞれ，図 12 は境界線付近の端末
の識別時の送信トラヒック，図 13 は送信トラヒックの合
計を表す．
図 12 より，各手法ともに，端末数の増加にともない，境
界線付近の端末の識別時の送信トラヒックが増加すること
が分かる．これは，端末数の増加とともに，境界線の近く
に存在する端末数も増加するためである．また OBD にお
ける送信トラヒックが，比較 (100, 0) に比べて大幅に小さ
くなることが分かる．これは，比較 (100, 0) では，6.3 節
で述べた条件 ( 2 ) を満たす全端末がセンサデータを送信す
るのに対し，OBD では境界線に接する端末のみがセンサ
データを送信するためである．また，OBD-G における送
信トラヒックが OBD-V より小さくなることが分かる．こ
れは 5.4.2 項で述べたとおり，ガブリエルグラフを用いた
ほうが，センサデータを送信する端末数を削減できるため
である．また，図 13 から分かるとおり，ネットワーク全
体の送信トラヒックも，比較 (100, 0) と比べて OBD が小
さくなる．一方，比較 (60, 30) は，準備実験に基づくパラ
メータ設定により，全体の送信トラヒックが OBD より小
さくなる．
図 12 における送信トラヒックの差異を詳細に検証する
ため，端末数が 2,000 台のときに，各手法により，境界線
付近の端末の識別時にセンサデータを送信した端末（送信
端末）の 2 次元平面上における分布を調査した．結果を
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図 12 送信トラヒック（端末の識別）

図 15 受信トラヒック（端末の識別）

Fig. 12 Transmission traﬃc (node identiﬁcation).

Fig. 15 Reception traﬃc (node identiﬁcation).

較 (100, 0) を用いた場合，非常に多くの端末がセンサデー
タを送信していることが分かる．また，図 14 (d) より，比
較 (60, 30) によりセンサデータを送信した端末数は，OBD
より少なくなることが分かる．しかし，OBD と異なり，多
くの境界線付近の端末もセンサデータを送信していないこ
とが分かる．

6.5 境界線付近の端末の識別時の受信トラヒック
図 13 送信トラヒック（合計）

Fig. 13 Transmission traﬃc (total).

結果を図 15 に示す．グラフの横軸は端末数 N を表し，
縦軸は，境界線付近の端末の識別時の受信トラヒックの合
計を示す．
この結果より，受信トラヒックが送信トラヒックより大
幅に大きくなることが分かる．これは，今回のシミュレー
ション環境では，各端末の隣接端末数が非常に多いためで
ある．たとえば，端末数が 2,000 台のときに，各端末の平
均隣接端末数は 63 台になる．また，境界線付近の端末の
識別時の受信トラヒックの増加傾向は，図 12 の結果と同
じ傾向であることが分かる．この結果から，比較 (100, 0)
と比較して，OBD は境界線付近の端末の識別時の受信ト
ラヒックも削減できることが分かる．

6.6 消費電力
結果を図 16 および図 17 に示す．グラフの横軸は端末
数 N を表し，縦軸はそれぞれ，図 16 は端末ごとの消費電
力の平均，図 17 は端末ごとの消費電力の分散を表す．
図 16 より，各手法ともに，端末数の増加にともない，消
費電力が増加することが分かる．これは，送信トラヒック
が増加する理由と同じである．図 17 より，各手法ともに，
図 14 センサデータを送信した端末の分布

Fig. 14 The distribution of nodes which have transmitted their
sensor data.

端末数の増加にともない，分散も増加することが分かる．
さらに，OBD における分散が，比較 (100, 0) より小さく
なることが分かる．比較 (100, 0) では，6.3 節で述べた条

図 14 に示す．図では，各手法における送信端末数も示し

件 ( 2 ) を満たす全端末がセンサデータを送信するため，境

ている．図 14 (a) および図 14 (b) より，OBD によりセン

界線付近に位置する端末が，他の端末に比べて，非常に多

サデータを送信した端末は，境界線付近に位置する端末の

くのセンサデータを受信する．一方，OBD では，境界線

みであることが分かる．また OBD-G は，OBD-V より送

付近に位置する端末のみがセンサデータを送信するため，

信端末数が少ないことが分かる．一方，図 14 (c) より，比

OBD における分散が，比較 (100, 0) より小さくなる．ま
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図 16 端末ごとの消費電力の平均

図 18 平均誤差

Fig. 16 Average energy consumption.

Fig. 18 Average error.

図 17 端末ごとの消費電力の分散

図 19 最大誤差

Fig. 17 Variance of energy consumption.

Fig. 19 Maximum error.

た，比較 (60, 30) における分散が，OBD より小さくなる

一方，OBD における平均誤差は比較 (100, 0) と同等また

ことが分かる．この結果から，比較 (r1 , r2 ) が，パラメー

はそれ以下の値を示しており，トラヒックを削減しつつ，

タ (r1 , r2 ) の設定により，消費電力の分散を抑制できるこ

平均誤差が小さい境界線を推定可能であることが分かる．

とが分かる．

ここで，OBD-G における平均誤差が，OBD-V と比較して
若干大きくなっている．これは，OBD-G では，OBD-V よ

6.7 平均誤差および最大誤差
結果を図 18 および図 19 に示す．グラフの横軸は端末

りセンサデータを送信する端末数が少なく，結果としてシ
ンクが境界線を推定する際に使用するセンサデータ数が，

数 N を表し，縦軸はそれぞれ，図 18 は平均誤差，図 19

OBD-V より少なくなるためである．また端末数の増加に

は最大誤差を表す．

ともない，OBD-V と比較 (100, 0) の平均誤差の差が大き

図 18 より，各手法ともに，端末数の増加にともない平

くなることが分かる．6.3 節で述べたように，比較 (100, 0)

均誤差が小さくなることが分かる．これは，端末数が増加

によりシンクに収集されるセンサデータは，パケット衝突

すると境界線を推定する際に使用するセンサデータ数が増

がなければ，OBD-V を用いた場合とほぼ同じになる．し

えるためである．また，比較手法では，トラヒックが小さ

かし，比較 (100, 0) では，条件 ( 2 ) を満たす全端末がセン

くなる比較 (60, 30) における平均誤差が，比較 (100, 0) よ

サデータを送信するため，端末数の増加にともない，セン

り大きくなっており，(r1 , r2 ) の設定によってトラヒック

サデータ送信時にパケット衝突が発生しやすくなる．その

と平均誤差の間にトレードオフが発生することが分かる．

ため，比較 (100, 0) における一部の端末が OBD-V と同じ

5.2 節で述べたとおり，比較手法は (r1 , r2 ) の設定によって

ボロノイ図を作成できず，実際は境界線に接していない端

トラヒックを削減できるが，r1 を小さく設定しすぎると，

末がセンサデータを送信してしまう．これらの端末が送信

観測値が異なるクエリの転送元端末との距離が r1 以上に

したセンサデータが境界線の推定に使用されると，誤差が

なる可能性が高くなり，境界線付近の端末の識別処理が開

大きくなる領域が現れる．

始されない．また r2 を大きく設定しすぎると，境界線に

また，図 19 より，OBD-G における最大誤差は，比較

十分近い端末までセンサデータを送信しない．この結果か

(100, 0) よりもつねに大きくなることが分かる．これは，

ら比較手法では，トラヒックを抑えながら平均誤差が小さ

6.1 節で述べたシンクにおける境界線の推定方法によるも

い境界線を推定できる (r1 , r2 ) の設定が困難であることが

のである．本実験では，文献 [4] と同様に，ボロノイ境界

分かる．

を用いて境界線を推定しているが，OBD-G を用いた場合，
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母点となる端末の一部がセンサデータを送信せず，誤差が
大きくなる領域が現れる．このような誤差の増大を抑制す

[8]

るためには，シンクにおいて，特定のダイアグラムに依存
しない境界線の推定方法を用いる必要があるものと考えら
れる．

[9]

7. まとめ
本論文では，端末が密に存在するモバイルセンサネット

[10]

ワークにおいて，各端末がセンサデータの傍受を用いて効
率的に観測値の境界線を検出する手法である OBD を提案
した．OBD では，傍受したセンサデータを基に各端末が

[11]

ボロノイ図またはガブリエルグラフを作成し，自身が境界
線に接しているかどうかを判断する．また，センサデータ

[12]

を送信するまでのタイマを設定することにより，境界線に
接している端末のみがセンサデータを送信するため，境界
線検出時のトラヒックを削減できる．シミュレーション実

[13]

験により，OBD は境界線検出時のトラヒックを削減しな
がら，高い精度で境界線を推定できることを確認した．
本論文では，シンクがクエリを発行した時点における境

[14]

界線の検出を想定しているため，文献 [6], [8], [17] で想定
しているような境界線の変化は考慮していない．しかし，

[15]

ユーザが境界線の定期的なモニタリングを要求する場合，
モニタリング中に境界線が変化するものと考えられる．そ
こで今後は，時間経過にともない変化する境界線を効率的
にモニタリングする方法について検討する予定である．

[16]
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推薦文
本論文では，移動型センサ端末が密に存在するモバイル
センサネットワークにおいて，観測値の地理的な境界線を
求める問題に対して，十分な精度を保ちつつ通信量を削減
するアルゴリズムを提案している．提案手法は，従来手法
とは異なり，移動する端末が密に存在する場合を想定した
アルゴリズムを提案している点で新規性が高く，十分な評
価により有用性が確認されている．以上の理由より，本論
文は推薦に値する．
（マルチメディアと分散処理研究会主査 勝本道哲）
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