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同期センサデータ取得を実現するためのセンサデータベースの実現手法
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小型コンピュータに各種センサデバイスを接続したセンサノードを利用し、これらを無線ネットワークで相互に接続
した無線センサネットワークの実現への要求が高まっている。無線ネットワークには長時間運用が要求されており、
今までの研究等において、狭帯域な通信デバイスの採用や、センサデータを配送中に処理し、配送メッセージ数を削
除ことで消費電力を抑制する手法が採用されてきている。しかし、センサデータの精度向上や画像などの大容量デー
タの配送への要求が高まっており、無線センサネットワーク内のセンサノードのみで配送することはセンサデータの
通信遅延や紛失を引き起こすだけでなく、センサノードの消費電力量が増大してしまう問題がある。また、センサ
データを利用するクライアントがセンサネットワークに対して問い合わせる場合、従来はセンサネットワーク内の対
象を明示的に指定することが想定されてきた。したがって、クライアントがセンサネットワーク内の検索対象が明確
でない場合の問合せを行なう場合は、あらかじめ対象を決めるための問合せを行なってセンサデータを入手して検討
した後にもう一度クエリを送信するか、すべてのセンサデータを入手してクライアント上で必要なデータを抽出しな
ければならない。本研究では、以上の 2 つの問題を解決する手法を検討する。まず、無線センサネットワーク内にセ
ンサノードに加えてクライアントとなる複数のモバイルノードが存在する通信モデルを定義し、モバイルノードがセ
ンサデータの配送を行なうことによってセンサノードの消費電力を削減し、長期運用を実現する手法を提案する。そ
して、その通信モデルにおいてでクライアントが検索対象を明示的に指定できない場合のアプリケーション例をあげ
つつ、モバイルノード群がセンサネットワーク内のセンサデータの中から自律的に対象を決定し、その対象のセンサ
データを同期センサデータとして収集する手法を検討する。
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There is rising demand that achieving wireless sensor networks which is constructed by sensor nodes that smallsized computers connect sensor devices. Some application require that synchronized datas sensed from sensor
nodes in wireless sensor network. In contrast, it is difficult that sensor nodes synchronize each other in wireless
network before getting sensor data from sensor devices in sensor nodes. In this paper, we definition synchronized
sensing data and propose a novel collection technique that unsatisfied sensed data from client requirement is
dropped on a forwarding sensor node.
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1

データのメッセージ数を削減する手法が提案されている

背景と目的

[4]。

近年、集積回路などのハードウエア製造技術の高度化
にともない、より小型で高性能なコンピュータが利用可
能になっている。このような小型コンピュータに、気温、
湿度、加速度などの数値を取得するセンサデバイスやカ
メラやマイクなどのマルチメディアデータを取得するセ
ンサデバイスを接続したセンサノードが作られるように
なってきた。さらに、このようなセンサノードに無線通
信デバイスを搭載した、無線センサノードの研究開発が
さかんに行なわれている。
無線センサネットワークは数百から数千個の無線セン
サノードを観測対象に対して高密度に設置してネット
ワークを構築する。無線センサネットワークは渋滞検出
や流動量調査などの交通システム分野、環境モニタリン
グや気象観測などの環境保全分野、ホームネットワーク
などの分野での利用が期待されている。
無線センサネットワークにおいてさまざまな問題が検
討されているが、本論文では以下に注目する。

1) センサの消費電力を抑制する手法
2) センサデータ収集のためのクエリ発行およびデータ
収集手法

1) は、センサネットワークの長期運用を実現するため
に必要となっている。無線センサノードはバッテリで動
作するため、あらかじめ電力供給などのインフラを必要
としない利点があるがバッテリの消費可能な電力量は限
られている。そのため、無線センサノードの消費電力量
を抑制することが求められる。
消費電力量を抑制するために、消費電力量の少ないハー
ドウエアを実現したり、通信プロトコルなどのソフトウエ
アで実現する研究が行なわれている。ハードウエアであ
る無線通信デバイスに注目したとき、IEEE802.11[1] な
どの無線 LAN で利用されているプロトコルは、広帯域を
実現するためのさまざまな手法が利用されているため消
費電力量が多い欠点がある。そこで、無線センサネット
ワークでは、無線通信は狭帯域であるが電力消費量が少
なく、長期運用が可能なデバイスが利用される。たとえ
ば、無線 LAN で利用される IEEE802.11g は 54Mbps を
実現することができるが、無線センサノードでの利用が
期待されている IEEE802.15.4(ZigBee)[2] では 250kbps
と、無線 LAN プロトコルと比較して狭帯域である。
センサデータの配送に注目したとき、無線センサネッ
トワークではすべてのセンサノードが互いに直接通信
を行なうことができないため、センサデータの配送にマ
ルチホップ配送が利用される。無線マルチホップ配送の
利用は、1 台の無線センサノードが自身の取得したセン
サデータ以外の複数のセンサデータを配送しなければな
らないため、マルチホップ配送の実現にはそれぞれの無
線センサノードがより多くの電力を消費しなければなら
ない問題がある。この問題に対し、従来の研究ではセン
サデータをマルチホップで配送しているときに、無線セ
ンサノード上でデータの取捨選択や集計処理を行なうこ
とにより無線センサネットワーク内を配送されるセンサ

しかしながら、今後センサデバイスが取得するセンサ
データの分解能向上や音声や画像、動画などのマルチメ
ディアデータといった大容量データの配送が必要となっ
たとき、無線センサノードによるマルチホップ配送では、
長期運用のために狭帯域な無線通信デバイスを採用して
いる無線センサノードがこれらのセンサデータを配送し
たとき、配送遅延やバッファあふれによるデータ紛失な
どの問題が発生すると考えられる。また、センサノード
による大容量データのマルチホップ配送はセンサデータ
の電力消費量を大きくする問題がある。

2) は、センサネットワークに対してセンサデータを取
得するクライアントの要求を配送する手法およびその結
果をクライアントに返信するための手法である。
現在提案されているセンサデータ取得手法では、クラ
イアントとなるコンピュータがクエリを送信する場合、
クライアントが取得しようとする対象が明らかな場合を
想定している。例えば、天気観測システムでは特定の地
名 (東京、大阪など) や天候の状態 (晴れ、雨など) といっ
たようにクライアントは対象が明確に判断できる属性を
条件に検索を行なう。
それに対して、クライアントが取得しようとする対象
が明らかでない場合がある。ここで、市街にカメラをも
つセンサノードが高密度に配置されたセンサネットワー
クを想定し、道路交通システムにおいて道路渋滞予測な
どでの利用が期待されている移動体の移動予測のアプリ
ケーションを想定する。
従来の手法を利用したとき、クライアントがセンサネッ
トワーク内にのある移動体についてその移動履歴を入手
するためには、あらかじめ移動体の特徴を入手しておき、
それをもとに検索するか、検索時にすべてのセンサデー
タを入手してクライアント上で抽出処理を行なわなけれ
ばならない。また、すべてのセンサデータをクライアン
トに集約する場合、センサデータがクライアントに近づ
くにつれて多くなり、クライアントに近い経路上で輻そ
うが発生する問題がある。
そこで本論文では、センサデータを利用するクライア
ントがセンサネットワーク内に存在することを想定した
環境において、1) を満たす手法を提案する。その上で、
クライアントがセンサネットワーク内の観測対象物を明
示的にクエリに含めることができないような場合を考え、
自律的にセンサネットワーク内でクエリを満たすセンサ
データ (同期センサデータ) を決定し、クライアントへク
エリ応答を返答する手法について検討する。

2
2.1

センサネットワーク
システムモデル

従来の研究で対象となっているセンサネットワークの
モデルは、センサネットワーク内のセンサノードから取
得したセンサデータを利用するクライアントはセンサ
ネットワークに参加しないモデルである (図 1)。このモ
デルは、山林やジャングル、核汚染地帯などの人が立ち
入ることができない危険地帯での利用が想定されている。
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クライアントはクエリの発行を遠隔地から行なうこと
ができる。クライアントから発行されたクエリは Sink と
よばれるサーバを経由する。Sink はクライアントからの
クエリをセンサネットワークに配送したり、センサネッ
トワークからのセンサデータを集約するサーバである。

Network
(Internet
etc, ...)

モバイルノードは無線センサネットワーク内を自律的
に移動し、無線センサノードからセンサデータを取得、利
用する。モバイルノードは人が持ち運んだり、自動車や
自律移動型ロボットなどに搭載されるコンピュータであ
り、無線センサノードよりも高性能であり、IEEE802.11
などの広帯域な通信を行なえる無線通信デバイス、再充
電可能なバッテリを搭載している。

Sink
S4

S3

S2
S1

Task Manager
Node
Sensor Node

Client

図1

無線センサノードはセンサデバイスと狭帯域な無線通
信デバイスを持つ。ここで、無線センサノードは自身が
設定した周期でセンサデバイスからセンサデータを取得
し、マイクロコンピュータのメモリ上に一定期間保存す
るものとする。

Sensor Network

クライアント非参加モデル

無線センサノードから Sink にセンサデータを配送する
とき、互いの無線信号が到達しない場合がある。このよ
うな、無線センサノードと Sink が直接に通信が行なえな
い場合、無線センサノートと Sink の間で互いに直接通信
可能な、複数の無線センサノードを経由してセンサデー
タを Sink に配送する無線マルチホップ配送が利用され
る。例えば図 1 の場合、センサノード S1 が取得したセン
サデータは S2 ,S3 ,S4 を経由して Sink まで配送される。
この形態の無線センサネットワークをクライアント非
参加モデルとよぶこととする。
それに対し、本研究ではセンサネットワーク内にクラ
イアントが存在し、自律的に移動しているモデルを考え
る (図 2)。
Mobile
Node

無線センサノードはモバイルノードからセンサデータ
の要求を受信したときのみ、センサデータをモバイルノー
ドに配送する。このとき、無線センサノードはマルチホッ
プ配送を行なわない。したがって、モバイルノードがセ
ンサデータを取得するとき、直接通信可能な無線センサ
ノードからのみセンサデータを取得することが可能であ
る。モバイルノード間の通信はマルチホップ配送が実現
可能であり、モバイルノードがセンサネットワーク内の
遠隔地からセンサデータを取得したいとき、その地点に
存在する別のモバイルノードからセンサデータを経由し
てセンサデータを取得することができる。たとえば、図
2 において、M1 が取得したいセンサデータが M6 の周辺
から取得できるとき、M6 から M5 ,M4 ,M3 ,M2 ,M1 の順
にモバイルノードを経由してセンサデータを収集する。
無線センサノードが利用する電波とは異なる周波数帯
を利用することができ、無線センサノード間の通信とモ
バイルノード間の通信が衝突してしまうことを回避で
きる。
ここで、この通信モデルをクライアント参加モデルと
呼ぶこととする。

2.2

センサデータベース

M3
M4

M5

M2
M1

M6
S3
S4

Client
S1
S2

Sensor Node
Sensor Network

図 2 クライアント参加モデル

無線センサネットワークは、センシングを行なう無線
センサノードと無線センサネットワーク内で無線セン
サノードからセンサデータを取得したり利用するモバイ
ルノードから構成される。このような無線センサネット
ワークは、市街における交通システムや天候測定、ホー
ムネットワークなど、クライアントがセンサネットワー
ク内に存在し、センサネットワーク内のセンサノードか
らセンサデータを取得して利用することが想定される。

センサネットワーク内の各センサノードが、センサデ
バイスから取得するセンサデータを情報源としてとらえ
たとき、センサネットワーク全体を大きなひとつのデー
タベースとして扱う研究が行なわれている。このような
データベースはセンサデータベースと呼ばれる。センサ
データベースにアクセスする手法として、センサネット
ワークの構成 (たとえば、センサノードの位置、センサ
ノード上のセンサデバイスの種類、センサデータのデー
タ形式など) をセンサデータを取得するクライアント上の
アプリケーションから隠蔽し、その代わりに統一されたア
クセス方法を提供する手法が提案されている [3],[5]。ま
た、MICA で利用される TinyOS 上で動作する TinyDB
では、センサネットワークに対する問合せを SQL のよう
な文法で表記することが可能である。また、実環境に依
存した情報検索手法として、検索対象とするセンサノー
ドの存在する範囲や計測時間などの属性が定義されて
いる。
ここで、センサネットワーク内のセンサノードからセ
ンサデータを取得するための手法が必要である。センサ
ノードは高い密度で設置される点や、センサの故障や移
動などによりネットワークトポロジが動的に変化してし
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まうため、各センサノードに固有の ID を設定し、クライ
アントがその ID を指定して通信を行なうような通信手
法を実現するのは難しい。センサノードの固有 ID を利
用して通信を行なうには、センサノードの論理的な ID と
物理的な位置情報を結び付けるにはディレクトリサービ
スを実現し、常に各センサノードの位置情報と ID を対
応付けるための更新作業を行なわなければならない。こ
れにより、センサノードの故障や移動などによるネット
ワークトポロジの変化が大きいセンサネットワークでは
帯域がディレクトリサービスのためのパケットによって
占有されてしまったり、メッセージの配送のためにセン
サノードの電力消費量が大きくなってしまう問題が発生
する。以上のことから、センサネットワークではセンサ
データ取得時にセンサノードを一意に識別することなく、
クライアントのクエリ送信およびセンサノードからのセ
ンサデータ取得を行なうことができる手法が要求される。

い場合がある。明確な場合の例として、特定の人物の発
見システム (たとえば、迷子の発見のためのセンサネット
ワーク) などがあげられる。このようなシステムでは、セ
ンサネットワークに対するクエリに検索対象となる対象
物の識別情報を含めることが可能である。
それに対して、明確でない場合の例として、交通システ
ムにおける自動車移動測定システムが考えられる。この
ようなシステムでは、特定の自動車の移動を観測するの
ではなく、道路上の多くの自動車の一部がどのように移
動するか測定する場合が考えられる。このような観測で
は、クライアントがあらかじめ与えられるのは観測対象
範囲と時間程度であり、ネットワーク内の対象物を特定
しうるの識別情報をクエリに含めることができない。識
別情報が含まれないクエリがセンサネットワークに対し
て発行された場合、センサネットワーク内のそれぞれの
モバイルノードが取得したセンサデータを用いて類似性
の高いセンサデータを抽出することで対象物の移動など
を検出する手法が必要となる。

この要求に対して、クライアントのクエリをフラッディ
ングを利用して配送し、同時にセンサノードからクライ
アントまでのセンサデータの配送経路を構築することで、
そこで、本論文ではクライアントにおいて検索対象が
センサノードの識別しに依存せずにセンサデータを取得
明確でない適用例を想定し、クライアントが発行したク
が実現できる手法が提案されている [3, 4, 5]。
エリからセンサネットワーク内のモバイルノード上で検
フラッディングは無線通信の物理メディアがブロード 索対象を決定し、それに基づく新しいクエリをモバイル
キャストメディアである点を利用したデータ配信手法で ノードに配送することでセンサデータを取得する手法を
ある。あるノードがブロードキャストを開始したクエリ 検討する。モバイルノードは自身が近隣のセンサノード
は、そのノードの近隣のすべてのノードに配送すること から取得したセンサデータと、マルチホップ配送で配送
ができる。クエリを受信したノードは、過去に同一のク 中のセンサデータを比較し、取捨選択を行なったり、集
エリを受信していなければ、同一のクエリを自身の近隣 計処理を行なったりすることができる。このようにする
にブロードキャストする。このようにすることによって、 ことで、クエリを送信したクライアントに配送されるセ
センサネットワーク内のすべてのノードにメッセージを ンサデータ数を削減でき、クライアントに近い通信路に
配送することが可能となる。
おける輻そうの発生を抑制することが期待できる。
クエリがネットワーク内を配送されるとき、各無線セ
ンサノードから同時にクライアントまでの通信路を構
築する。この通信路はクエリの送信元をルートとするツ
リーを構築することができる。このツリーの葉を利用す
ることによって、センサデータをクライアントまでマル
チホップで配送することが可能となる。
ここで、センサノードの電力消費量削減のため、セン
サデータを途中の中継ノード上において処理する手法が
提案されている [4]。論文 [4] では、クライアントが発行
するクエリが平均値や総和などの集計値を求めるアプリ
ケーションを想定し、途中の中継ノード上において集計
処理を行ない、集計結果のみをツリーの上流ノードに配
送する手法である。この手法を利用することによって、
クライアントに配送されるセンサデータ数が抑制できる
ことと、クライアントが入手するセンサデータは集計処
理が行なわれているセンサデータであるので、クライア
ント上ですべてのセンサデータを計算しなくてよい利点
もある。

3
3.1

提案手法
同期センサデータ

センサネットワークからセンサデータを取得しようと
するクライアントは、センサネットワーク内から取得し
ようとする観測対象があらかじめ明確な場合とそうでな

3.2

同期センサデータ取得手法

クライアント参加モデル (図 2) の無線センサネット
ワークにおいて、モバイルノードがセンサデータを取得
するには、クエリを作成し、センサネットワーク内に配
送する。
本論文では、同期センサデータをクライアント参加モ
デルの無線センサネットワークから取得する手法につい
て検討する。センサネットワーク内のモバイルノードが
クライアントとなり、クエリを作成する。ここでは、図
3 に示すような、センサネットワーク内のある時刻 t に
ある領域 D から移動した移動体 (O1 ,O2 ,O3 ) の移動履歴
(O1 → O10 ,O2 → O20 ,O3 → O30 ) を検索するシステムを
対象とした手法の検討を行なう。
無線センサネットワーク内の無線センサノードは任意
の間隔でセンサデータを取得している。そのため、移動
体 O1 ,O2 ,O3 に関するセンサデータを収集している可能
性がある。ただし、無線センサノードは移動体を識別す
る情報は持っていないため、それぞれの移動体を一意に
識別することはできない。
センサノードが取得するセンサデータにはセンサデー
タの取得時間を付加することができる。また、モバイル
ノードは GPS などにより最新の位置情報が入手可能で
あり、センサノードから取得したセンサデータに付加
することも可能である。M1 はセンサデータ取得を行な
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行なう。

4-2-1) 近隣のセンサノードから時刻 t 近辺のセ
ンサデータを取得する (図 5)。取得したセン
サデータには、モバイルノードの位置情報を
付加しておく。

O2'
O1'

4-2-2) センサノードがすでに該当のセンサデー

M1
(Client)
O2

O1
domain:D
time: t

タを破棄していたときや、センサノードが壊
れていたときなどでセンサデータが存在しな
いとき、クライアントに対してセンサデータ
が存在しないことをセンサネットワーク内の
モバイルノードに対してフラッディングで伝
達する (図 6)。

O3'

O3

Sensor Network

図 3 アプリケーション例

4-2-3) センサノードからセンサデータを入手で
きたとき、モバイルノードはセンサデータあ
るいはセンサデータから抽出した特徴を含む
メッセージをモバイルノード内にフラッディ
ングで伝達する (図 6)。

うためにクエリを作成する。クエリには検索開始時の時
刻 t と対象領域 D をクエリに含める。ただし、M1 は
O1 ,O2 ,O3 の存在をあらかじめ認識していないため、移
動体に関する情報は含めない。

Sensor Data

以下に、同期センサデータ取得の手順の概要を示す。

Sensed Object Sensor

1) センサデータの検索を行なおうとするクライアント
のモバイルノードは、時刻 t と対象となる領域 D、検
索処理のタイムアウト時間 t0 を含んだクエリを作成
する。

O2'
O1'

2) クライアントはクエリのフラッディングを開始する。

M1
(Client)

O2

3) フラッディングによってクエリを受信したモバイル
ノードは、クエリの処理を開始する。これとともに、
初回にフラッディングされてきたクエリを受信した
とき、その送信元のモバイルノードを親とするツリー
を作成する (図 4)。

O1
domain:D
time: t

O3'

O3

Sensor Network

図5

近隣からセンサデータを取得

Query Message
Transmission Route
Probed Message
O2'
O1'
O2

M1
(Client)

O2'
O1'

O1
domain:D
time: t

O3

O2

O3'

M1
(Client)

O1

Sensor Network

domain:D
time: t

図 4 クエリの配送とスパニングツリーの作成

Md

図6

4) クエリを開始したモバイルノードは以下の処理を行

O3

O3'
Sensor Network

Md よるメッセージのフラッディング

なう。

4-1) 自身が領域 D 内に存在しない場合、直接通信可

5) 4-2-2) のメッセージを受信したモバイルノードはセ
ンサノードから取得したセンサデータを破棄する。
また、4-2-2) のメッセージを受信したクライアント
は検索に失敗したとして、処理を終了する。

能な近隣のセンサノードからセンサデータを取
得し、待機する (図 5)。取得したセンサデータに
は、モバイルノードの位置情報を付加しておく。

4-2) 自身が領域 D 内に存在するとき、以下の処理を

6) 4-2-3) のメッセージを受信したモバイルノードは、自
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身がセンサノードから取得したセンサデータと比較

を行ない、その結果、同一の移動体であると認められ
たとき、クライアントに対してセンサデータを転送
する。転送はマルチホップ配送で行なわれる。クラ
イアントは同期センサデータを入手することができ
る (図 7)。
Flow of Sensor Data
Node of Having
Synchronized Sensor Data

ノード上でセンサデータの処理が行なえず、すべて
のセンサデータがクライアントに配送される場合が
考えられる。この点をふくめて、キャッシュ利用の
有効な点について検討する。

3) SQL 言語などの宣言的言語での定義
論文 [3] で示されるように、クライアントのクエリが
宣言的言語で示すことができれば、クライアントの
プログラム構築が容易になる。そこで、本提案のよ
うな同期センサデータ取得のための変数の定義を検
討していく。

O2'

5

O1'

M1
(Client)

O2
O1
domain:D
time: t

O3'

O3

Sensor Network

図 7 センサデータの配送

7) もし、t0 を経過して上記の手続きが継続しなかった
場合、各モバイルノードは取得したセンサデータを
破棄し、処理を終了する。

4

検討
提案手法に対して、以下を今後検討する。

1) センサデータの配送経路
本提案では、モバイルノードがクエリを送受信した
際に構築されるデータ配送経路は木構造である。こ
のとき、近い位置にあるセンサノードが異なるモバ
イルノードとのリンクを構成した場合、それぞれの
センサデータがそれぞれのモバイルノード上で集計
処理などの処理が行なわれる。このとき、モバイル
ノードによって片方は破棄され、もう片方は計算に
利用されるといったように、処理に差が出てくるよ
うな場合が考えられる。そのような処理方法が問題
になるか検討し、木構造以外のネットワークのモデ
ルについても検討する。

2) モバイルノードにおけるキャッシュの利用
クライアント参加モデル (図 2) の無線センサネット
ワークではセンサノードは固定されているが、モバイ
ルノードはネットワーク内を自律的に移動している。
そのため、図 4 のように、移動体 O1 ,O2 ,O3 の場合の
ように、M1 は O1 ,O2 の移動履歴は取得できている
が O3 の移動履歴はまったく取得されないというよ
うに、取得できるデータ数が場合によって異なって
くる。モバイルノードの数が多く、密な場合はこの
ような状態は発生しにくいが、疎な場合は発生しや
すくなるように、モバイルノードの密度に依存する。
そこで、モバイルノードがセンサノードから一定間
隔でセンサデータを取得し、キャッシュする方法が
考えられる。しかし、キャッシュを利用したばあい、
モバイルノードからクライアントにマルチホップ配
送でセンサデータを配送するときに中継のモバイル

まとめと今後の課題

本研究では、まず、センサノードから取得したセンサ
データを利用するモバイルノードがセンサネットワーク
内で移動するモデルにおいて、従来手法ではセンサノー
ドがクライアントまでマルチホップで配送していたセン
サデータをモバイルノードが代わりに行なうことで、セ
ンサノードの配送メッセージ数を削減し、消費電力量を
抑制する手法を提案した。また、センサデータ収集手法
として、クライアントがセンシングを行なう対象が明確
に分からないような観測物を観測する場合について注目
し、センサネットワーク内のモバイルノードが取得した
センサデータをもとに対象とする観測物を決定し、決定
したセンサデータと類似したセンサデータを同期センサ
データとしてクライアントに提供する手法を検討した。
このとき、同期条件から外れた同期センサデータをモバ
イルノード上において削除したり、集計したりすること
により、センサデータのメッセージ数を削減することで、
クライアントのモバイルノードにおいてネットワークの
輻そうを抑制したり、受信電力量を抑制することが可能
である。
今後の課題は、検討で述べた事項について検討して
いく。
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