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階層化ドロネーオーバレイネットワークにおける
空間補間に適したセンサ観測値収集手法
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本論文では，広域に大量かつ高密度でセンサが配置され，P2P ネットワークにより
相互接続されている環境において，センサから得られる観測値情報に対して，指定し
た等値線幅で等値線図を取得するための効率的なデータ収集手法を提案する．一般に，
離散的な観測点を持つセンサ情報の集合から指定領域の観測値分布を再現するには空
間補間手法が用いられる．しかし，地理的に近いセンサ観測値は類似する可能性があ
るため，対象領域に大量にセンサがある場合，空間補間のためにすべてのセンサ観測
値を収集することは冗長である．そこで，本研究では，冗長な情報を排除しつつ，少な
いメッセージ数で精度の良い等値線図を再現する方法として，階層化ドロネーオーバ
レイネットワーク（HDOV）を拡張し，観測値を階層的に集約したうえで，特徴点に
存在するノードへ検索メッセージを転送する観測値収集手法を提案する．シミュレー
ション評価の結果，いくつかの特徴点がある分布において，提案手法は指定詳細度が
小さい場合にも区間の誤差を 3 以下に抑えられ，HDOV に対してセンサ観測値数を
38%，メッセージ数を 56%に抑えられることを確認した．

data distribution from sensors with dispersed observation points. In this case,
when there are enormous number of sensors, it is redundant to collect all sensors data from wide area since geographically closed sensors sense similar data.
Therefore, we propose a sensor data collection method that forwards messages
to the nodes which exist in the area with characteristic point by extending hierarchical Delaunay overlay network (HDOV). By this mechanism, accurate
contour lines map can be reconstructed, reducing redundant sensor data and
message numbers for data collection. The simulation result shows that our proposal can keep segment error within 3, decreasing number of collected sensor
data to 38 percent and number of messages to 56 percent, in a sample sensor
data distribution with some characteristic points.

1. は じ め に
携帯電話やサイネージ機器などの発達と普及により，コンテキストアウェアサービス，ユ
ビキタスサービスと呼ばれる情報サービスに対する重要性がますます高まっている．こうし
たサービスでは，気象や交通渋滞などの実世界の観測から得られるリアルタイムの情報が必
要となる．また，そのような観測から得られる情報は，地球温暖化や大気汚染などの環境問
題対策のうえでも重要となる．こうした実世界のリアルタイムの状況を観測可能とするセン
サをいたるところに配備し，世界規模のセンサネットワークを構築するためのプロジェクト
が多く存在する．たとえば，Live E!プロジェクト2) では，個人や組織が自律的に設置・運
営するデジタル百葉箱をインターネット経由で接続し，従来以上の密度と精度，リアルタイ
ム性のある情報を提供しようとしている．フィールドサーバプロジェクト3) では，センサな
どの電子機器を搭載したサーバを農村や圃場などに配置し，屋外における環境モニタリング
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炭素濃度などのセンサデータを収集することで，分散してモニタリングを可能としている．
こうした環境では，世界中のいたるところに存在する大量のセンサデータを扱える必要があ

2. 関 連 研 究

るため，すべてのセンサデータを 1 カ所に集約することはストレージコスト的に現実的で

2.1 ドロネーオーバレイネットワーク

はない．また，通常センサから発生するデータは，時間的に連続したストリームデータで

本研究では，ピアの位置に基づく地理的なオーバレイネットワークとして，広域における

あり，利用価値があるか分からないデータを含め，すべてを 1 つのサーバやサーバサイト

センサ観測値の収集に適しているドロネーオーバレイネットワーク9) を想定する．ドロネー

に集約することは無駄なネットワークトラヒックとなりかねない．そこで本研究では，こう

オーバレイネットワークは，リンク構造が計算幾何学のドロネー三角形分割となるオーバレ

した問題に対処するために，センサやセンサデータを蓄積した端末（ピア）を相互接続し，

イネットワークであり，任意の 3 ピアが持つ座標を通る三角形の外接円内に他のピアの座標

協調してデータの共有や検索ができる P2P アーキテクチャによりセンサ情報を分散管理す

を含まないように各ピアのリンクを構築する．ドロネー三角形分割は，平面上の任意の点を

ることを前提とする．

最も近い母点に属する領域として分割するボロノイ領域分割と双対な関係にある．ボロノイ

広域にわたり配備されたセンサを活用する典型的なアプリケーションの一例としては，指

領域分割では各点に対してボロノイ領域と呼ばれる領域を定義できる．ある点に対するボロ

定領域内に設置されているセンサから観測値情報を取得し，指定した等値線幅で等値線図を

ノイ領域とは，その点と隣接した点を結んだ線分の垂直二等分線によって囲まれる領域で

◦

表示する地理情報システムが考えられる．たとえば，日本全国の等温線図を 5 C 間隔で表

ある．図 1 にドロネー三角形分割とボロノイ領域分割を示す．ここで，実線はドロネー辺，

示する場合や，大阪府の等温線図を 1◦ C 間隔で表示するといった要求に従い観測値の分布

破線はボロノイ境界を表している．ドロネーオーバレイネットワークの特徴は，各ピアの平

を再現することが考えられる．一般に，離散的な観測点を持つセンサ情報の集合から観測領

均次数が 6 になることや，リンクしているピアは他のピアよりも近傍に存在することがあ

域全体の観測値分布を再現するには空間補間手法が用いられる．P2P アーキテクチャによ

げられ，これらの特徴はネットワーク内のピアの数に依存しない．この特徴によりリンク数

りセンサが膨大かつ密に配備された環境では，観測値分布を得るために単純に情報収集対象

にスケーラビリティを確保でき，また，近隣ピアどうしの連携が容易であることから，大規

領域におけるすべてのセンサからデータを収集すると，地理的な観測値の変化がゆるやかな

模なセンサネットワークに適したオーバレイネットワークであると考えられている1) ．ドロ

場合には，空間補間に必要となる観測値情報は少ないため得られる情報の多くが無駄とな

ネーオーバレイネットワークでは，リンク構造は各ピアの位置に基づいており，各ピアはド

る．一方，局所的に観測値の変化が急激な領域が存在する場合，補間にはその領域における

ロネーオーバレイネットワークに参加後，地理的に近いピアとリンクする．遠距離のピア探

センサ観測値が必要不可欠であるため，漏れなくセンサ観測値を収集する必要がある．

索はマルチホップ通信により行われ，範囲検索は greedy routing 10) や compass routing 7)

そこで，本研究では指定領域から情報収集対象ピアを選択する際に，P2P ネットワーク
上で空間補間に必要な情報のみを選択し収集対象とすることで，冗長な情報を削減しつつ誤

により実現される．

2.2 境界応答手法

差を抑制したセンサ観測値分布の等値線図を得られるようにする手法を提案する．提案手法

文献 5)（境界応答手法）では，広域に大量に分布するセンサを，ドロネーオーバレイネッ

では，複数の密度で地理的に一様に選択した上位階層ネットワークを構築可能な階層化ドロ

トワークを用いて相互接続している環境の下，等値線の境界付近のピアが応答する方法であ

ネーオーバレイネットワーク（HDOV）を拡張し，HDOV 上で観測値を階層的に集約した

る．境界応答手法では，地理的に連続しており同じ意味と見なす観測値の範囲に属する領域

うえで，特徴点に存在するノードへ検索メッセージを転送することでセンサ観測値を収集す

をクラスタと定義する．クエリ伝播時にクエリを受信したピアは自身のセンサ観測値と隣接

る．このようにして得られたセンサ観測値に対して空間補間を適用し，等値線図を生成する

するピアのセンサ観測値をもとにクラスタの境界を検知し，クラスタの境界に位置すると判

ことで，指定領域におけるセンサ観測値分布を把握可能とする．

断したピアのみが応答を返すことで，クラスタ内における冗長なピアの応答を削減しつつセ
ンサの観測値分布を把握することができる．図 2 に境界応答手法におけるピアの応答の様
子を示す．境界応答手法では，境界付近のピアがすべて応答するため，指定する等値線幅が
狭い場合に収集するセンサの情報量は膨大となるという問題がある．また，補間を行う場合
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(a) 元の分布
Fig. 3
図 1 ドロネー三角形分割とボロノイ領域分割
Fig. 1 Delaunay triangulation and
Voronoi cell segmentation.

図 2 境界応答手法
Fig. 2 Boundary respond method.

(b) HDOV

図 3 空間補間による等値線図
Contour lines maps by spatial interpolation.

で急激に観測値が変化する特徴点がある場合に，対応する観測値を取りこぼす場合がある．
特徴点を把握するために HDOV の下位の階層のオーバレイネットワークを利用すると，特
徴点以外の領域で多くの冗長なセンサ観測値を収集してしまう．図 3 (b) は HDOV の特定

などクラスタの境界に隣接するすべてのセンサ情報が必要でない場合には，冗長な情報を取

の階層を利用して収集したセンサ観測値に対して空間補間を適用し取得した等値線図の例

得してしまう．

である．図 3 (a) の元の分布と比較すると，破線の丸で囲まれた領域において，空間におけ

2.3 階層化ドロネーオーバレイネットワーク
文献 6) では，広域に大量に分布するセンサから地理的に一様にセンサ観測値を収集するた
めの階層化ドロネーオーバレイネットワーク（HDOV）の構築手法を提案している．HDOV
では，周囲のピアの分布状況を調査することなく領域全体においてピアの分布が地理的に一
様で，かつ，指定される粒度で複数に階層化されたドロネーオーバレイネットワークを構築

る特徴を大きく取りこぼしていることが分かる．

3. 提 案 手 法
3.1 想 定 環 境
本研究では，センサが世界規模で膨大かつ疎密のある分布を形成し，各ピアが相互に接続
する P2P ネットワークを構築している環境を想定する．各ピアは P2P ネットワークとして

する．

HDOV では，上位階層のドロネーオーバレイネットワークを構築する際に，各ピアが隣

HDOV を構築することを想定する．また，ここでは各ピアの観測する気象データは正確で

接ピアの情報のみから求まるボロノイ領域の面積を指標として，自律的に上位階層のネット

あり誤差はないものとする．このような環境の下で想定するアプリケーションは，ユーザが

ワークに参加するかを確率的に決定する．要求されるピアの密度 ρ が与えられたとき，面積

指定する領域と詳細度（等値線幅）に基づいて，指定領域に存在するピアを検索し，各ピア

Svor のボロノイ領域内に存在すべきピア数 Nreq は Svor × ρ により求まる．一方，ボロノ

から得られるセンサ観測値から等値線図を取得する地理情報システムである．

イ領域内の実際のピア数 Nreal は 1 である．よって，上位階層に参加するピアの選択確率

一般に，離散的な観測点を持つセンサ情報の集合から観測領域全体の観測値分布を再現す

P rsel は P rsel = Nreq /Nreal = Svor × ρ と定義できる．各ピアが P rsel に基づき上位階層

るには，IDW（Inverse Distance Weighted），スプライン，クリギング8) などの空間補間

のドロネーオーバレイネットワークに参加するかを決定することで，領域全体においてピア

手法が用いられる．本研究では，観測データの持つ空間的相関性に従って，空間を代表する

の分布が地理的に一様なドロネーオーバレイネットワークを構築可能となっている．

広域的な変動と特徴点のような局所的な変動の両者を適切にモデル化可能なクリギングを

HDOV は，特定の階層のオーバレイネットワークを利用すれば，地理的に一様な分布を

補間法として用いる．クリギングは地球統計学の分野を中心に用いられる補間法であり，地

持つピアの集合を得ることができるため，領域全体の観測値の傾向を把握できればよい場合

盤沈下量や地下水位の予測などのほか，地価推定など，非常に多岐にわたる分野で利用さ

には有効である．しかし，降雨分布における局所的な集中豪雨地域など，地理的に狭い領域

れている．クリギングは，地理的に距離の近いデータは類似性を持つという性質を利用し，
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アの情報を含むメッセージをやりとりすることで行われる．
以下では，I(n) をピア n のセンサ情報，C(n) を n の位置する座標，D(n) を n の観測
値，M IN (P ) をピアの集合 P の内の最小のセンサ観測値，M AX(P ) をピアの集合 P の
内の最大のセンサ観測値，Ni を Li に属するピアの集合，Vi (n) を Li に属するピア n のボ
ロノイ領域に存在する Li−1 に属するピアの集合とする．

{I(n)|n ∈ Ni } は次の 3 つの要素からなる．
図 4 HDOV の階層間におけるリンク構築
Fig. 4 Construction of the links between the layers.

(1)

C(n)

(2)

D(n)

(3)

M IN (P ) and M AX(P ), where P = Vi (n)

したがって，各ピアは {C(m), D(m), M IN (Q), M AX(Q)} の集合を集約する．ここで，
データの共分散に二次定常性を仮定して距離の関数で表すことで，任意の地点に対して予測

m ∈ Vi (n)，Q = Vi−1 (m) である．すなわち，自身のボロノイ領域内に存在する 1 段下の

分散が最小となる予測を行う方法である．

階層のピアから，それぞれのピアのセンサ観測値と座標，ボロノイ領域内のセンサ観測値の

クリギングに必要な情報は，まず，広域的な変動を把握するための地理的に一様なセンサ
観測値であり，補間の精度を保証する一定の密度を満たさなければならない．また，局所的

最大値，最小値を集約する．この集約情報は，センサ観測値を収集する際，ボロノイ領域内
に特徴値が存在するかどうかを判定するために用いる．

な変動を把握するための空間における特徴を再現可能なセンサ観測値もまたクリギングに

一般に，センサが観測する気象データは時間の経過とともに変化し，それにともない空間

必要である．提案手法では，これらのセンサ観測値を収集するために，HDOV において階

における特徴も変化する．HDOV では定常状態において，そのリンク構造を維持するため

層間におけるリンク構築，センサ観測値の集約，センサ観測値の取得ができるようにする拡

のメンテナンスメッセージを定期的にやりとりしているため，このメンテナンスメッセージ

張を行う．以下では，それぞれについて説明する．

に重畳し，センサ観測値の集約を行うことで定期的な集約情報の更新を行う．

3.2 階層間におけるリンク構築

3.4 センサ観測値の収集

HDOV 構築時において上位階層のドロネーオーバレイネットワークを構築するときに，

空間補間に必要な地理的に一様なセンサ観測値は，空間における広域的な変動を把握する

階層間において新たにリンクを構築することで，HDOV を拡張する．以後，HDOV のレ

ためのものであり，HDOV の特定の階層を利用することで収集できる．HDOV はピアの密

ベル i の階層を Li と定義する．すべてのピアから構成される HDOV の最下位の階層は L0

度が指定された密度になるように上位階層ネットワークを構築するため，各階層のピアの密

であり，HDOV が n レベルある場合は，最上位の階層は Ln−1 となる．リンクは Li に属

度は既知であり，上位階層になるにつれてその密度は疎となる．ここで，クリギングに必要

するピアのボロノイ領域に存在する Li−1 に属するピアに対して構築される（図 4）．Li に

な観測値点数はあらかじめ決まるため，ユーザから指定領域と詳細度を含むクエリが発行さ

属するピアは Li−1 のドロネーオーバレイネットワークを利用することで自身のボロノイ領

れた場合，指定領域と空間補間に必要なサンプル数から，指定領域における空間補間に必要

域内に存在するピアを検索し，発見した Li−1 に属するピアとリンクを構築する．このリン

なピアの密度が定まる．この密度より密で，かつ，最も疎となる HDOV の階層における指

ク構築操作を HDOV におけるすべての階層間で行う．

定領域内の全ピアのセンサ観測値を収集することで，空間補間に必要なサンプル数を満たす

3.3 センサ観測値の集約

地理的に一様なセンサ観測値を収集する．

HDOV の隣接する各階層間で新たに構築したリンクを利用しセンサ観測値を集約する．

ユーザからのクエリは，まず上記で述べた空間補間に必要なサンプル数を満たす階層の 1

Li に属するピアは Li−1 に属するピアに対して構築したリンクを利用し，Li−1 に属するピ

段上の階層に属するピアに対してフラッディングにより送信される．クエリを受信したピア

アのセンサ情報を集約する．センサ観測値の集約は，階層間におけるリンクを利用し，各ピ

は空間補間に必要な C(n) と D(n) を返信する．同時に，クエリは空間における特徴を再現
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図 5 センサ観測値の取得
Fig. 5 Collection of sensor data.

可能なセンサ観測値を集約しているピアに対して送信される．ここで，等値線図において
センサ観測値分布における特徴値を局所的に区間数の多い領域にあるセンサ観測値とする．
区間とは，地理的に連続しており同じ意味と見なす観測値の範囲に属する領域であり，等値
線と等値線で囲まれる領域が同じ区間となる．

Li に属するピア n がクエリを受信した場合，ピアは Vi (n) のボロノイ領域における区間
数 S(n) を求める．区間数は次式によって計算される．

S(n) = f loor(M AX(P )/segment width) − f loor(M IN (P )/segment width) + 1
関数 f loor は引数の値以下の最大の整数値を返し，segment width は指定等値線幅に対応
する．提案手法においては，ピアの属する階層が LH （H ≥ 1）以上，かつ，ボロノイ領域
における区間数が S （S ≥ 2）以上であれば，クエリはそのピアへ送信されるものとする．
もし，ピアの属する階層が LH 未満，かつ，ボロノイ領域における区間数が 2 以下であれ
ば，同様にそのピアへメッセージを送信する．H と S は空間における特徴値がピアのボロ
ノイ領域に存在するかどうかを判断するパラメータであり，S は特徴値が存在すると見なす
区間数の下限である．このように，特徴値が存在すると判断されたピアへメッセージを送信

図 6 リンク構築，集約，収集処理の疑似コード
Fig. 6 Pseudo-code of construction of links, aggregation and collection.

していき，L1 に属するピアがクエリを受信した場合，1 区間につき，その区間に存在する
ピアのセンサ観測値の中央値を保持するピアのセンサ観測値を 1 つだけ返信する．ある区

サ観測値の取得時におけるクエリメッセージの流れの様子を例示したものである．この例

間において，空間補間に必要なサンプル数を満たす階層に属するピアが存在する場合，その

では，空間補間に必要なサンプル数を満たす階層を L2 ，H = 1，S = 3 としている．まず，

区間についてはセンサ観測値を返信しないものとする．このようにすることで，取得するセ

ユーザからのクエリが指定領域における L3 に属するピアに対してフラッディングにより送

ンサ観測値のデータ量を抑えつつ，局所的に区間数の多い領域において，各区間の情報を取

信される．クエリを受信したピアは空間補間に必要な地理的に一様なセンサ観測値である

りこぼすことなく空間における特徴を再現可能なセンサ観測値を収集する．図 5 は，セン

C(n) と D(n) を返信する．同時に，L3 に属するピアは V3 (n) のボロノイ領域における区
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間数を求め，区間数が 3 以上である場合にそのピアへメッセージを送信する．同様にして，

L1 に属するピアがクエリを受信した場合，そのピアは自身のボロノイ領域において 1 区間
につき 1 ピアのセンサ観測値を返信する．
図 6 に提案手法の擬似コードを示す．makeVerticalLink () は階層間におけるリンク構築，

getSensorInfo() はセンサ観測値の集約，retrieveSensorInfo() はセンサ観測値の収集に相
当する．各手続きはピアが持つ手続きであり，各ピアが自律分散的に動作する．makeVerti-

calLink ()，getSensorInfo() は定期的に呼び出され，retrieveSensorInfo() はセンサ観測値

(a) センサ観測値分布

(b) (a) に基づく等値線図

(c) 全ピア

(d) 境界応答手法

(e) HDOV（L1 ）

(f) HDOV（L2 ）

(g) 提案手法（S=3）

(h) 提案手法（S=2）

分布の取得時に呼び出される．また，各手続きは，最上位レベルの全ピアからの関数呼び出し
により実行される．手続きの実行指示は，HDOV の最上位レベルに属するいずれかのピアを
起点としたフラッディングにより通知する．実行時には，makeVerticalLink (TOP LEVEL)
のように引数 level に最上位の階層レベルが指定される．疑似コードの 03 行目から 06 行目
では，自身のボロノイ領域に存在する 1 段下位層のピアに対して，自身が親である情報を
含め r.makeVerticalLink () によりメッセージを送信する．各ピアは peerSensorInfo という
構造に，各レベルにおけるセンサ情報（min ，max ，location ，sensorData ）を保持してお
り，最下位では min と max が sensorData に等しい．newSensorInfo(minData, maxData,

図 7 等値線図（等値線幅 30）
Fig. 7 Reconstructed contour lines map.

location, sensorData) により，自身のボロノイ領域に存在する 1 段下位層のピアについて，
各ピアのボロノイ領域におけるセンサ観測値の最小値（minData ），最大値（maxData ），各
ピアの座標（location ），センサ観測値（sensorData ）を集約する．擬似コードの 26 行目か

く大きさの異なる複数の特徴点が含まれる典型的な分布を用いる．

HDOV は 4 レベルで構築され，全ピアから構成される L0 は 2,000 ピアでドロネーオー

ら 30 行目では，ボロノイ領域に存在する 1 段下位層のピアに対して，28 行目の条件に従っ

バレイネットワークを構築する．上位階層のネットワークについては，L1 は領域全体に対

てメッセージを送信するかを判断し，r.retrieveSensorInfo() によりメッセージを送信する．

して約 400 ピア，L2 は約 100 ピア，L3 は約 25 ピアとなるように，それぞれ確率的に下位
層のネットワークからピアを選択することで，ドロネーオーバレイネットワークを構築する．

4. 性 能 評 価

HDOV の特徴上，これら上位階層ネットワークに参加しているピアは地理的に一様に分布

4.1 シミュレーション環境

している．ユーザから指定される領域はセンサのセンシング領域全体，つまり，300 × 300

提案手法の有効性を評価するためにシミュレーションを行った．シミュレーション環境を

とし，指定される詳細度は {10，20，30，40，50} の等値線幅とする．また，空間補間に必
要なサンプル数を満たす階層を L2 とする．空間における特徴を再現可能なセンサ観測値を

以下に示す．
センサのセンシング領域を 300 × 300 とする．各世帯に 1 つ程度の高密度でセンサが配

収集するためのパラメータについて，H = 1，S = 2，3 とする．

備されている環境を再現するため，センシング領域に対して，2,000 ピアをランダム配置す

比較手法として，境界応答手法と HDOV の特定の階層を利用し得られる地理的に一様な

る．これは，5 キロ四方程度の領域において，1 キロ平方メートルに 80 個程度センサが配

センサ観測値に対して空間補間を適用した場合を用いる．平等にメッセージ数を評価するた

置された環境を 25 キロ平方メートル切り出した環境に相当する．観測対象は図 7 (a) に示

めに，HDOV は 3.3 節で述べたセンサ観測値の集約を行っているとする．したがって，Li

す 300 [pixel] × 300 [pixel] のグレースケール画像の各画素値（0〜255）に対応する値とす

に属するピアのセンサ観測値を収集する場合，Li+1 に属するピアに対してフラッディング

る．ここでは，図 7 (a) に示すように，提案手法の特性や精度を調べるためにノイズが少な

によりメッセージを送信する．メッセージを受信したピアが C(n) と D(n) を返信すること
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により，Li に属するピアのセンサ観測値が収集される．境界応答手法についても，センサ
観測値の集約を行った HDOV を利用する．

4.2 評 価 結 果
4.2.1 等 値 線 図
図 7 は，各手法において指定等値線幅が 30 の場合に取得したセンサ観測値に対してクリ
ギングを適用し再現した等値線図である．図 7 (b) は図 7 (a) のセンサ観測値分布に基づい
て等値線図を作成したものであり，図 7 (c) はすべてのピアのセンサ観測値を収集した場合，
図 7 (d) は境界応答手法によりセンサ観測値を収集した場合，図 7 (e) と図 7 (f) はそれぞれ

(a) 等値線幅：10

HDOV の L1 ，L2 に属するピアのセンサ観測値を収集した場合，図 7 (g) と図 7 (h) はそれ
ぞれ提案手法において S = 3，S = 2 としてセンサ観測値を収集した場合である．
全ピア応答と境界応答手法は図 7 (b) のセンサ観測値分布に基づく等値線図と比較して同
様の等値線図であり，精度が良い．しかし，HDOV については空間における特徴を正確に
は把握できておらず，より多くのセンサ観測値を収集する HDOV の L1 を利用する場合に
おいても，センサ観測値分布を正しく把握できていない．これは，HDOV がピアの位置情
報のみに基づいて情報収集対象ピアを決定しているためである．一方，提案手法では S = 3，

(b) 等値線幅：30

S = 2 ともに HDOV よりも空間における特徴を把握できており，より精度の高い等値線図
を再現できている．特にパラメータ S が小さい S = 2 の場合に，精度の良い等値線図を再

Fig. 8

(c) 等値線幅：50
図 8 区間の誤差
The number of segment error.

現できている．

4.2.2 区間の誤差

より多くのセンサ観測値を収集できる下位層を利用した場合でも空間における特徴を取りこ

提案手法により収集されたセンサ観測値から再現した等値線図の精度を評価するために

ぼしている．提案手法において，S = 2 の場合は区間の誤差を 2 以下に抑えられており，空

区間の誤差を用いる．図 8 に，センサ観測値分布から得られる等値線図と取得した等値線

間における特徴を正確に把握できていることが分かる．等値線幅が 10 のとき，HODV の

図において，各画素の区間の誤差を算出したときの各誤差に対する頻度を示す．区間の誤差

L1 を利用する場合の区間の誤差の最大値は 6 であるが，提案手法において S = 3 の場合

が 0 であれば，その画素は正しく再現されているということになる．なお，区間の誤差が 0

は，区間の誤差の最大値が 3 である．等値線幅が 30 のときも同様に，提案手法の S = 3 の

の場合については割愛している．図 8 (a)，図 8 (b)，図 8 (c) はそれぞれ指定等値線幅が 10，

場合の区間の誤差は HDOV の L1 を利用する場合よりも抑えられている．したがって，提

30，50 の場合における区間の誤差とその頻度について示している．
全ピアと境界応答手法については，すべての等値線幅において区間の誤差が 1 以下であ

案手法は，空間における特徴点を把握することで HDOV よりも高い精度で等値線図を再現
できている．しかし，等値線幅が 50 のときは，S = 3 の場合と HODV の L1 を利用した場

り，再現された等値線図の精度が良い．しかし，4.2.3 項で述べるように，収集するセンサ

合の区間の誤差を比較すると，誤差の最大値は同じであるが，S = 3 の場合の頻度が高い．

観測値数とメッセージ数が多くなるという問題がある．HDOV については，区間の誤差が

これは S に対して特徴値が存在する領域の区間数が小さく，特徴値周辺のセンサ観測値を

大きい場合に高い頻度を示しており，空間における特徴を取りこぼしていることが分かる．

十分に収集できない場合があるためと考えられる．したがって，指定等値線幅が大きい場合

また，HDOV の下位層を利用した場合は上位層を利用した場合よりも多くのセンサ観測値

には，パラメータ S を小さくすることで，空間における特徴を取りこぼすことなくセンサ

数を収集するが，HDOV が位置情報のみを用いて情報収集対象ピアを決定しているため，

観測値分布を把握する必要がある．
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パラメータ S を大きくすることでセンサ観測値数，メッセージ数を抑える必要がある．

5. 考

察

提案手法の有効性はパラメータ S ，H に依存するが，評価ではこれらのパラメータを固
定値とした．しかし，これらのパラメータは，ユーザからの指定領域，指定等値線幅，セン
サ観測値分布などに応じて動的に変化させる必要がある．指定領域，指定等値線幅での等値
線図の取得要求があった場合，領域全体にわたって引くべき等値線の疎密に応じて S を動
図 9 センサ観測値数
Fig. 9 The number of collected sensor data.

図 10 メッセージ数
Fig. 10 The number of messages.

的に変化させることで，特徴点の取りこぼしを防ぎ，また，冗長なセンサ観測値の収集を
抑える必要がある．また，指定領域の大小に応じて H を動的に設定することで，一定の粒
度以上のセンサ観測値を適切に収集する必要がある．さらに，上位階層であるほどピアの

4.2.3 センサ観測値数とメッセージ数
図 9 は等値線図を取得するために収集したセンサ観測値の総数，図 10 は応答を返すべ

ボロノイ領域は広域であり，ボロノイ領域における区間数もそれにともない増加するため，
区間数を求めるボロノイ領域の面積に応じてパラメータ S を動的に変化させる必要もある．

きピアへメッセージが届くまでの間に，ピア間でやりとりされた総メッセージ数の評価結果

このようにパラメータを動的に変化させることで，指定等値線幅が小さい場合のセンサ観測

である．

値数やメッセージ数を抑え，また，指定等値線幅が大きい場合の等値線図の精度を向上させ

全ピアのセンサ観測値を収集する場合，センサ観測値数は 2,000 となる．また，すべての
ピアへクエリを送らなければならないため，メッセージ数は L1 のピア数，つまり約 400 と

る検討を行う必要があると考える．
また，提案手法では，HDOV をクエリの伝送とセンサ観測値の収集に用いた．HDOV は

なる．境界応答手法では，等値線付近に存在するピアのみのセンサ観測値を収集するため，

特定の密度で地理的に一様に分布するピアに対してメッセージを送ることができるという点

全ピアよりも収集するセンサ観測値数が少ない．しかし，指定等値線幅が小さい場合，指定

で提案手法に適しているが，他の地理的なオーバレイネットワークの中にもこの特徴を有す

領域全体に対する等値線数が多くなるため，収集すべきセンサ観測値数が非常に多くなると

るものがある．たとえば，LL-Net 4) は領域全体を 4 つの四角形の領域に区切っていくこと

いう問題がある．メッセージ数については全ピアと同様にすべてのピアへクエリを送らなけ

で複数のレベルを持つ階層的なオーバレイネットワークを構築する．この階層構造を利用

ればならないため約 400 となる．HDOV と提案手法はセンサ観測値数とメッセージ数にお

し，要求される階層レベルの各四角形のうち 1 ピアを選択することで，メッセージを指定領

いて同様の傾向を示している．HDOV の L1 ，L2 を利用する場合は，それぞれ L2 ，L3 に

域において地理的に一様に配布する機能が実現できると考えられる．このような他の地理的

属するすべてのピアへクエリが送られるため，メッセージ数は L2 ，L3 に属するピア数と等

なオーバレイネットワークへの適用も今後検討していきたいと考えている．

しくなる．収集するセンサ観測値数についても，それぞれ L1 ，L2 のピア数と等しくなる．

本研究のセンサ観測値の収集手法では 1 つの独立したクエリのみを扱っており，連続的に

提案手法において S = 3 の場合，指定等値線幅が小さいときに良い性能を示しており，指

繰り返されるクエリについて考慮していない．気象観測（Live E!では 1 分から 5 分の間隔

定等値線幅が 30 のとき，メッセージ数は HDOV の L1 を利用する場合と比較して 56%に

で更新）や，交通観測（VICS 11) では 5 分間隔で更新）のような比較的緩やかな更新間隔

抑えられている．指定等値線幅が大きい場合，センサ観測値数とメッセージ数は HDOV の

の場合は独立したクエリに対応可能であると考えられるが，よりリアルタイムな状況を把握

L2 を利用する場合と同等の値を示しているが，取得する等値線図の精度が悪くなるという

するには観測値情報の更新はより頻繁に行う必要がある．このように頻繁に観測値情報が更

問題がある．一方，S = 2 の場合，取得する等値線図の精度は良いが，特に指定等値線幅

新される環境下では，時間的な観測値の変化が緩やかな場合に冗長な情報を収集すると考え

が小さいときにメッセージ数が多くなる．したがって，指定等値線幅が大きい場合にはパラ

られるが，時間的な補間などを考慮することで冗長な情報を削減できると考えられる．

メータ S を小さくすることで等値線図の精度を向上させ，指定等値線幅が小さい場合には
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6. お わ り に
本研究では，P2P センサネットワークにおける空間補間のためのセンサ観測値収集手法
を提案した．階層化ドロネーオーバレイネットワーク（HDOV）を利用し，空間補間に必
要な地理的に一様なセンサ観測値と空間における特徴を再現可能なセンサ観測値を収集す
る．提案手法により，冗長なセンサ情報を排除しつつ少ないメッセージ数で精度の良い等値
線図を取得することができる．また，いくつかの特徴点を持つセンサ観測値分布を用いて提
案手法の有効性を評価した．その結果より，提案手法が HDOV と比較してメッセージ数を
抑えつつ精度の高い等値線図を取得できることを確認した．しかし，この評価は典型的な環
境におけるシミュレーションであり，実環境における複雑なセンサ観測値分布に対する評価
を行っていない．したがって，実環境に即した様々なセンサ観測値分布のパターンにおいて
も評価を行い，提案手法が実環境におけるセンサ観測値分布に有効であることを示さなけれ
ばならない．
今後の課題は，センサ観測値数やメッセージ数を抑えつつ正確な等値線図を取得するため
に，センサ観測値分布やユーザからの指定領域，指定詳細度に応じていかに動的にパラメー

5) 小西佑治，竹内 亨，寺西裕一，春本 要，下條真司：P2P 環境におけるセンサ観測
値の地理的分布を把握可能なデータ収集手法，マルチメディア，分散，協調とモバイル
（DICOMO’07）シンポジウム論文集，pp.165–172 (2007).
6) 小西佑治，寺西裕一，竹内 亨，春本 要，下條真司，西尾章治郎：センサ観測値分
布の概要把握を可能とする階層化ドロネーオーバレイネットワーク構築手法，情報処理
学会論文誌，Vol.51, No.2, pp.624–634 (2010).
7) Liebeherr, J., Nahas, M. and Si, W.: Application-layer multicasting with Delaunay
triangulation overlays, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.20,
No.8, pp.1472–1488 (2002).
8) Lloyd, C.D.: Local models for spatial analysis, CRC Press (2006).
9) 大西真晶，源元佑太，江口隆之，加藤宏章，西出 亮，上島紳一：ノード位置を用い
た P2P モデルのためのドロネー図の自律分散生成アルゴリズム，情報処理学会論文誌：
データベース，Vol.47, No.4, pp.51–64 (2006).
10) Tsuboi, S., Oku, T., Ohnishi, M. and Ueshima, S.: Generating Skip Delaunay Network for P2P Geocasting, Proc. 6th International Conf. on Creating, Connecting
and Collaborating through Computing, pp.179–186 (2008).
11) Yamada, S.: The Strategy and Deployment Plan for VICS, IEEE Communications
Magazine, Vol.34, No.10, pp.94–97 (1996).

タを変化させるかという点である．また，時系列変化も考慮しつつデータの収集手法を改善

(平成 23 年 1 月 5 日受付)

し，実環境におけるセンサデータを利用した評価も今後の課題である．

(平成 23 年 7 月 8 日採録)
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推 薦 文
本論文は，広域にわたるセンサ情報の粒度の差を吸収するための空間補間手法を提案して
いる．提案手法は，階層型ドロネーオーバレイネットワークを拡張し，観測値を階層的に集
約することで冗長な情報を排除し少ないメッセージ数で精度の高い空間補間を実現するも
のである．本手法は，今後位置情報サービスなど様々なアプリケーションへの応用が期待で
き，有用性も高いと考えられる．
（マルチメディア通信と分散処理研究会主査 勝本道哲）

c 2011 Information Processing Society of Japan


2901

階層化ドロネーオーバレイネットワークにおける空間補間に適したセンサ観測値収集手法

四之宮 潤

竹内

平成 22 年大阪大学工学部電子情報工学科卒業．現在，同大学院情報科学

平成 13 年大阪大学基礎工学部情報科学科卒業．平成 15 年同大学院基

亨（正会員）

研究科博士前期課程在学中．P2P ネットワークに関する研究に従事．日本

礎工学研究科博士前期課程修了．平成 18 年同大学院情報科学研究科博士

データベース学会の学生会員．

後期課程修了．博士（情報科学）（平成 18 年 3 月，大阪大学）．同年同研
究科マルチメディア工学専攻助手，平成 19 年同助教，平成 21 年情報通信
研究機構専攻研究員を経て，平成 23 年日本電信電話株式会社未来ねっと
研究所研究主任となり，現在に至る．ソーシャルネットワークおよびオーバレイネットワー

寺西 裕一（正会員）

クを活用した情報システムの研究開発・展開活動に従事．本会論文賞を受賞．IEEE 会員．

平成 5 年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業．平成 7 年同大学院基礎工
学研究科博士前期課程修了．同年日本電信電話株式会社入社．平成 17 年

西尾章治郎（フェロー）

大阪大学サイバーメディアセンター講師，平成 19 年同大学院情報科学研

昭和 50 年京都大学工学部数理工学科卒業．昭和 55 年同大学院工学研

究科准教授，平成 20 年より情報通信研究機構専攻研究員，招へい専門員

究科博士後期課程修了．工学博士．京都大学工学部助手，大阪大学基礎工

を兼任，現在に至る．博士（工学）（平成 16 年 3 月，大阪大学）．マルチ

学部および情報処理教育センター助教授，大阪大学大学院工学研究科教授

メディア情報システム，ユビキタス応用システム等の研究開発に従事．本会論文賞を受賞．

を経て，平成 14 年より大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工

IEEE 会員．

学専攻教授となり，現在に至る．平成 12 年より大阪大学サイバーメディ
アセンター長，平成 15 年より大阪大学大学院情報科学研究科長，平成 19 年より平成 23 年
春本

要（正会員）

まで大阪大学理事・副学長を歴任．この間，カナダ・ウォータールー大学，ビクトリア大学

平成 4 年大阪大学基礎工学部情報工学科卒業．平成 6 年同大学院基礎工

客員．データベース，マルチメディアシステムの研究に従事．現在，Data & Knowledge

学研究科博士前期課程修了．同年大阪大学大学院工学研究科情報システム

Engineering 等の論文誌編集委員．本会では理事を歴任し，論文賞，功績賞を受賞．電子情

工学専攻助手．平成 11 年大阪大学大型計算機センター講師，平成 12 年

報通信学会フェローを含め，ACM，IEEE 等 8 学会の各会員．

同大学サイバーメディアセンター講師を経て，平成 16 年同大学大学院工
学研究科助教授（平成 19 年より准教授）となり，現在に至る．博士（工
学）
（平成 10 年 2 月，大阪大学）．データベースシステム，マルチメディア情報システム等
の研究に従事．本会論文賞を受賞．電子情報通信学会，IEEE 各会員．

情報処理学会論文誌

Vol. 52

No. 10

2892–2901 (Oct. 2011)

c 2011 Information Processing Society of Japan


