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概要：無線センサネットワークにおいてデータ集約時の通信コストを低減させ，センサノードの電力消費
を抑えることは重要な研究課題の 1 つである．この課題に対し，観測されるデータ間の相関性を利用して
通信コストを削減するネットワーク設計手法である Networked Slepian-Wolf Coding（NSWC）が提案さ
れているが，この手法ではあらかじめシンクノードを決定しておく必要があるため，最適なネットワーク
を構成するためにはあらゆるセンサノードをシンクノードとした場合の通信コストを計算する必要がある．
そこで本研究では，データ間の相関性の厳密な計算を行わないことで計算量を大幅に減らし，適切なシン
クノードを決定する手法を提案する．評価実験の結果，厳密にデータ間の相関性を計算する方法に比べて，
提案手法では計算量を大幅に減らしつつ，通信コストを低減させることができるシンクノードを推定でき
ることが分かった．
キーワード：センサネットワーク，通信コスト，シンクノード，相関性のあるデータ，情報源符号化
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Abstract: Minimizing the communication cost for data gathering is one of the most important issues in
wireless sensor networks. Although Networked Slepian-Wolf Coding (NSWC) gives a solution to minimize
the communication cost, this method supposes that the sink node is pre-deﬁned. It means that the system
has to calculate the communication cost in all cases of sink node allocations. We propose a technique to
estimate the sink node with small calculation cost by calculating the correlation of sensor data roughly.
Evaluation results conﬁrmed that our method reduced the calculation cost and estimated the sink node that
decreased the communication cost.
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1. はじめに
本稿では，無線センサネットワーク [1] におけるデータ集
約時の通信コストを低減させる方法について論じる．無線
センサネットワークとは，多数の観測地点に配置された無
線通信機能を持つセンサノードが，観測したデータをマル
チホップ通信によって，特定のセンサノード（シンクノー
ド）に集約するネットワークであり，環境モニタリングや
動物の生態調査などのためのデータを集約するために活用
されている [2]．一般に，無線センサネットワークを構成す
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るセンサノードは，バッテリの搭載量が少ないため，消費
電力を可能な限り抑えてネットワークのライフタイムを伸
ばすことが重要な研究課題の 1 つである．
センサノードの消費電力を抑える最も効果的な方法は，
無線通信にかかる消費電力，すなわち通信コストを抑える
ことである [3], [4], [5]．無線通信を用いる場合の通信コス
トは，一般に通信データ量に比例し，通信距離の 2 乗に比
例するため，通信コストを下げるためには各センサノード
がデータ通信を行う距離を短くすることと，データの符号

図 1 対象とする無線センサネットワーク

化技術や集約技術を用いて通信データ量を削減すること

Fig. 1 An example of supposed wireless sensor network.

が必要になる．この課題に対して，Cristescu ら [6]，Liu
ら [7] により Slepian-Wolf Coding（SWC）[8] と Shortest

する拠点であるセンサノードをシンクノードと呼ぶ（以下，

Path Tree（SPT）を組み合わせた通信路の設計手法であ

v1 がシンクノードであるとして説明する）．n 個のセンサ

る Networked Slepian-Wolf Coding（NSWC）が提示され

ノードの集合を V = {v1 , . . . , vn }，通信可能なセンサノー

ている．たとえば，屋外で雨量や温度，湿度といった気象

ドの対 vi ，vj を結ぶ枝（通信経路）を e(i, j) ∈ E とする

データを集約する場合など，各センサノードが観測する

と，この無線センサネットワークは n 個のセンサノード

データに相関があるときには NSWC を用いることでネッ

を持つグラフ G(V, E) と見なせる．各センサノードは，セ

トワーク全体の通信コストを最小化できることが示されて

ンサを用いて降水量や温度などのデータを取得する機能，

いる [7]．

そのデータを符号化する機能，および近隣のセンサノード

このように，あらかじめシンクノードが決まっていると

と無線通信する機能を持ち，定期的にデータを観測する．

きには，NSWC を用いることで通信コストを抑える通信路

各センサノードの無線通信機能に性能差はなく，通信可能

を設計できる．一方，いずれのセンサノードをシンクノー

な距離の上限は同じであり，電波強度を調整することで通

ドにすれば通信コストが最小化されるかというシンクノー

信距離を変えられるものとする．直接通信できないセンサ

ド決定問題については十分な議論がされていない．従来，

ノード間の通信には，通信可能な他のセンサノードを介し

無線センサネットワークにおいてシンクノードは設置場所

てバケツリレー方式でデータを送る [9]．あるセンサノード

の制約などに基づいて直観的に選択されていたが，通信コ

からシンクノードまでのデータを送信する経路のことを通

ストを最小にするシンクノードを選択できれば，効率の良

信経路と呼ぶ．本稿で対象とする無線センサネットワーク

いセンサネットワークを設計する指針となる．NSWC を用

は，すべてのセンサノードからシンクノードに到達できる

いるために最適なシンクノードを決定する方法としては，

通信経路があるものとする．各センサノードの位置は変化

すべてのセンサノードについてそれぞれをシンクノードに

しないものとし，通信にかかる時間（遅延）やスループッ

した場合の通信コストを求めて最適なシンクノードを決定

ト，データ送受信の失敗については考慮しない．

するものが考えられる．しかし，この方法では無線センサ

各センサノード vi ∈ V で観測されるデータを一定時

ネットワーク内のセンサノード数を n，通信路の設計に利

間ごとにサンプリングされた離散的な数値列で表すと，

用する過去の観測データの長さを K としたときの計算量

この数値列は一定の確率分布に従う無記憶で離散的な情

が O(n3 K)（一般に n  K ）となり，n や K が増大する

報源 Xi が発生するものと見なせる．このとき，X1 , . . . ,

と計算が困難になる．

Xn の結合ベクトル X = {X1 , . . . , Xn } は同時確率分布

本稿では，このシンクノード決定問題を解く計算量を

p(X1 = x1 , . . . , Xn = xn ) = p(x1 , . . . , xn ) と表せる．時刻

O(n2 log n) 程度に削減する近似解法を提案する．提案手法

τ にすべてのセンサノードで同時に観測された値の結合ベ

では，計算量の主要因となっているデータ間の相関性検査

クトルを X(τ ) とするとき，確率過程 {X(τ )}∞
τ =1 は定常過

を厳密に行わずにシンクノード決定問題の近似解を求める．

程であるものとする．また，本稿では空間的なデータ間の

以下，2 章では無線センサネットワークにおけるデータ

相関性のみに議論の焦点を絞るため，X1 , . . . , Xn は独立同

集約方法を説明し，3 章で提案手法について述べる．4 章で
評価実験について述べ，最後に 5 章で本研究をまとめる．

2. データ集約手法
2.1 想定環境

分布（i.i.d）であると考える．
次に，データ集約時の通信コストについて定義する．本
稿で扱う通信コストは，通信にかかる消費電力量のこと
である．一般に，無線通信によってデータを送受信する
ために必要な電力量は，通信データ量に比例し，通信距

図 1 に示すように，n 台のセンサノード v1 , . . . , vn で構

離の 2 乗に比例する．2 つのセンサノード vi ，vj を結ぶ

成される無線センサネットワークを考える．データを集約

通信経路 e(i, j) を流れるデータの 1 秒あたりの平均ビッ
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ト数を b(i, j)，通信経路 e(i, j) の距離を len(e(i, j))，通信

X1 ，X2 の間に相関性がある場合，最適な符号化を行うこ

経路 e(i, j) で要する通信コストを r(i, j) と記す（以降，

とで H(X1 ) + H(X2 ) = H(X1 , X2 ) となるように符号化で

e(i, j)，b(i, j)，r(i, j) をそれぞれ e，b，r とする）．このと

きるため，情報源 X1 ，X2 に対して独立した伝送路を用意

き，通信経路 e でデータの送受信に要する通信コスト r は

する場合，すなわち R1 ≥ H(X1 )，R2 = H(X2 ) とする場

2

r = α × b × len (e) で表せる．ここで，α はセンサノード

合よりも，少ない帯域でデータを伝送できる．

の使用するハードウェアに依存する定数であり，本稿では

Cristescu ら [6] は，情報源のデータ間の相関性が既知で

センサノードはすべて同種であると想定しているため，α

あれば，他の情報源のデータを使用せずに各センサノード

2

は省略し，r = b × len (e) と表記する．次に，無線センサ

で観測したデータだけを用いて符号化でき，n 個の無記憶

ネットワーク全体の通信コストについて定義する．まず，

情報源 X1 , . . . , Xn に対しても最適な符号化を行うことで，

グラフ G(V, E) の各通信経路 e ∈ E に関する通信コスト r

エントロピーの総和が結合エントロピー H(X1 , . . . , Xn ) と

の集合を W とする．シンクノード v1 との間に直接通信経

等しくできることを利用したネットワークの設計法として，

路を持たないセンサノード vi は，他のセンサノードを経

NSWC を提案した．さらに Liu らは NSWC を用いるこ

由してデータを送信する必要がある．そこで，b をすべて

とで，通信コストの総和を最小化できることを示した [7]．

の中継されるデータを通信経路 e 上で通信するときに必要

NSWC では，SPT を通信経路とする無線センサネットワー

な平均ビット数とし，W をグラフ G(V, E) の各通信経路

ク上において，データ間の相関性を利用して各センサノー

e ∈ E に関する通信コストの集合とすると，このグラフの

ドで生成した符号をシンクノードまで送信する．つまり，

通信コストの総計 WG は次式で表せる．

グラフ G においてシンクノード v1 を根とする SPT をな

WG =


r∈R

r =

n


b · len2 (e(i, 1))

i=1

この WG を最小化するネットワークを設計することで，
無線センサネットワーク全体の消費電力を最小化できる．

す部分グラフを GSP T (V, ESP T ) とし，n 個のセンサノー
ド v1 , . . . , vn が，GSP T 上で v1 への通信経路の距離が短い
順にソートされている場合，各センサノード vi において，

Ri ≥ H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 ) となるように帯域を設計する．
このように設計すると，通信コストの総和 WG は次式で与
えられる．

2.2 Networked Slepian-Wolf Coding（NSWC）
NSWC [6] は，相関性のあるデータを観測する無線セン
サネットワーク G(V, E) において，データ集約時の通信コ
スト WG を最小化できるネットワークの設計手法である．

WG ≥

n


H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 ) × len2 (e(i, 1))

i=1

この式で与えられる WG の下限値が無線センサネット

WG を小さくするには，次の 2 つのアプローチが必要と

ワークにおける通信コストの理論的な最小値である．すな

なる．

わち，通信経路として SPT を用い，情報源間の既知の相

• 観測されたデータを符号化し，通信経路を流れるデー
タの平均ビット数 b を小さくする．

• 各センサノードからシンクノードまでの通信経路の距
離 len の総和を小さくする．

関性を利用して最適な符号化を行えば，通信コストは WG
の下限値まで低減させることができる．なお，NSWC は具
体的な符号化の手段までは与えていない．利用できる符号
化手法としては，低密度パリティ検査符号（Low-Density

これに対し，NSWC は，通信経路として SPT，符号化

Parity-check Code: LDPC）[10], [11] やターボ符号 [12] な

手法として SWC を併用することで通信コスト WG を最小

どがある [13]．実際に LDPC を使うことで，SWC により

化するネットワークの設計方式である．以下では NSWC

理論的に算出される圧縮率に近い効率で，データの伝送が

の概略について述べる．まず，SWC とは，2 つの無記憶

行えることが確認されている [14]．

情報源 X1 ，X2 に対して，それぞれ個別の符号器で符号
化し，それらの符号を 1 つの復号器で元の 2 つのデータ
列に復元する伝送システムのことである．この伝送路で

2.3 関連研究
無線センサネットワークにおいてデータ集約時の通信コ

は，情報源 X1 ，X2 に対して最適な符号化を行うことで，

ストを低減させるための研究は，NSWC 以外にもこれま

伝送路の帯域の下限は結合エントロピーと等しくなるこ

でに多数行われている．たとえば，Wavelet 変換などの信

とが知られている．つまり，情報源 X1 ，X2 のエントロ

号処理に用いられる手法を利用してデータを圧縮する方

ピー（平均情報量）をそれぞれ H(X1 )，H(X2 )，情報源

式 [15], [16]，一定観測されるデータが疎であることを利用

X1 ，X2 の結合エントロピーを H(X1 , X2 )，情報源 X1 ，X2

してデータの圧縮を行う Compressive Sensing Theory [17]

に対する伝送路の帯域を R1 ，R2 としたとき，理論的にす

に基づく集約方式 [18], [19] がある．これらは，単独のセ

べてのデータをロスなく伝送できる通信路を設計する場

ンサノードで観測したデータの時間的な相関性を利用した

合 R1 + R2 ≥ H(X1 ) + H(X2 ) の関係が成り立つ．情報源

り，シンクノードまでの通信経路上にある他のセンサノー

c 2012 Information Processing Society of Japan
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ドとのデータの相関性を利用したりしてデータを圧縮して

提案手法で求められる近似解は，精度保証のないヒューリ

いる．一方で，NSWC は時間的な相関性を考慮せず，無線

スティックな近似解であるが，厳密に求めた最適なシンク

センサネットワーク全体で観測するデータの空間的な相関

ノードを用いた場合との通信コストの差が十分小さけれ

性を利用してデータの集約を行う．このため，これらの従

ば，有用であると考えられる．

来の方法と併用することで，通信コストをさらに削減でき
ると考えられる．
また，未来の観測データを予測し，その予測の範囲内で

本研究では，通信コストが少なくなるシンクノードを少
ない計算量で求める手法として，以下の 3 つの手法を提案
する．

データが観測されている間はデータを送信しないことで送

• BSEA（Best Sink Estimation Algorithm）1：SPT の

信データ量を削減する方式 [2] もある．この手法は，観測

辺の重みの総和が最小となるシンクノードをシンク

データが疎であったり，変化の予測が容易なデータであっ

ノード決定問題の近似解とする手法

たりするときには，通信コストの削減に大きな効果がある．

• BSEA2：各センサノードで観測されたデータに対し

しかし，観測データの変化の頻度が高い場合には削減効果

て，それぞれのデータの情報量と SPT を使って集約

が低くなる．NSWC は，このようなデータの特性に依存す

した場合の通信コストを計算し，それが最小となると

ることなく，つねに低い通信コストでデータを集約できる．

きのシンクノードをシンクノード決定問題の近似解と
する手法

さらに，無線センサネットワーク全体の通信コストを平
滑化することで，センサネットワークのライフタイムを最

• BSEA3：観測データから相関性の低いデータのみを抽

大化することを目的とした研究もある [20], [21]．なかでも

出し，そのデータのみを用いて BSEA2 と同様の処理

Luo ら [21] は，データを集約する経路全体に通信コストを

を行う手法

分散させることで，通信コストを可能な限り削減しながら通
信コストの平滑化を行う方法を示している．これらの手法

3.1 Shortest Path Tree の辺の重みの総和から求める
手法

は通信コストを平滑化できる一方で，センサネットワーク全
体の通信コストの総和は NSWC より高くなる．このため，

グラフ G(V, E) の通信コストの総和 WG は，グラフを構

無線センサネットワークの運用者が用途に応じて，提案手

成する各辺の距離 len(e(i, 1)) に依存する．2.2 節で述べた

法とこれらの手法を選択的に使うことがよいと考えられる．

ように，NSWC を用いる場合，センサノード vi がシンク

なお，これらの研究はシンクノードはあらかじめ与えら
れることを前提としており，最適なシンクノードを選択す
るための議論はされていない．

3. シンクノード決定問題の近似解法
2.2 節で述べたように，指定されたシンクノードに n 台

ノードに観測データを送信する通信コスト w(vi ) は，

w(vi ) ≥ H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 ) × len2 (e(i, 1))
で 与 え ら れ る ．こ の と き ，H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 )

<

2

len (e(i, 1)) であると仮定し，H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 ) の項
を定数と見なせるのであれば，通信コストは len2 (e(i, 1))

のセンサノードのデータを集約する場合において，NSWC

だけに依存することになる．BSEA1 は，SPT の辺の重み

で通信路を設計したときの通信コストを計算するため

の総和が最小になるセンサノードをシンクノード決定問

には，観測したデータを検査して条件付きエントロピー

題の近似解とする手法である．この手法のアルゴリズムを

H(X2 |X1 ), . . . , H(Xn |Xn−1 , . . . , X1 ) をすべて計算する必

図 2 に示す．BSEA1 で近似した通信コストを WG,SP T と

要がある．センサデータ長を K とすると，この計算のた
めに O(n2 K) の計算量を要する．さらに，通信コストが最
小となるシンクノードを見つけるためには，それぞれのセ
ンサノードをシンクノードとしたときの通信コストを計算

すると，その下限は，

WG,SP T ≥

n


len2 (e(i, 1))

i=2

し，その中で通信コストが最小となるものを見つける必要

で与えられる，つまり，SPT の各辺の距離だけを計算すれ

がある．つまり，条件付きエントロピーを計算する過程を

ば，通信コストの近似値を求めることができる．また，過

n 回繰り返す必要があるため，計算量の総計は O(n3 K) に

去の観測データを用いないため，WG,SP T を求める計算量

なる．本研究では，n の規模は 102 から 103 程度，K の規

は，SPT を求める計算量と等しくなる．

4

8

模は 10 から 10 程度を想定するため，この計算量は非常
に大きなものとなるが，厳密解を求める限りはこれ以下に
計算量を削減することは難しい．

3.2 条件付き情報量の計算を省略する手法
3.1 節で仮定した H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 ) < len2 (e(i, 1)) が

そこで本研究では，厳密な最適解を求めるのではなくシ

成り立たない場合は WG,SP T の近似の精度が悪くなる可能

ンクノード決定問題の近似解として，通信コストが低くな

性がある．しかし，WG の下限を厳密に計算すると，条件付き

るシンクノードを少ない計算量で求める手法を提案する．

エントロピーの計算に大きな計算コストがかかる．そこで，
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INPUT:
センサノードの集合: V = {v1 , v2 , . . . , vn }
OUTPUT:
近似解とするシンクノード: vt
function BestSinkEstimation1
begin
WG,SP T := ∞;
vt := nil;
foreach vi in V
begin
G := vi をシンクノードとする
Shortest Path Tree を作る;
c := 0;
foreach uj in V
c += len2 (e(uj , vi ));
{Path に沿って距離の 2 乗和を計算する.}
if WG,SP T > c then
WG,SP T := c;
vt := vi ;
end;
end;
return vt ;
end.
図 2 BSEA1 のアルゴリズム

Fig. 2 Process of BSEA1.

それぞれのセンサノードが観測するデータの相関性がそれほ
ど高くない場合については，H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 )  H(Xi )

INPUT:
センサノードの集合: V = {v1 , v2 , . . . , vn }
観測されたデータの結合ベクトルの集合:
B = {B1 , B2 , . . . , BK }
Bi = (x1i , x2i , . . . , xni )
OUTPUT:
近似解とするシンクノード: vt
function BestSinkEstimation2
begin
foreach vi in V
pi := vi に対応する確率分布 pi (vi ) を
B を使って計算する;
WG,N R := ∞;
vt := nil;
foreach vi in V
begin
G := vi をシンクノードとする
Shortest Path Tree を作る;
c := 0;
foreach uj in V
c += H(Xj ) × len2 (e(uj , vi ));
{pj を使って通信コストを計算する.}
if WG,N R > c then
WG,N R := c;
vt := vi ;
end;
end;
return vt ;
end.

と仮定し，条件付きエントロピーの代わりに，各センサ

図 3 BSEA2 のアルゴリズム

ノードの観測するデータの情報量 H(Xi ) を使って通信コ

Fig. 3 Process of BSEA2.

ストの近似値を計算できる．BSEA2 は，この通信コスト
が最小になるセンサノードをシンクノード決定問題の近似
解とする手法である．BSEA2 のアルゴリズムを図 3 に示
す．BSEA2 で近似した通信コストを WG,N R とすると，そ
の下限は，

WG,N R ≥

n


データだけを取り出してから，それらのデータを用いて

H(Xi ) を計算することで，H(Xi ) を H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 )
に近い値で計算できると考えられる．ここで，情報源 X̂ を

X = (X1 , . . . , Xn ) の発生させる情報のうち，頻度 δ より
も発生頻度の高いデータを取り除いた情報のみを発生させ

2

H(Xi ) × len (e(i, 1))

i=2

で与えられる．H(Xi ) を計算するための計算量は O(n) で
あり，SPT を求める計算量 O(n log n) よりも小さい．つま
り，この手法の計算量のオーダは，BSEA1 と等しくなる．

る情報源とし，X̂ = (X̂1 , . . . , X̂n ) と記す．このときの通
信コストの近似値を WG,R とすると，この下限は，

WG,R ≥

n


H(X̂i ) × len2 (e(i, 1))

i=2

で与えられる．BSEA3 は，このように相関の低いデータの

3.3 相関の低いデータを抽出して計算する手法
各センサノードで観測されるデータ間の相関性が高く

みを用いて通信コストを求め，この通信コストが最小にな
るセンサノードをシンクノード決定問題の近似解とする．

なると，3.2 節で述べた H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 )  H(Xi ) と

BSEA3 のアルゴリズムを図 4 に示す．どの程度の相関の

いう仮定が成り立たなくなり，通信コストの近似の精

あるデータを取り除けばよいかについては，4 章において

度が下がる．つまり，データ間の相関性が高くなると，

実際のデータの分析結果をもとに議論する．計算量につい

H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 ) < H(Xi ) となるため，3.2 節で述べた

ては，前処理として，各センサノードのデータの生起頻度

手法では通信コストの近似値 WG,N R が WG に比べて大き

を検査して相関の低いデータを抽出する処理に O(nK) の

くなる．これを防ぐために，H(Xi ) を計算する前にあらか

計算量が必要であり，H(Xi ) の計算には O(n) の計算量が

じめ相関性の低い観測データを検査によって抽出すること

必要となる．これらは SPT を求める計算量より低くなる

で，H(Xi |Xi−1 , . . . , X1 )  H(Xi ) となるようにする．観測

ことから，計算量のオーダは他の 2 手法と等しくなる．

データの相関性が高いとは，結合ベクトル X = (xi , . . . , x1 )
の観測頻度が高いデータのことである．つまり，過去の観

4. 評価実験

測データの結合ベクトルについて，それぞれの生起頻度を

本章では，3 章で述べた 3 つの提案手法の性能を評価す

調べ，その生起頻度が高いデータを取り除き，相関の低い

る．本稿ではこれ以降，厳密解で最適なシンクノードを求
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INPUT:
センサノードの集合: V = {v1 , v2 , . . . , vn }
観測されたデータの結合ベクトルの集合:
B = {B1 , B2 , . . . , BK }
Bi = (x1i , x2i , . . . , xni )
閾値: δ
OUTPUT:
近似解とするシンクノード: vt
function BestSinkEstimation3
begin
R := B の各要素について頻度リスト (hi , Bi ) を作る;
foreach r = (hi , Bi ) in R
if hi > δ
R から ri を取り除く;
foreach vi in V
pi := vi に対応する確率分布 pi (vi ) を R を使って計算する;
WG,R := ∞;
vt := nil;
foreach vi in V
begin
G := vi をシンクノードとする Shortest Path Tree を作る;
c := 0;
foreach uj in V
c += H(X̂j ) × len2 (e(uj , vi ));
{ 通信コストを計算する．H(X̂i ) は pi から計算する．}
if WG,R > c then
WG,R := c;
vt := vi ;
end;
end;
return vt ;
end.
図 4 BSEA3 のアルゴリズム

Fig. 4 Process of BSEA3.

図 5 実装したセンサノードによるデータ観測

Fig. 5 Snapshots on data monitoring using our sensor nodes.

ジュールを有し，充電式電池で駆動する数センチ角の小型
なセンサノードとした．このため，センサノードの通信可
能距離を考慮してセンサノード間の距離は最大でも 100 m
程度であり，1 km2 で 100 個程度，10 km2 で 1,000 個程度
のセンサノードを使用することを想定する．

4.1 評価実験に使用したデータ
4.1.1 実機による観測データ
実機により観測データを取得するために，テキサス・イ
ンスツルメンツ社の 16 ビット RISC チップである MSP430
をベースとし，12 bit の温度センサと微弱無線モジュール

める手法は，ナイーブな手法（naive）と記す．提案手法の

が搭載されている筆者らの研究グループで実装したセンサ

性能を評価するために，提案手法とナイーブな手法のそれ

ノードを利用した．2010 年 8 月 4 日 15 時 30 分から 17 時

ぞれを実行するプログラムを PC 上で実装し，以下の 2 つ

30 分の間，野外における温度を 1 秒ごとに計測した．この

の指標値を計算する．

時間帯の天候は晴れであり，温度は日なたでは上昇し，日

( 1 ) 近似解を求める計算に要する時間：シンクノード決定

陰では下降する傾向が見られた．このため，周囲に木のあ

問題の近似解を求める計算に要する時間．

( 2 ) 最適解に対する誤差：最適解に対する近似解の誤差．

る場所の近くに 36 個の実機を 300 mm 間隔で格子状に配
置することで，図 5 の上図から下図にかけてのように日陰

具体的には，WG,SP T ，WG,N R ，WG,R と，ナイーブな手

が移動し，実機の配置場所に対して相関性のある温度デー

法を用いて求めた最適なシンクノードを用いて NSWC

タを取得できた．それぞれの実機で 1 秒間隔で取得した温

でデータ集約する場合の通信コスト WG から，それ

度の観測値を 1 分間隔 60 個単位で微弱無線により 2 台の

らの誤差 RG,SP T = (WG,SP T − WG )/WG ，RG,N R =

PC へ送信した．このとき，同時刻に観測したすべての実

(WG,N R − WG )/WG ，RG,R = (WG,R − WG )/WG を

機からのデータを少なくとも一方の PC で受信できた，1

求めた．提案手法で求めたシンクノードが厳密解と一

つのセンサノードあたり 3,900 個の温度の観測値を評価実

致していれば，これらの誤差は 0 となる．

験で用いた．ここで，温度データ間の相関性を高めるため

評価実験では，センサノード数 n，計算に使用する観測

に，1 つ前に取得した温度の観測値と比べて “同じ”，“変化

値の量 K を変化させることで，これらの指標値がどのよう

している” で 2 値化した観測値を使用する．また，評価実

に変化するかについて調べた．評価実験のプログラムは，

験の結果に再現性を持たせるために，3,900 個の温度の観

HP Workstation xw6400（Dual Core Xeon 5140，4.00 GB

測値を 1,000 個ごとに分け，4 回の評価実験を行った．た

RAM，Windows Server 2003）上で C#を用いて実装した．

だし，すべての評価実験で観測値数を揃えるために，4 回

提案手法で用いるセンサノードは特に制限はないが，評

目の評価実験については，2,901 番目から 1,000 個の観測

価実験では，一般的なセンサノードを用いることを想定

値を使用した．評価実験の結果は，近似解を求める計算に

し，100 m 程度の距離を数百 bps 程度で通信できる無線モ

要する時間，最適解に対する誤差ともに 4 回行った評価実
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験の平均値を用いる．なお，今回の評価実験は提案手法の
性能を調べることを主目的としているため，温度データの
取得は実機のセンサノードを用いて行っているが，実機に

NSWC を適用して実際に消費電力が削減できるかについ
てまでは行っていない．実機への NSWC の適用について
は今後の課題の 1 つである．

4.1.2 アメダスデータ
センサノードや観測データを多数用いた評価実験を行う
ために，気象庁から提供されたアメダス（AMeDAS: Au-

tomated Meteorological Data Acquisition System）のデー
タを用いた．アメダスのデータを使用した評価実験では，
アメダス観測所をセンサノードと見なし，その中の 1 つを
シンクノードとする無線センサネットワークを想定する．
先述のように，本研究ではアメダスのような広域なセンサ

図 6

センサノードの配置例

Fig. 6 Example of the sensor nodes allocation.

ネットワークを実応用に考えているわけではないが，アメ
ダスの観測所間の距離を 1,000 分の 1 に縮尺すると，本研
究で想定するセンサネットワークの規模となる．日本で
は，天候がほぼ西から東へ推移するため，アメダスの降水
量データではデータ間に相関性があると考えられる．そこ
で評価実験では，アメダスの降水量の観測値を用い，デー
タ間の相関性を高めるために，降水量を “0” と “1 以上” で

図 7

観測データの分布例

Fig. 7 Example of data distribution.

2 値化した値を用いる．ただし，アメダスデータにおいて，
観測不能な観測値を含む観測所は除いている．評価実験で

の生起頻度順に並べたデータ列では，降水量データの “0”

は，まず，アメダスのある観測所（以下，中心観測所）を

と “1 以上” がそれぞれどれくらいの割合であるかが分か

選択し，中心観測所からの距離が小さい順に使用する数の

る．アメダスデータでは，中心観測所 10 地点のそれぞれ

観測所をセンサノードとして選択する．その後，提案手法

に対して計 10 回の評価実験を行った．

をそれぞれ用いて，シンクノード決定問題の近似解である
シンクノードを計算する．評価実験の回数を多くするため
に，中心観測所として，日本全国にわたる 10 の観測所（札

4.2 提案手法の性能についての評価実験
提案手法の性能を評価するために，センサノード数を増

幌，釧路，仙台，東京，小松，生駒山，広島，高知，博多，

やしながら，近似解を計算するのに要する時間と最適解に

鹿児島）を選択した．たとえば，生駒山観測所を中心観測

対する誤差を測定する評価実験を行った．

所として 100 ノードを選択するとセンサノードの分布は

まず，計算時間についての評価実験結果を図 8，図 9 に

図 6 のようになる．図 6 では，中心観測所である生駒山

示す．グラフの横軸はセンサノード数，縦軸は近似解を求

観測所を色分けし，センサノード間を結ぶ線は，通信経路

めるのに要する計算時間の平均値である．評価実験の結

の例として生駒山観測所をシンクノードとした場合の SPT

果から，計算時間は BSEA1，BSEA2，BSEA3，ナイーブ

の辺を示している．評価実験では，1 つのセンサノードあ

な手法の順に長くなることが分かった．BSEA1，BSEA2，

たり，アメダスデータの 2007 年 7 月から 2007 年 11 月ま

BSEA3 の計算量は O(n2 log n) であり，一方でナイーブな

での 5 カ月間における 22,032 個の降水量の観測値を使用

手法の計算量は O(n3 K) であることから，BSEA1，BSEA2，

した．降水量の観測値の例として，図 6 の 100 個の観測所

BSEA3 がナイーブな手法を下回るという妥当な結果が得

に対するデータ分布の一部を図 7 に示す．図 7 では，降

られている．BSEA1，BSEA2，BSEA3 の間で計算時間の

水量が “0” のときは黄色，“1 以上” のときは赤色で 1 ドッ

差が生じるのは，次の理由によるものである．BSEA1 で

トごとに色分けしている．縦軸は上から経度が小さい順に

行う SPT を求める処理は BSEA2，BSEA3 でも同様に行

ソートし，横軸は時間順と降水量データの生起頻度順でそ

う．このため，BSEA1 は他の 2 手法よりも短時間で計算

れぞれ示す．降水量データの生起頻度順で示したグラフで

できる．BSEA2 では，SPT の計算に加え，長さが K の

は，同時刻に “1” となる値が多いもの順で左から並べた．

データからエントロピーを求める処理に O(nK) の時間を

これを見ると，時間順に並べたデータ列では，中央付近や

要するため，BSEA1 に比べ，実計算時間は増加している．

右側付近で経度の小さい観測所から大きい観測所に向けて

BSEA3 では，さらに相関の大きいデータを削除するために

“1” となる値が推移していることが分かる．降水量データ

データ全体を走査する時間 O(nK) が加わるため，BSEA2
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センサノード数と計算時間の関係（実機）

Fig. 8 Number of sensor nodes v.s. computational time (actual
sensor nodes).

図 9 センサノード数と計算時間の関係（アメダス）

Fig. 9 Number of sensor nodes v.s. computational time

図 10 センサノード数と誤差の関係（実機）

Fig. 10 Number of sensor nodes v.s. accuracy (actual sensor
nodes).

図 11 センサノード数と誤差の関係（アメダス）

Fig. 11 Number of sensor nodes v.s. accuracy (AMeDAS data).

(AMeDAS data).

と比べても計算時間が増えている．ナイーブな手法と提案
手法の具体的な計算時間については，計算を行う PC の性
能に依存するが，本評価実験環境では，アメダスデータを
用いた場合，センサノード数が 100 のときには，ナイーブ
な手法，BSEA1，BSEA2，BSEA3 の順に，約 160 秒，約

0.091 秒，約 0.099 秒，約 83 秒であり，センサノード数が
500 のときには，約 1.9 × 104 秒（5.2 時間），約 3.0 秒，約
1,100 秒，約 3.0 × 103 秒（0.82 時間）であった．この結果
より，提案手法では，ナイーブな手法に比べ大幅に計算時
間を削減できることが確認できた．
次に，提案手法の最適解に対する誤差についての評価
実験結果を図 10，図 11 に示す．グラフの横軸はセンサ
ノード数，縦軸は最適解に対する誤差の平均値であり，エ
ラーバーは 95%信頼区間である．評価実験の結果から，最
適解に対する誤差は BSEA1，BSEA2，BSEA3，ナイーブ

図 12 近似解として求めたシンクノードの例

Fig. 12 Example of the location of the estimated sink nodes.

な手法の順に低くなることが分かった．3 章で述べたよう
に，BSEA1 では，WG の条件付きエントロピーの項を定

に対する誤差はほぼ 0 に近い．図 12 には，センサノード

数，つまり，観測データの分布が一様に近いと仮定する．

数 100 で中心観測所を生駒山にした場合の提案手法により

BSEA2 では，観測データの相関性が高くないと仮定し，

求められた近似解としてのシンクノードとナイーブな手法

BSEA3 では，観測データの相関性が高いと仮定する．相

により求められた最適なシンクノードの位置を示す．マー

関性のあるデータを用いて行った本評価実験においては，

カ上に書かれている数値は，その地点をシンクノードに用

仮定の制約を強めるほど，最適解に対する誤差が小さくな

いて NSWC を行った場合の通信コストを W o とすると，

るという妥当な結果が得られた．特に BSEA3 は，最適解

R = (WG − W o)/WG で表される最適解に対する誤差 R で
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ある．ナイーブな手法で求めた最適なシンクノードから離
れたシンクノードを使用するほど最適解に対する誤差が大

表 1

送信電力と消費電流

Table 1 Transmission power and current consumption.

きくなることが分かり，BSEA1，BSEA2 に比べ，BSEA3

送信電力 [dBm]

消費電流 [mA]

ではより最適に近いシンクノードを求められることが示さ

−25

8.5

れている．

−15

9.9

−10

11.2

−7

12.5

−5

13.9

の一部が故障したときに，センサネットワークを再構築す

−3

15.2

る場合を考える．センサノード数が 100 の場合では，ナ

−1

16.5

イーブな手法では約 160 秒要するのに対し，BSEA1 を用い

0

17.4

ここで応用例として，データ集約を行っている途中でセ
ンサノードを増やすときや，データ集約時にセンサノード

ることで平均で 30%程度の誤差を含むが約 0.091 秒まで，

BSEA3 を用いることで平均で 4%程度の誤差で約 83 秒ま
で計算時間を減らすことができる．一方で，センサノード
数が 500 の場合では，ナイーブな手法では 5 時間以上要す
るのに対し，BSEA1 を用いることで平均で 40%程度の誤
差を含むが約 3.0 秒まで，BSEA3 を用いることで平均で

2%程度の誤差で約 0.82 時間まで計算時間を減らすことが
できる．つまり，削減できる計算時間が最も少ない BSEA3
を用いてもセンサノード数が 100 のときでは 52%以下，セ
ンサノード数が 500 のときでは 16%以下に減らすことがで
き，最適解に対する誤差を平均で 4%程度と低い水準に抑え
られる．このように，提案手法は，センサノードの数が多

図 13 センサノード数と誤差の関係（2）
（実機）

Fig. 13 Number of sensor nodes v.s. accuracy (2) (actual
sensor nodes).

くなるほど削減できる計算時間を多くしながら近似解を求
める計算を実行でき，削減可能な時間と許容できる誤差に
対して適した手法を選択できると考えられる．また，セン
サノード数が 500 までの評価実験を行ったことから，ある
程度のスケーラビリティも確保できていると考えられる．

4.3 実用的な無線モジュールの消費電力モデルを用いた
評価実験
本研究では，センサネットワークで使用する無線モジュー
ルや無線方式などを限定しないために，4.2 節の評価実験
において，通信コストは通信データ量に比例し，通信距離
の 2 乗に比例するものとしたが，通信コストで通信距離

図 14 センサノード数と誤差の関係（2）
（アメダス）

Fig. 14 Number of sensor nodes v.s. accuracy (2)
(AMeDAS data).

の 2 乗とした項は，実際には，使用する無線モジュール
や電波の伝搬環境などで異なる．そこで，実用的な無線モ

た．評価実験の結果を図 13，図 14 に示す．グラフの横

ジュールを用いても提案手法が有用であることを示すため

軸はセンサノード数，縦軸は最適解に対する誤差の平均値

に，無線モジュールとしてテキサス・インスツルメンツ社

であり，エラーバーは 95%信頼区間である．最適解に対す

の CC2420 を用いることを想定した評価実験を行った．無

る誤差は BSEA1，BSEA2，BSEA3，ナイーブな手法の順

線モジュール CC2420 では，通信距離に合わせて電波強度

に低くなった．実機による観測データを用いた評価実験の

を変えられるが，評価実験では表 1 に示すように 8 段階

結果は，4.2 節の評価実験の結果と同じとなった．これは，

の電波強度を用いることとした．通信可能距離はそれぞれ

実機が格子状に配置されているため，隣接するセンサノー

の送信電力からフリスの伝送公式を用いて算出した．この

ド間の距離がすべて同じであることが要因としてあげられ

際，伝搬環境としては見通しの良い屋外を想定し，パスロ

る．一方，アメダスデータを用いた評価実験の結果では，

スは 2 で固定した．評価実験では，センサノード間で通信

BSEA2 と BSEA3 は，近似解としてすべて同じシンクノー

を行う際，通信可能距離以内で送信電力を最も低い電波強

ドを求めており，最適解に対する誤差はすべて同じとなっ

度に設定して行うものとし，その電波強度に対応した消費

た．これは，本評価実験では，BSEA2 と BSEA3 において

電力に通信データ量を乗じたものを通信コストとして扱っ

近似解を求める際に，通信コストで通信距離に関する項の
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重みが大きく，通信データ量の差異による影響が小さかっ
たことが考えられるが，さらに細かな電波強度の設定が可
能であれば，図 11 の評価実験の結果に近づくものと考え
られる．この評価実験により，最適解に対する誤差を小さ
くできる手法の順序は，4.2 節の評価実験の結果と同じで
あることが分かり，既存の無線モジュールの消費電力モデ
ルを用いても，提案手法の有効性は変わらないものと考え
られる．

4.4 相関の低いデータを抽出して計算する手法について
の評価実験

4.2 節の評価実験より，提案手法では，ナイーブな手法に

図 15 データを削除する観測頻度の閾値 δ と誤差の関係（実機）

Fig. 15 Threshold δ for deleting symbols v.s. accuracy (actual
sensor nodes).

比べ，BSEA1 が最も計算量が少なく，BSEA3 が最も最適
解に対する誤差が低いことが分かった．特に，BSEA3 に
おいては，近似解であるシンクノードを求める際に，相関
性の低いデータを抽出するために，データを削除する観測
頻度の閾値 δ を設定する必要があり，閾値 δ ，使用するデー
タ数により BSEA3 の最適解に対する誤差も影響すると考
えられる．そこで，BSEA3 の特性について詳しく調べる
ために，評価実験を追加して行った．まず，どれくらい相
関の低いデータを用いればよいかを調べるために，データ
を削除する観測頻度の閾値 δ を変えて，BSEA3 の最適解に

図 16 データを削除する観測頻度の閾値 δ と誤差の関係（アメダス）

対する誤差を求める実験を行った．センサノード数は，実

Fig. 16 Threshold δ for deleting symbols v.s. accuracy

機で取得したデータを使用した評価実験では 36，アメダス

(AMeDAS).

データを使用した評価実験では 100 である．使用したデー
タは 4.1 節で述べたデータと同じである．評価実験の結果
を図 15，図 16 に示す．グラフの横軸はデータを削除する
観測頻度の閾値 δ ，縦軸は最適解に対する誤差の平均値で
ある．閾値 δ が大きくなるほど，近似解を求めるために使
用するデータ数が多くなることから，BSEA3 の最適解に対
する誤差に影響すると考えられるが，本評価実験において
は，δ を変化させても BSEA3 の最適解に対する誤差が変
化しなかった．これは，データ分布を見たところ，データ
間の相関性が低いデータの中では，出現頻度が 1 回のデー
タの割合が，出現頻度が 2 回以上のデータよりも非常に多

図 17 使用データ数と誤差の関係（実機）

Fig. 17 Number of data v.s. accuracy (actual sensor nodes).

かったことが影響していると考えられる．データ間に相関
性のあるさまざまなデータで評価実験を行うことで，閾値

δ がどのように BSEA3 の最適解に対する誤差に影響を与
えるかについて調べることは今後の課題の 1 つである．
次に，BSEA3 を用いる際に使用するデータ数による影
響を調べるために，使用するデータ数を変えながら BSEA3
の最適解に対する誤差を求める評価実験を行った．センサ
ノード数は，実機で取得したデータを使用した評価実験で
は 36，アメダスデータを使用した評価実験では 100 である．
アメダスデータを使用した評価実験では，中心観測所 10
カ所に対して実験を行い，2007 年 7 月のデータから順に使
用した．評価実験の結果を図 17，図 18 にそれぞれ示す．

図 18 使用データ数と誤差の関係（アメダス）

Fig. 18 Number of data v.s. accuracy (AMeDAS).

グラフの横軸は使用データ数，縦軸は最適解に対する誤差
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の平均値である．この結果より，提案手法を用いるために

[7]

はデータ数が多い方が最適解に対する誤差が低くなる確率
が高くなることが確認できる．実機を使って取得したデー
タでは 1,000 以上，アメダスのデータを使用した場合では

10,000 以上のデータを使用すると，最適解に対する誤差が

[8]

0 になる割合が多くなり，最適解に対する誤差を小さくす
るためにはある程度のデータ数が必要であることが分かる．

5. まとめ
本研究では，無線センサネットワークにおいて，シンク
ノードがあらかじめ決定している場合に理論的に最も通信

[9]

[10]
[11]

コストの総和を最小化できる手法である NSWC を用いて
データを集約することを想定し，通信コストの総和を低く
抑えられるシンクノードを低コストで決定する手法を提案

[12]

した．提案手法は，データ間の相関性について厳密な計算
を行わないため，計算量を大幅に削減できる．評価実験の

[13]

結果，データ間の相関性について厳密な計算を行って最適
なシンクノードを求める手法に対して，提案手法では計算
時間をノード数が 500 の場合には 16%以下に削減でき，そ

[14]

の際の通信コストの増加は平均で 4%程度であることを確
認した．

[15]

今後は，NSWC を実際のセンサノードに実装すること
で，提案手法の実環境での問題発見およびその解決に取り
組むことを予定している．

[16]
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盤研究（A）23240010 の研究助成によるものである．ここ
に記して，謝意を表す．

[17]

参考文献

[18]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Akyildiz, I.F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y. and
Cayirci, E.: Wireless Sensor Networks: A Survey, Computer Networks: International Journal of
Computer Networks Telecommunications Networking,
Vol.38, No.4, pp.393–422 (2002).
Leonard, N.E., Paley, D., Lekien, F., Sepulchre, R.,
Fratantoni, D.M. and Davis, R.: Collective Motion, Sensor Networks, and Ocean Sampling, Proc. IEEE Special
Issue on the Emerging Technology of Networked Control Systems, Vol.95, No.1, pp.48–74 (2007).
Özgür Tan, H. and Körpeoǧlu, I.: Power Eﬃcient Data
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