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あらまし

近年，センサ同士が協調することでターゲット捕捉などに代表される様々なサービスを提供するセンサネッ

トワークが注目されている．しかし，各センサの機能は大きく制限されるため，高精度で常にターゲットを捕捉する
ことは極めて困難となる．本研究ではこの問題を解決するために，
（1）複数センサによる監視，
（2）ターゲットの移動
に応じた監視センサの迅速な引継ぎ，の 2 つを満たすトラッキングアルゴリズムを提案し，シミュレーション実験に
よりその有効性を確認する．本提案機構を用いることで，ターゲットの高速移動時においても低い通信オーバヘッド
で監視センサを決定し，高いトラッキング確率を維持できることを明らかにする．
キーワード センサネットワーク，複数センサ，移動ターゲット，トラッキングアルゴリズム
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Abstract We consider the problem of moving target tracking in Wireless Sensor Network (WSN). In WSN which
consists of great number of sensors, their capability is limited to quite low performance because of their low cost.
Therefore, it is important to satisfy flowing two requirements for the target tracking: (I) Multi-point surveillance
with appropriate number of sensors that depends on the characteristics of applications and user requirement, (II)
Dynamic switching and quick decision of monitoring sensors in response to the movement of target. Therefore, we
propose multi-point surveillance scheme of moving target and evaluate its performance. Through the simulation
experiments, we demonstrate that our proposed scheme can quickly and appropriately decide the monitoring sensors with low communication overhead in response to the movement of target, thereby maintaining high tracking
probability even for the high speed target.
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1. は じ め に
近年の無線通信技術の発達やコンピュータの小型化に伴い，

Rc

様々なものがネットワークに接続され相互に情報を交換可能な

Rs

「ユビキタスネットワーク」が実現すると考えられる．ユビキ

Sensor

Sensing area

タスネットワークにおいてユーザに適切なサービスを提供する
には，ユーザの周辺環境情報や要望を認識した上で情報を提供

Communication area

可能なセンサネットワーク技術が必要不可欠になる [1]．センサ
ネットワークでは，各センサが隣接センサと通信を行い協調動

図 1 センサ能力

作することで，様々な分野において多様なサービスを提供可能
であると考えられる．本研究では，人や移動体のトラッキング
サービスに着目する．

Active

Listen

Sleep

a[sec]

b[sec]

c[sec]

センサネットワークは，森林観測や人流観測を目的として
図 2 状態遷移モデル

様々な環境で動作することが望まれるため，各センサは小型か
つ低コストである必要がある．その結果，電源，メモリ，プロ
セッサの性能は大きく制限されるため，センサのセンシング能

•

コミュニケーション能力

力・通信能力も大きく制限される．そのため，個々のセンサが

半径 Rc の円内のコミュニケーション範囲においてブロードキャ

取得可能な情報は制限され，詳細な情報を取得できない．そこ

スト通信のみが可能

で，一つの監視対象オブジェクトを複数のセンサで同時に捕捉

また，各センサは自身の省電力化のために，図 2 に示すよう

し，取得した情報を統合することによって，ターゲットの存在

に Active, Listen, Sleep の 3 状態を一定期間ごとに順に遷移す

位置や進行方向などの詳細な情報を取得するセンサフュージョ

るものとする．ここで，Active 状態のセンサはターゲットのセ

ン技術が必要になる [2]．以上のことから，センサネットワーク

ンシング及び他のセンサとのメッセージの送受信が可能である

では複数のセンサを利用したターゲット捕捉アルゴリズムの提

とし，Listen 状態では他のセンサからのメッセージの受信のみ

案が重要になる．

が可能な状態とする．また，Sleep 状態は通信，センシング共

これまでに我々は，複数のセンサで同時にターゲットを監視
するための手法 (基本手法) を提案したが [3]，その手法ではター

に不可能な省電力状態とする．ここでは，各状態滞在期間をそ
れぞれ a, b, c[sec] と定義する．

ゲットの移動速度に応じて性能が急激に劣化するという問題が

2. 2 基 本 手 法

発生することを明らかにした．これは，ターゲットの移動によ

本節では，文献 [3] で我々が提案した基本手法において，ア

るターゲット周辺の Active センサ分布状況の動的な変化に，基

プリケーションやシステムが要求するセンサ数 M 個のセンサ

本手法が素早く対応できないためである．この問題を解決する

でターゲットを捕捉するまでの流れ，及びその手法を用いた場

ためには，ターゲットの移動に応じて監視センサを順に引き継

合の問題点について述べる．

ぎつつ変更する必要がある．

基本手法では，各センサはメッセージの受信数に基づいて，

そこで本研究では，ターゲットの移動性を考慮してこの基本

自身がターゲットを監視する Active 状態に留まるか，監視せ

手法を改良し，改善手法のターゲットの移動速度に対する耐性

ずに Listen 状態に遷移するかを自律分散的に決定する仕組み

をシミュレーション実験によって明らかにする．さらに改善手

になっている．この動作は，ターゲット検知通知と捕捉センサ

法について，センサの配置密度や配置パターンによる影響を調

決定の 2 つの処理からなる．

査し，改善手法の適応性を示す．

1 ターゲット検知通知
センサは Active 期間中，センシング範囲内のターゲットの有

2. ターゲットトラッキング手法

無を常に監視する．新規にターゲットを検出した場合，コミュ

本章では，仮定するセンサの仕様や基本手法 [3] について説

ニケーション範囲内に ALERT メッセージを送信して，その検

明した後，移動ターゲットに対する基本手法の問題点を示し，

知を周辺のセンサに通知する．ALERT メッセージを送信した

最後に問題点を考慮した改善手法について述べる．

センサは Active 状態を維持する．

2. 1 センサの仕様

2 捕捉センサ決定

センサの能力はセンシング能力，コミュニケーション能力の

ALERT メッセージを受信した Active/Listen 状態の各センサ

2 つに大別される．本研究では低機能なセンサにより構築され

は，ターゲットが近隣に存在すると判断して直ちに Active 状

たセンサネットワークを仮定し，各センサの機能を図 1 に示す

態を維持/に遷移し，自身のセンシング範囲内におけるターゲッ

ように定義する．

トの有無を確認する．検知不可能な場合は Listen 状態に遷移

•

センシング能力

するが，検知可能な場合は他の Active センサから送信される

半径 Rs の円内のセンシング範囲においてターゲットの存在の

メッセージとの衝突を避けるために 0∼1[sec] のランダム待ち

有無のみを検知可能

時間を計算する．各センサはこの待ち時間が経過した時点の受
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状態センサ
の受信

1. Active
ALERT

ターゲットを検知？

No

yes

1.II

説明し，主な改良点について述べる．その後，改善手法で提案

ターゲット検知センサ
ALERTの送信

状態センサ
の受信

2. Listen
ALERT

状態遷移を継続
状態を継続)

ランダム待ち時間の決定

1.I
(Active

タイマがexpire

ランダム待ち時間の決定
タイマがexpire

状態遷移を継続
状態を継続)

2.II
(Listen

受信メッセージ数>M

No

yes

へ遷移

状態に遷移

受信メッセージ数がM未満
Yes

状態へ遷移

2.I Active
2.I.a Listen

1.II.b センサはListen

No

No

1.II.a 2.I.b
DETECT送信Active状態（センシング）

ターゲットを検知？
Yes

図 3 ターゲット捕捉の流れ

するメッセージ送信制御について述べる．
基本手法では，捕捉センサ決定段階において Active，Listen
状態のセンサは同じ動作を行なっていたが，これによって状態
同期が発生していた．そこで，改善手法では，これ回避するこ
とを目的として，ALERT メッセージ受信時のセンサの状態に
よって，捕捉センサ決定処理を変更する．

1. ALERT を受信した Active 状態のセンサ
Active 状態のセンサは，ターゲットを検知可能かどうかによっ
て自身の状態を次のように決定する．

I. 検知不可：この時，ALERT メッセージを受信してい
るため，受信センサは周囲にターゲットが存在すると推測し，

信しているメッセージ (ALERT/DETECT) の合計数によって

残りの状態滞在時間に加えてある一定期間状態遷移を延長し

以下のように動作する．

Active 状態を維持する．

(a) M 個未満：M 個のセンサでターゲットを監視できてい

II. 検知可能：ランダム待ち時間を計算し，ランダム待ち

ないと判断し DETECT メッセージを送信し，Active 状態を

時間経過時点までに受信した ALERT メッセージと DETECT

維持．

メッセージの合計数によってさらに以下の動作を行う．

(b) M 個以上：すでに M 個のセンサでターゲットを監視し
ていると判断し，メッセージを送信せず Listen 状態に遷移．
基本ターゲット捕捉手法は，複数センサによるターゲットの
捕捉のみを目的として設計されているため，ターゲットの移動
性は考慮されていない．そのため，移動ターゲットをトラッキ
ングする場合においては以下の 3 つの問題が発生し得る．

1 複数のセンサ間の状態同期

(a) M 個未満：DETECT メッセージを送信し，ターゲッ
トの監視を行う．

(b)

M 個以上：DETECT メッセージを送信せず Listen

状態に遷移する．

2. ALERT を受信した Listen 状態のセンサ
Active 状態のセンサと異なり即座にランダム待ち時間を決定す
る．ここで，Listen 状態のセンサのランダム待ち時間の最小値

ALERT メッセージを受信したがターゲットを検知不可能なセ

は Active センサのランダム待ち時間の最大値よりも大きな値

ンサは，ほぼ同時に Listen 状態に遷移するため，それらのセン

に設定し，Listen 状態のセンサは必ず Active 状態のセンサの

サの以降の状態が同期することになる．このような場合，ター

後に監視するかどうかの判断を行う．ランダム待ち時間経過後，

ゲットを監視している M 個のセンサのセンシング範囲からター

受信メッセージ数に基づいて次のように動作する．

ゲットが離脱した際に，新たにターゲットを検知する Active 状

I.

M 個未満：更に監視センサが必要であると判断し

態のセンサが存在しない可能性が高く，継続的なターゲットト

Active 状態へと遷移し，ターゲット検知可能かどうかによって

ラッキングが困難となる．

自身の状態を決定する．

2 消費電力と遅延の増加
ALERT メッセージを受信したセンサはターゲットの検知の可
否に関わらず，すべて一度 Active 状態に遷移する．一般的に
状態遷移には電力消費と状態遷移完了までの遅延が発生するた

(a)

検知不可：Listen 状態へ遷移する．

(b)

検知可能：DETECT メッセージを直ちに送信しター

ゲットの監視を行う．

II.

M 個以上：そのまま Listen 状態を継続する．

め，各センサの消費電力が増加し，センサネットワーク全体の

2. 4 問題点に対する改良

ライフタイムの減少，及び通信性能の低下の要因になる [4]．

改善手法は，予め設定したセンサの状態遷移サイクル (図 2)

3 メッセージの衝突及び捕捉センサ決定時間の増加

を維持するための制御 (図 3 (1.I),(2.II)) を加えているため，基

メッセージ衝突回避の目的で DETECT メッセージの送信時に

本手法の 1 つ目の問題点であるセンサの状態の同期を抑制する

0∼1[sec] までのランダム待ち時間を計算している．そのため，

ことが可能となる．ここで，ALERT メッセージの受信はター

ターゲットを捕捉可能なセンサが多く存在する場合，メッセー

ゲットが近くに存在することを示すため，移動してくるター

ジの衝突回避ができず，M 個の捕捉センサの決定が困難にな

ゲットを確実に捕捉する目的で，図 3(1.I) では，残りの Active

る．逆にセンサ数が少なく衝突確率が低い場合は，DETECT

状態時間＋ある一定期間，Active 状態を継続するように変更を

メッセージの送信までの待ち時間が大きく，捕捉センサ決定ま

加えている．ここでは，追加する時間を 2[sec] とする．なお，

での待ち時間が増加し，M 個で同時にターゲットを監視可能

最適な Active 追加時間の決定は本研究では対象としないが，将

な期間が減少してしまう．

来的には調査を行う予定である．

2. 3 改 善 手 法
本節では，前節で述べたターゲット移動時の基本手法の問題
を考慮した改善手法について，図 3 のフローチャートを用いて

また，図 3 (1.II),(2) の処理では，前節で述べたように Active，

Listen 状態のセンサ毎にランダム待ち時間を異なる値に設定す
る．このことにより，Listen 状態のセンサは Active 状態でター
ゲットを捕捉可能な全センサの数が M に満たない場合のみ，
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表 1 シミュレーションパラメータ

Simulation time

600 [sec] (10 [min])

Simulation area

6000 [m] × 6000[m]

Target

Grid

Deployment

Grid(interval 4/6 [m]) or Random

Required number of sensors

M =3

6000[m]

Sensing Range

Rs = 10 [m]

Communication Range

Rc = 20 [m]

Sojourn time of each state

Active(a):Listen(b):Sleep(c) = 1:1:1

Random

(a = 4 [sec], b = 2 [sec], c = 4[sec])
Speed of target

0∼10 [m/sec]

Message length

10 [bytes]

Sensor

6000[m]

図4

Slot Time

400 [µsec]

Maximum Slot

ActMax = 30, LisMax = 128

Bandwidth

250 [kb/s]

Y =

シミュレーションモデル

a + 2b
× X．
a + 2b + c

(4)

表 1 のパラメータを式 (3)，(4) に代入すると，Y はセンサ配
ターゲットを監視することになる．以上の制御より，Listen 状

置間隔 4[m] では 12 個，6[m] では 5.6 個となる．以降，本研究

態から Active 状態への状態遷移回数を削減し，基本手法の 2

では，表 1 に示すように要求センサ数 M = 3 に固定するため，

つ目の問題である消費電力も低く抑えることが可能となる．

配置間隔 4[m] をターゲット検知可能なセンサ数が多い dense，

最後に基本手法の 3 つ目の問題を解決するためのメッセー
ジ送信制御について説明する．改善手法ではメッセージ送信タ
イミング決定にタイムスロット方式を用いる．最近のセンサ
の実装品では無線チャネルアクセス制御方式 (MAC) として，

配置間隔 6[m] をセンサ数が少ない sparse と定義する．
本研究では，手法の性能評価を行うための性能指標として以
下の 3 つを用いる．

•

Convergence Time

IEEE802.15.4 [5] で採用されている CSMA/CA や，TinyOS [6]

ALERT メッセージが送信されてから要求センサ数 M で捕捉

で採用されている CSMA など様々な MAC プロトコルが採用

するまでの所要時間．

されている [7], [8]．本提案機構はどの MAC プロトコルが用い

•

Tracking 確率

られても正常に動作することを目的とし，各センサはメッセー

シミュレーション時間に対し要求センサ数 M で捕捉できる時

ジの衝突回避のためにフレーム送信時間を考慮したタイムス

間の割合：

ロット値に基づき，ランダム待ち時間を算出する．算出方法を

T racking prob. =

以下に示す：

Random delay time = Random value × Slot time，
(1)
Data size
+ P ropagation Delay ．
(2)
Slot time =
Data rate

•

T racking period
．
Simulation time

Message overhead

単位 Tracking 確率当たりのメッセージ交換数：

M essage overhead =

本研究では，Active，Listen 状態センサにおけるスロット数の
最大値をそれぞれ ActMax，LisMax とする．

(5)

N um. of messages
.
T racking prob.

(6)

4. シミュレーション結果

3. シミュレーションモデル

本章では，シミュレーション結果を示す．まず，基本手法と

本節では，本研究で提案したターゲット捕捉手法を評価す

改善手法の性能比較を行い，改善手法の有効性について検証す

るために用いたシミュレーション環境について述べる．シミュ

る．その後，改善手法の詳細な性能について調査する．ここで

レーションパラメータを表 1 に示す．シミュレーションは，図

は，要求センサ数 M を 3 とした場合を評価する．

4 に示すようにセンサの配置パターンとして，グリッド，ラン

4. 1 アルゴリズムの性能比較

ダムの 2 種類の環境を仮定する．ここで，グリッド配置ではセ

本節では，基本性能を調査するために，まず，グリッド配置

ンサの配置間隔が 4[m]，6[m] の場合について調査を行い，ラ

(dense) 環境においてシミュレーションを行い，ターゲット移

ンダム配置では，グリッド配置と同じ数のセンサをエリア全体

動速度を変化させた際の基本手法と改善手法の性能を 3 章で述

にランダムに配置する．

べた性能指標を用いて比較した．

また，シミュレーションモデルにおいてターゲットを捕捉可

4. 1. 1 Tracking 確率

能なセンサ数，つまり，M 個の監視センサの候補となり得る平

図 5 にターゲットの移動速度を変化させた場合の Tracking

均センサ数 Y は，ALERT メッセージを受信しターゲットを検

確率を示す．図より基本手法 (図中，“basic scheme”) は 2.2 節

知可能な状態である Active，Listen 状態のセンサの平均個数

で述べたセンサの状態の同期が発生し，周囲にターゲットの移

より算出することができ，次式で表される：

動を検知可能な Active 状態のセンサが存在しなくなるため，移

X =

π × Rs2
，
(Interval between sensors)2

動速度の増加に応じて急激に Tracking 確率が減少している．こ

(3)

こで基本手法において，ターゲットの移動速度が秒速 2[m] 付
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る．しかし，この Message overhead の増加がデータ通信に与

0.3

える影響は極めて小さい．例えば，ターゲットの移動速度が秒
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速 10[m] で単位時間当たりのメッセージ交換に必要となる帯域
は以下の式 (7) より算出すると物理帯域の 0.4 ％程度となり，
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この影響はほとんど無視できることがわかる．
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上記の結果より，改善手法は高速で移動するターゲットに対
しても低い Message overhead を保ちつつ，高速に M 個の監
視センサを切り替え，その結果，高い Tracking 確率を達成で
きることが確認できた．次章では，この改善手法の性能につい

近で Tracking 確率が増加しているのは，センサ配置パターン
と状態遷移サイクルの影響によるためである．一方，改善手法

(図中，“enhanced scheme”) は，ターゲットの移動速度に依存
せず Tracking 確率がほぼ一定で高い値を示しており，移動に
よる影響が少ないことがわかる．

4. 1. 2 Convergence Time
次に図 6 にターゲットの移動速度を変化させた場合の Con-

vergence time を示す．図より基本手法の場合，Convergence
time は改善手法と比較してかなり大きな値 (10 倍以上) とな
ることがわかる．これは，基本手法の DETECT メッセージ送
信までのランダム待ち時間が 0∼1[sec] の間で決定されている
ためである．一方，改善手法の Convergence time に注目する
と，ターゲットの移動速度が変化しても，ほぼ一定の値を示し
ている．これは，式 (2) で示すように非常に小さなスロット値
によってランダム待ち時間が決定されているためである．この
スロットベースでのランダム待ち時間の決定により，ターゲッ
トの移動速度に依存することなく Convergence time を短縮可
能であることがわかる．

4. 1. 3 Message overhead
図 7 に Message overhead を示す．図より改善手法の Mes-

sage overhead は基本手法に比べて約 3∼4 倍と高くなることが
わかる．これは改善手法において出来る限り状態遷移サイクル
を維持するように制御しているためである．つまり，改善手法
では，基本手法において発生したセンサの状態の同期が抑制さ
れ，ターゲットを検知可能なセンサ数が増加する．その結果，

ALERT メッセージ数が増加し，Message overhead が増加す

て詳細に調査を行う．

4. 2 改善手法のセンサ配置・密度による影響
本節では，改善手法の詳細な性能について述べるために，セ
ンサの配置パターンをグリッド・ランダムと変化させ，さらに
センサの密度が dense，sparse と変化させた場合の性能を比較
する．

4. 2. 1 Tracking 確率
図 8 にターゲットの移動速度を変化させた場合の Tracking
確率を示す．まず，密度の影響に着目すると，図より dense の
場合が sparse より良い結果を示していることが確認できる．こ
れは，センサ密度が高い dense では，ターゲット周辺に存在す
る Active センサ数が sparse に比べ多く，ターゲットの移動を
検知しやすいためである．次に，センサの配置パターンの影
響に着目してグリッドとランダムを比較すると，グリッド配置
の方が良い性能を示していることがわかる．これは，ランダ
ム配置では，ターゲット周辺のセンサ数が一定でないことが原
因である．また，ターゲットの移動速度が秒速 4[m] 以降では

Tracking 確率はセンサの配置パターンや密度に依存することな
く収束しはじめており，ランダム配置で sparse であるような最
悪の場合においても改善手法では 50 ％以上の Tracking 確率を
達成できることがわかる．

4. 2. 2 Convergence Time
図 9 に Convergence time を示す．図より配置方法や密度に
関わらず Convergence time は常に 0.01[sec] 以下であり，配
置密度が sparse の場合，ターゲットの移動速度による影響が
大きいことがわかる．2 章で説明したように，改善手法では，
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と遅延の増加，メッセージの衝突と捕捉センサ決定時間の増加
という 3 つの問題点を指摘した．これらを踏まえ，センサの状

0.009

態遷移の継続，状態遷移回数の抑制，タイムスロットベースで
0.0085

のメッセージ送信待ち時間の決定を実現する改善手法を提案し
0.008

た．シミュレーション実験により，改善手法は基本手法に比べ，
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高速で移動するターゲットに対しても低い Message overhead
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を保ち，捕捉センサを迅速に決定し，極めて高い Tracking 確
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率を達成できることを示した．さらに，改善手法は，どのよう
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なセンサ配置環境下においても，高い性能を維持でき，最悪時
においても 50 ％の確率で M 個のセンサでターゲットを捕捉で
きることを明らかにした．

Listen 状態のセンサの DETECT メッセージを送信するまでの
待ち時間が Active 状態のセンサの待ち時間よりも大きな値と
なるため，Active センサ数が少ない sparse では，要求センサ
数 M を Active 状態のセンサだけで満たすことができず，頻繁
に Listen 状態のセンサが Active 状態に遷移してターゲットを
捕捉することになる．これにより，ターゲットの捕捉開始まで
の Convergence time が増加している．

4. 2. 3 Message overhead
図 10 に Message overhead を示す．図よりターゲットの移
動速度に応じて Message overhead が増加していることがわか
る．これはターゲットの移動速度が速くなるほど，M 個の監視
センサを切り替える回数が多く必要となるため，ALERT メッ
セージの発生回数が増加することが原因である．しかし，前節
で説明したようにメッセージ交換に要する帯域は，ランダム配
置 (dense) 環境でターゲットの移動速度が秒速 10[m] の場合で
も物理帯域の 0.45 ％と極めて低く，本提案手法がネットワーク
資源にほとんど影響を与えないことを確認している．
以上のことから，改善手法ではどのようなセンサ配置環境下
においても，低い Message overhead で迅速に捕捉センサを決
定し，高い Tracking 確率を実現できることを明らかにした．

5. ま と め

今後は，要求センサ数 M を変化させた場合の影響や最適な

Active 追加時間の調査，消費電力の導出の検討などが考えら
れる．
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本研究では，センサネットワークにおけるターゲットの移動性
を考慮した新しい複数センサによるトラッキング手法を提案し，
シミュレーションによって評価を行った．まず，基本手法におけ
るターゲット移動時に生じる，センサの状態の同期，消費電力
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