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あらまし 通信インフラが大規模な損傷を受けるような災害時において，安否情報の共有や建物内部・道路の
被災情報の共有を行うための現実的な情報流通手段が必要である．本論文では，まず，特に通信が困難で劣悪な
通信環境を前提とせざるを得ない建物内において有効な通信方式である蓄積搬送型通信の効率性について述べる．
更に，複数の救援者が協力して探知した情報を，蓄積搬送型通信に基づく通信方式によって効率的に共有し，収
集された情報を統合して建物内の構造を推定する方法の提案とその適用可能性を示す．
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機構 (NICT) において，山間部など広域過疎地域にお

1. ま え が き

けるユビキタス通信環境実現を目指した技術開発プロ

ユビキタス社会を実現する研究の進展に伴い，広帯

ジェクトが実施された [2]．劣通信環境における情報

域・低遅延の通信ネットワークの構築が困難若しくは不

通信技術は，DTN (Delay- and Disruption-Tolerant

可能であり，通信の遅延 (Delay) や切断 (Disruption)

Networking) と呼ばれ，近年，精力的に研究開発が

が頻繁に発生するような劣通信環境において，一定

進められている [3], [4]．これまで，移動体で構成され

の性能を確保できる情報通信技術の必要性が高まって

るアドホックネットワーク，センサとセンシングした

いる．劣通信環境とは，例えば，通信インフラが大規

データを集積するシンクで構成されるワイヤレスセン

模な損傷を受けるような災害地域，気象観測・地震観

サネットワークなどの研究も進んでいるが，DTN 技

測・農作物生育状況調査・動植物生態系調査・水質調

術は，これらの技術と関連して，想定されているより

査など，通信インフラが存在しない場所における大量

劣悪な通信環境においても，対象に応じて許容可能な

のセンサを用いた自然環境情報の収集，また宇宙空間

性能を確保することを目指す基盤技術である．

における惑星間通信などが代表的なものである．災害

本論文では，特に通信インフラが大規模な損傷を受

時における現実的な情報流通手段の確立は，国際的に

けるような災害時における，建物内部の被災情報の収

も災害対策の観点からも重要な検討項目である [1]．精

集・共有のための情報流通技術，及びそれに基づく被

度の高い自然環境情報収集については，気象・地震・

災状況推定を行うための技術を扱う．災害時における

災害などの予測や生産性向上などへの多大な効果が

建物内部においては，通常の通信が不可能であり，本

期待されている．また，NASA の惑星間通信ネット

質的に通信が困難で劣悪な通信環境を前提とせざるを

ワークプロジェクトにおける深宇宙空間の探査が進行

得ない．しかし，建物内に残された人々の救援活動を

している．我が国でも，2006 年度から情報通信研究

行うためには，救援者や救助ロボットが探査した情報
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路を正確に取得できないからである．レーザ計測機器

れておらず効率性は不明であった．したがって，グラ

などを用いて高精度な位置推定を行うことも可能では

フ上の蓄積搬送型通信の効率性について，その特性を

あるが，災害時の救援活動においては，まだロボット

明らかにすることによって，適用可能性やその限界を

に完全に任せることができず人間が行うことが多いた

明確にする必要がある．

め，高度な機器を安定した状態で使用することは現実

次に，ノイズが含まれたノード移動情報から構造情

的ではない．そのため，地磁気センサや加速度センサ

報を推定する技術として，本論文では確率的推定法を

などの簡易なセンサのみを用いて，ノイズや誤差が含

検討し，その適用可能性を調べる．推定法としては，

まれた位置情報の系列しか得られないことを前提にせ

ロボット制御の分野において Simultaneous Localiza-

ざるを得ない．そのような情報を統合して構造を推定

tion And Mapping (SLAM) が知られている [8]．こ

することは自明ではない．以上から，災害時の建物内

れは，単数または複数のロボットが建物内の探索を行

部の被災情報の収集・共有及び被災状況推定を行うた

いつつ，同時に自己位置や詳細な構造の推定を行うこ

めには，少なくともこのような劣通信環境において有

とを目的としている．一般的にはソナーセンサやレー

効に働く DTN 技術と，ノイズが含まれたノード移動

ザ計測装置など高精度な情報が収集できることを前提

情報から構造を推定する技術が必要不可欠である．

としており，比較的小さな誤差の蓄積によるひずみの

本論文では，まず，災害時の建物内部における DTN

拡大を抑制して精度の高い詳細な建物内構造を把握す

技術として蓄積搬送型通信に基づくものを検討し，そ

ることに焦点が置かれている．しかし，探索するノー

の適用可能性について調べる．蓄積搬送型通信とは，

ドがロボットではなく人間である場合，そのまま適用

長距離の通信が困難であって至近距離のノード間での

することは前述のように困難である．また，被災建物

み通信が行われる状況において，移動ノードが相互に

における救助計画を策定するためには，リアルタイム

近づいたときに蓄積した情報を交換・共有することを

での自己位置推定よりもむしろ複数の探索者が収集し

繰り返すことによって情報を伝搬するという通信方式

た情報を統合して構造全体を推定することが重要と思

である．例えば，本論文で扱っているような通信イン

われる．この場合，SLAM とは別に，収集された情報

フラが大規模な損傷を受けるような災害時，被災建物

から事後に構造を推定する方法が必要となる．そこで

内では電波の到達距離が短く無線 LAN 環境も利用で

本論文では，複数のノードが蓄積搬送型通信を行う際

きないため，複数の救援者や救助ロボットが探知した

のノード間通信を利用することにより，妥当な構造を

情報の共有・収集には Zigbee や Bluetooth などの至

確率的に推定する方法を提案し，その適用可能性を調

近距離通信を用いる蓄積搬送型通信によらざるを得な

べる．

い．更に，救援のためのロボットや人間の数は限られ

本論文の構成は以下のとおりである．まず，2. にお

ているため，それらの間でアドホックネットワーク通

いて，蓄積搬送型通信による情報共有過程について述

信を用いるとしても常に連結性を保つことはできず，

べ，更にグラフ上の情報共有過程に関する理論的な結

必然的に蓄積搬送型通信を用いることになる．ほかに

果について述べる．次に，3. において，蓄積搬送型通

も，海洋探査において，水中では電波の到達距離は短

信を利用した構造推定について述べる．最後に 4. に

いために音波を用いた通信などが検討されているが，

おいて，本論文全体のまとめを行う．

それでもなおセンサや探査艇の移動範囲の大きさに比
べて通信距離が短い．したがって，多数のノード間で

2. 蓄積搬送型通信による情報共有過程

は蓄積搬送型通信を用いることになると考えられる．

本章では，まず蓄積搬送型通信による移動センサ間

蓄積搬送型通信による情報共有の効率性については，

情報共有を扱う数理モデルとして一般の d 次元格子空

これまで筆者らによって調べられてきた [5]〜[7]．そ

間内における情報共有過程に関する結果を紹介し，更

こでの結果は，一般的な d 次元空間において，ノード

にグラフ上の情報共有過程に関する結果を述べる．

数が少ない場合は情報収集の効率はあまり良くないが，

2. 1 d 次元格子空間における情報共有過程

十分多ければ効率はかなり改善することを示唆してい

d 次元格子空間（d 次元完全格子グラフ）に N 個の

る．建物内部の構造（通行可能通路）を対象とする場

センサが配置されている状況を考える．ただし，すべ

合，一般的にグラフ構造，特に部分格子グラフと仮定

てのセンサは，初期状態として，互いに相異なる場所

することが妥当と考えられるが，まだほとんど調べら

にあるものとする．また，各センサはそれぞれ固有の
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情報 {Ii } (1 ≤ i ≤ N ) をもっているとする．各セン
サは不規則な動きとしてランダムウォークを行い，時
刻ステップごとに，近接格子点への移動を繰り返して
いく．近距離無線通信の効果として，同じ格子点上に
きて出合ったセンサ同士は互いのもつ情報をすべて共
有して蓄積するものとする．例えば，情報 {I1 , I2 } を
もったセンサと {I2 , I3 } をもったセンサが出合った際，
情報共有を行うことで両者は次には情報 {I1 , I2 , I3 }
を保持するようになる．また，3 体以上のセンサが出
合った場合も，それらの情報集合の和集合を保持する
ようにする．簡単のため一般性を失うことなく，本モ
デルにおいては情報は N 種類あり，その数は常に一
定とする．
情報共有過程の性能評価尺度として，次の二つの情
報収集時間を考える：(1) 少なくとも一つのセンサが
すべての情報を収集するまでにかかる時間 T1 ，(2) す
べてのセンサがすべての情報を収集するまでにかかる
時間 T2 ．
定義から，(0 <)T1 ≤ T2 である．センサはランダ
ムウォークを行うため，情報収集時間は確率変数とし
て与えられる．そこで，T1 , T2 の（補累積）分布関数
を次のように定義する．

F1 (t) = P (T1 > t),

F2 (t) = P (T2 > t).

(1)

これらの分布関数の特性を調べることにより，情報共
有過程の性能を解析することができる．

2. 2 情報収集時間分布
格子空間が非有界な場合，d = 1, 2 の分布関数の漸
近形は一般的にべき分布的になる [5]．

F1 (t; N ) ∼ t−s1 (N ) ,

F2 (t; N ) ∼ t−s2 (N ) . (2)

ただし，s1 (N ), s2 (N ) はべき指数である．なお，これ
らは，移動センサの初期配置に依存しない．実際，セ
ンサの初期配置として，一様にランダム配置した場合
や，等間隔に並べた場合について調べた結果，漸近的
な分布形状には影響がないことが確認できている．

図 1 空間が非有界の場合における分布関数の漸近挙動．
(a) d = 1, (b) d = 2, (c) d = 3
Fig. 1 Distribution functions in case of unbounded
region. (a) d = 1, (b) d = 2, (c) d = 3.

d = 1 で は ，s1 (2) = s2 (2) = 1/2，s1 (3) =
3/4, 1/2 < s2 (3)  0.65 < 3/4 となることが理論的に

よる情報共有が本質的に不可能である．図 1 に典型的

証明できる．また d = 1, 2 においては，s1 (N ), s2 (N )

な分布関数を示す．各センサ数において，シミュレー

の両方ともセンサ数 N とともに緩やかに増加する．特

ションによる補累積分布とその最小二乗近似 (LSF) を

に d = 1 においては，N の対数に比例することも分

挙げている．

かっている．一方，d = 3 においてはランダムウォー

情報収集時間に関する分布がべき分布であることか

クの非再帰性から，センサ同士が無限時間かけても出

ら，非有界な空間の場合，情報共有に必要な時間が大

合えない確率が正であることにより，蓄積搬送通信に

きくなる可能性は無視し得ない．しかし，一次元や二
1577
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表 1

空間次元 d = 1, 2, 3 におけるパラメータ α1 (d)，
α2 (d) と β1 (d)，β2 (d) の値
Table 1 α1 (d), α2 (d), β1 (d), and β2 (d) for d =
1, 2, 3.
α1 (d)
α2 (d)
β1 (d)
β2 (d)

d=1
0.50908
0.50425
−0.22360
−0.16874

d=2
1.25774
1.15762
0.20228
0.22597

d=3
1.22105
1.12479
0.47379
0.48616

図 2 空間が有界の場合の分布関数の漸近挙動
Fig. 2 Distribution functions in case of bounded region.

次元の空間においては，センサ数が十分多くなるにつ
れてべき指数が大きくなるため，情報収集の平均時間
は有限で抑えられ，更にそれは短くなる．したがって，
センサ数によらず情報収集時間が発散する可能性があ
る三次元空間に比べて効率は良い．水中や陸上などの
自然環境情報収集などの目的のために大量の移動可能
センサを散布するようなアプリケーションにおいては，

図 3 空間が有界の場合のべき分布と指数分布の共存
Fig. 3 Truncated power-law distribution function in
case of bunded region.

散布領域の大きさに比べて通信半径が比較的大きいこ
とが多いが，その場合，二次元空間における情報収集
とみなすことができるため，蓄積搬送型通信の利用は

以上から，空間が有界・非有界にかかわらず，セン
サ数 N の増加に従って情報収集時間は短くなる傾向

有効であるといえる．
一方，格子空間が有界の場合，分布関数は漸近的に
指数関数に従う [6]．ここでは簡単のために，サイズ

L × L の正方格子（完全格子グラフ）とする．

にあり，空間の有界性が情報収集時間分布の指数減衰
に関係する．
なお，空間サイズ L が十分大きく，境界に達せずに
情報収集が達成される時間領域では，空間が非有界の

Fi (t; d, N, L) ≡ P (Ti > t),
∼ exp(−t/τi (d, N, L)),

立する．

場合と同様にべき分布的に振る舞うため，一般にはべ

(3)

き分布と指数分布の共存が起こる．典型的な例を図 3

(i = 1, 2)．こ こ で ，d, N, L に よって 定 ま る 定 数

に示す．この分布関数全体の形は次式でよく近似で

τi (d, N, L) を，情報収集時間の緩和時間という．図 2

きる．



に典型的な分布関数を示す．この緩和時間は格子空間
の境界が周期境界条件のとき，空間サイズ L とセンサ
数 N に依存して次のように決まる．

Fi (t) =

(t0 /t)αi
αi

(t0 /tc )

exp



c
− t−t
τi



(t0 ≤)t ≤ tc
t > tc
(7)

τi (1, N, L)  10βi (1) N −αi (1) L2 ,

(4)

τi (2, N, L)  10βi (2) N −αi (2) L2 log L,

(5)

τi (3, N, L)  10βi (3) N −αi (3) L3 ,

(6)

(i = 1, 2)．ただし，α, β は数値計算により，表 1 の
値をとることが分かっている．

ただし，αi は非有界空間におけるべき指数であり，τi
は有界空間における緩和時間となる．また，べき分布
から指数分布に変化する臨界点は tc = αi τi となる．

t0 はある下限値である．
2. 3 グラフ構造上の情報収集時間分布

境界が反射境界条件の場合でも，α, β の値が若干大

建物内や街中など，通行可能な通路が制限されたり

きくなること以外は，式 (4)〜(6) の関係式が同様に成

障害物がある空間での情報収集を対象とする場合，2.2
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図4

部分格子グラフにおける除去辺数と緩和時間及び直
径の関係
Fig. 4 Relation between the number of removed
edges, relaxation time, and diameter in case
of partial lattice.

図 5

ワッツ–ストロガッツ型グラフにおける辺張替確率
と緩和時間及び直径の関係
Fig. 5 Relation between rewiring probability, relaxation time, and diameter in case of Watz–
Strogatz graph.

とは異なり，このような空間構造をグラフとして扱う

点同士がつながることでグラフの直径が小さくなり，

必要がある．本論文では，災害時における建物内部の

緩和時間もかなり急激に小さくなる．

被災情報の収集・共有を対象としているため，特に部

図 4，図 5 に共通する性質として，グラフの直径と

分格子グラフ（完全格子グラフから辺を取り除いて得

情報収集時間の緩和時間の間に，グラフの直径が大き

られるグラフ）をベースとしたグラフ上の情報収集時

くなるほど緩和時間が大きくなるという正の相関が

間の分布関数について考察する．

ある．

部分格子グラフの有界性より，分布関数は漸近的に

以上の結果から，建物内部における情報収集に蓄積

指数分布に従う．そこで，ここでは除去辺数と指数分

搬送型通信を用いることは，その時間分布が指数的で

布の緩和時間の変化を調べる．これは，完全格子グ

あることより，効率性の観点から見ても可能であると

ラフからランダムに辺を除去することにより，被災に

考えられる．また，建物内部の崩壊の程度が大きく通

よって通路が通行不可能になることを反映している．

路の寸断がある程度以上激しくなると，蓄積搬送型通

典型的な結果を図 4 に示す．図 4 から，グラフから

信による情報収集・共有性能が急激に劣化することが

ある辺数以上の辺を取り除くと緩和時間は急激に増加

分かる．しかし，最遠点間が近くなるような通行可能

することが分かる．これは，グラフから辺を取り除く

通路の確保が，性能を大幅に改善させることが期待で

ことで閉路が減少し木構造に近くなっていくため，直

きる．

径が増加して移動センサ同士が出合うまでの時間が延
びることに加え，連結度が下がって点独立・辺独立な

3. 蓄積搬送型通信を利用した構造推定

経路数が減少し，移動センサ同士が出合う可能性も減

この章では，蓄積搬送型通信によって収集されるセ

少することが要因と考えられる．図 4 は，特に直径と

ンサ情報系列に基づいて被災建物内の通行可能通路構

緩和時間の間に強い相関があることを示している．

造のトポロジーを推定する方法を提案し，その性能を

次に，完全格子グラフにおいて，ランダムに辺を選
んで削除し同時にランダムに選んだ点対に辺を付加す

評価する．

3. 1 構造推定法

るという辺の張替 (rewiring) を導入したワッツ–スト

提案構造推定法は，観測情報としてノード間の通信

ロガッツ型グラフを考える．災害時においては，もと

可否の情報と，方位（地磁気）センサ及び加速度セン

もとの通路かそうでないかにかかわらず，緊急の通路

サの情報を用い，各ノードの各時刻における位置情報

を作ることがある．ワッツ–ストロガッツ型グラフは，

についての分布と経路情報を構成することによって，

そのような状況を反映しているとみなすことができる．

構造を推定するものである．

このグラフにおける，辺張替確率と緩和時間及び直径

ここでは，全ノードが経路を移動して得た情報すべ

の関係を図 5 に示す．辺張替確率を上げると，離れた

てを用いて計算するという状況を前提とした．各ノー
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ドが移動中に随時計算することも可能ではあるが，構

g(xtm |xt−1,m , φt−1,m )



造全体を推定するためには，複数の探索者が収集した

= Ax exp −

情報を統合して推定する方がよいからである．災害現
場において，探索者が最終的に被災建物の外の 1 箇所
に集まって情報をノート PC などに転送し，その上で

xtm − Xtm 2
2σx2


(9)

Xtm = xt−1,m + wt−1,m t (cos φt−1,m , sin φt−1,m )
ここで，σx は位置に関する揺らぎであり，Aφ ，Ax

構造推定を行うことを想定している．

3. 1. 1 確率モデル

は正規化のための係数である．式 (8) は，通路が直交

本論文における提案構造推定法では，対象とする環

していることを反映して，φ が π/2 の倍数の周辺の値
であることを表し，式 (9) は，位置 xt−1,m から角度

境に関して以下の仮定を置く．

•

各ノードは複数のセンサを保有

φtn 方向に wt−1,m 進んだ位置である Xtm の周囲に位

•

センサの観測データを記憶領域に保存

置 xtm があることを表している．

•

ノード間はデータ通信が可能であり，各時刻に

ルを

おける通信の可否に関する情報を記録

•

式 (8)，(9) を用いて非観測状態 S の遷移確率モデ

各ノードが移動中の位置と進行方向に関する情

P (St |St−1 ) =



報は観測不可，ただし初期位置のみ観測可能

f (φtm )g(xtm |xt−1,m , φt−1,m )

m

これらの仮定のもとで，センサや通信の観測データ
と，位置と進行方向の非観測状態における値を確率変
数としてモデル化する．観測センサとして，各ノード
に方位センサと加速度センサを想定し，各時刻におけ
る状態に関する情報を得るものとする．得られる情報

(10)
とする．
［観測モデル］



h(θtm |φtm ) = Aθ exp −

としては，方位センサの値 θ，また加速度センサの値
から算出された歩行距離 w とする．なお，加速度セ
ンサの観測データから歩行距離を推定する方法につい
ては様々なものが提案されており，例えば，加速度の
時系列データのスペクトル強度と歩幅との相関を利用
して歩行距離を推定するものがある [9]．本研究では，

k(ztmn |xtm , xtn ) =

(θtm − φtm )2
2σθ2


(11)

exp[ τ1 ztmn (dtmn − b)]
(12)
1 + exp[ τ1 (dtmn − b)]

dtmn = |xtm − xtn |
ここで，σθ は方位センサの観測揺らぎ，τ は通信の

適当な推定方法を用いることで歩行距離 w が得られ

可否に関する揺らぎ，b は通信可能範囲を示している．

ていることを前提とする．更に，蓄積搬送型通信にお

Aθ は正規化係数である．

けるノード間通信により，各時刻におけるノード間の

式 (12) は，ある一定の距離 b 以内では 1 に近づき，b

通信の可否を記録するものとする．これは，ノード間

を超えると 0 に近づくような関数である．時刻 t におい

が近づいたときにのみ通信が行われることを表してい

てノード n とノード m が距離 b 以内に近づき，通信で

る．以上の情報，すなわち，時刻 t におけるノード n

きた場合は ztmn = 1，できなかった場合は ztmn = 0

の方位センサの示す角度 θtn ，時刻 t から t + 1 まで

となる．通信が可能であった場合は互いにある一定の

のノード n の歩行距離 wtn ，ノード n とノード m 間

距離以内にいたことを示しているため，通信の可否に

の通信状態 ztnm ∈ {0, 1} を観測可能な確率変数とす

ついての情報を組み込むことによってノード間の距離

る．また観測されない内部状態として，時刻 t におけ

にかかわる情報を得ることができる．加速度データや

るノード n の位置を xtn = (xtn1 , xtn2 )，進行方向の

方位データのみに基づいたノードの移動経路情報だけ

角度を φtn とする．

では誤差が蓄積するが，ノード間距離情報を用いるこ

位置と進行方向を観測不可能な非観測状態として，

精度が向上することが期待できる．

以下のようにモデル化を行う．

観測 Dt の確率モデルは式 (11)，(12) を用いて

［非観測状態の遷移モデル］
2

f (φtm ) = Aφ cos 2φtm

とによって誤差の相補的な補正が可能となり，推定の

(8)

P (Dt |St ) =


m

h(θtm |φtm )



k(ztmn |xtm , xtn )

n=m

(13)
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である．ただし，ytm = [xtm , φtm ] であり，M はノー
ド数，T は観測ステップ数である．
我々の提案推定法は，方位センサの示す角度・歩行
図 6 構造推定のための MCMC アルゴリズム
Fig. 6 MCMC algorithm for estimating map.

距離・ノード間通信の有無について得られたデータを
入力とし，その条件のもとで，位置と進行方向の事後
確率分布を MCMC アルゴリズムによって推定し，そ

とする．

の結果を出力するものである．この結果を描画するこ

3. 1. 2 事後確率計算

とによって推定された構造の図が得られる．例えば，

事後確率は，式 (10)，(13) を使って，

P (S|D) =


P (Dt |St )P (St |St−1 )
t

S

t

P (Dt |St )P (St |St−1 )

提案推定法によって事後確率分布の標本集合が得られ
るため，領域をセルに分割して各セルに含まれる点

(14)

と書ける．
ここでの事後確率分布は，得られたデータの条件の
もとでの位置と進行方向の確率分布である．
一般的に事後確率の計算の際の周辺ゆう度化の計算
量は膨大となるため，計算が難しい場合が多い．本論
文における確率モデルでも，周辺ゆう度化において，
位置の確率変数 xtn ，角度の確率変数 φtn が連続量で
あるため，事後確率の計算を陽に行うことは難しい．
これを回避するため，本論文では事後確率の計算の
ためにマルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov Chain

Monte Carlo, MCMC) を用いる．MCMC 法は確率
分布関数から逐次的に標本を得るための手法で，ベイ
ジアン統計モデルに関連した分野で事後確率を計算す
る際によく用いられる．
ここでは MCMC 法の中の一手法であるメトロポリ
ス法を用いる．メトロポリス法は，標本から新たな標
本を生成し，それらの間の確率分布関数値の比によっ
て新たな標本を採択するか否か決定することを繰り返
し，確率分布を近似的に得るものである．
図 6 に，構造推定のための MCMC アルゴリズムを
挙げる．
事後確率分布は，MCMC アルゴリズムを実行した
際の標本の集合として近似的に得られる．なお，標本
の 1 点は，経路系列情報の

xtm の数をすべての標本にわたってカウントし，その
度数の大きさを濃淡で表すことによって構造を描画す
ることができる．

3. 2 性 能 評 価
構造推定法の性能を評価するために数値実験を行う．
そのために，与えられた構造上をノードが移動する擬
似データを生成し，それを入力として構造推定を行う．
なお，設定した各ノードの経路情報を非観測状態とし
て，観測モデルに従って擬似データを生成した．推定
ではこの逆推定を行うことになる．
ここでは，アルゴリズムにおける反復を 106 回行
い，103 回ごとに抽出し標本として使用した．なお，
このための計算時間は，Intel Core2 Quad 2.83 GHz

CPU，2 GByte Memory の環境のもとでたかだか 5
分程度であった．
推定構造の描画としては，領域をセルに分割して各
セルに含まれる点の数をカウントし，その度数の大き
さを濃淡で表すものを用いた．
本論文で想定する環境では位置情報は直接は測定さ
れないため，位置情報は方位や移動距離に関するセン
サ情報から推定を行っている．そのため，測定誤差の
蓄積が起こり，ノードや場所によって確信度が異なる
が，推定結果として現れる度数分布においては推定さ
れた経路の広がりとして反映される．すなわち，ノー
ド間の情報による確信度が高い位置では揺らぎの幅は
狭まり，確信度が低い位置では揺らぎ幅は広くあいま
い性は高くなる．
図 8 に，長さ 60 m の直線状の構造において二つの
ノードが両端から反対方向に移動したとき（図 7）の
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図 7 直線状構造とノード移動経路
Fig. 7 Line and paths of two nodes.

図 11 格子状構造とノード移動経路
Fig. 11 Lattice and paths of four nodes.

図 8 推定された直線状構造
Fig. 8 Estimated line structure.

図 12 推定された格子状構造
Fig. 12 Estimated lattice structure.

図 9 L 字型構造とノード移動経路
Fig. 9 L-shape and paths of three nodes.

建物内に近い構造として，図 11 のように 100m ×

100 m の正方領域において，四角の構造で四つの曲が
り角があり，内部に通路のある構造を想定した場合の
推定結果を示す．図 12 から，この構造についても，通
過可能通路の接続構造がもとの構造である図 11 とト
ポロジー的に同じであり，構造が推定できていること
が分かる．
次に，ノード同士が近接したときに行う通信の効果
図 10 推定された L 字型構造
Fig. 10 Estimated L-shape structure.

の影響を調べる．加速度データや方位データのみに基
づいたノードの移動経路情報だけでは誤差が蓄積する
ため，推定精度を向上させることは困難である．しか

本推定法による推定構造を挙げる．図 8 から，経路に

し本論文では，加速度データ・方位データに加え，蓄

相当する箇所が直線状になっており，構造が推定でき

積搬送型通信の際のノード間通信によるノード同士の

ていることが分かる．

通信状態の情報から協調的に経路構造の推定を行うた

次に，60 m の直線上通路二つが直角に連結してい

め，誤差の相補的な補正が可能である．この効果を見

る，曲がり角のある構造を推定する．三つのノードの

るために，通信の有無による構造推定性能の違いを調

うち，二つのノードが両端点を端から端まで反対方向

べた．

に移動し，残りのノードが端点から曲がり角の位置ま

図 13 では，観測データである方位データに擬似的

で移動する（図 9）．図 10 から，この構造も L 字型と

に振幅 σ = 0, 1.0, 2.0, 3.0 のガウス雑音を加えて事後

して推定できていることが分かる．

確率分布の推定を行い，8 ノードの場合のもとの構造
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た．その結果，情報収集時間の確率分布は指数的であ
るため効率性の観点から有効であると考えられる．更
に，部分格子グラフにおいて辺が欠損する確率の増加
とともにその緩和時間は増加すること，ワッツ–スト
ロガッツ型グラフにおいて辺の張替確率の増加ととも
に急激に緩和時間が減少することも分かった．この結
果は，建物内部の崩壊の程度が大きく通路の寸断があ
る程度以上激しくなると，蓄積搬送型通信による情報
収集・共有性能が急激に劣化するが，最遠点間が近く
なるような通行可能通路を確保することにより，性能
を大幅に改善させられるということを示唆している．
図 13 ノード間通信の効果
Fig. 13 Eﬀect of communication.

更に，建物内部の被災状況把握などのための構造推
定法を提案した，これは，救援者が簡易なセンサを携
帯し，蓄積搬送型通信におけるノード間通信によって

との二乗誤差 (MSE) の平均値をプロットした．なお，

救援者が相互に協調することにより，ノイズが含まれ

位置のずれと拡大縮小を ±10%考慮してもとの構造と

たセンサ情報からトポロジー構造を推定するもので

の比較を行い，その最小 MSE を推定構造として採用

ある．簡易な構造に対して推定性能を評価し，トポロ

した．図 13 から，σ = 3 の場合を除き，通信接続情

ジー構造が正しく推定できることを示した．また，提

報のなし (without connection) の場合に比べて，通

案構造推定法に導入したノード間通信による協調効果

信接続情報あり (using connection) の推定精度が有意

により，ノイズが大きすぎない場合は，トポロジー構

に改善していることが見て取れる．すなわち，複数の

造の推定性能を向上できることを示した．

ノードの協調による情報共有の影響によって誤差が減

以上の結果は，被災の程度が激しくない場合には提

少し，推定性能が向上している．σ = 3 の場合，ここ

案構造推定法が有効であり，さもなければ近道となり

では 1 ステップの歩行距離 10 m に対して左右それぞ

得る通行可能通路の確保を行ってから提案方法によっ

れ 3 m 程度の揺らぎであることを意味しているが，今

て推定することが有効であると示唆している．

回用いた図 11 のスケールでは，異なる通路の区別が

ノイズのある情報から構造推定を行うことは容易で

困難になるほどの大きなノイズである．これは，通路

はなく，近年注目を集めている重要な研究対象である．

構造の解像度を超えるような大きなノイズの場合は，

蓄積搬送型通信の高度化とともに，これ以外の手段も

通信接続情報を用いても補正することができないこと

適切に取り入れることによって，現実的な規模のもの

を示している．

に適用可能な，より精度の高い構造推定法を確立する

以上の結果から，ノイズが大きすぎない場合は，単

ことが今後の課題である．

一ノードでの計測誤差の蓄積は，複数ノードによる

謝辞 本研究における一部の数値実験において，関
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本論文では，特に，通信インフラが大規模な損傷を
受けるような災害時における，建物内部の被災情報の
収集・共有のための蓄積搬送型通信の適用可能性につ
いて調べ，更にそれに基づいて，被災状況推定に用い
ることができる構造推定法を提案した．
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