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あらまし センサネットワークでは，多くのセンサノードが密集して配置されることが多く，観測により各セ
ンサノードで得られるデータの間には相関がある．このような観測データがフュージョンセンターで収集される
ことになる．本論文では，フュージョンセンターでの観測精度について Kullback-Leibler (KL) 情報量の観点か
ら検討を行う．特に，KL 情報量すなわち観測精度を劣化させる要因として，各センサノードから無線通信路を
経て伝送される際に生じる伝送路誤りを取り上げ，その影響と低減手法について検討していく．本論文では，観
測データ間の相関がすべて等しい場合，及び，相関が一様ランダムとなる場合における，伝送路誤りがあると
きのフュージョンセンターで得られる KL 情報量について検討を行う．フュージョンセンターにおいて，誤った
データの推定に観測データの相関を利用することで KL 情報量の劣化を低減できることを示す．また，相関を利
用する上でのフュージョンセンターにおける観測データ間の相関の推定と，相関を利用した誤りデータの推定に
ついての一例を示す．
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ノードからの情報を統合処理することで，精度の高い

1. ま え が き

観測が実現できる．

センサネットワークでは，図 1 に示されるように，

本研究で想定しているセンサとしては，例えばス

分散配置された多くのセンサノードを利用して観測を

マートダスト [3] のような微小なセンサであり，それを

行う．センサノードは，小型，長寿命であることが望

空中から散布して空気中の大気の状態を調べたり，あ

ましく，観測データを伝送するため無線通信機能をも

るいは水道に流して汚染物質を検出するなどのアプリ

つ [1], [2]．
ある観測対象について多数のセンサノードで観測さ
れたデータはフュージョンセンターで収集される．収
集された観測データは，適切な処理，解析が行われ，
必要な情報が抽出される．このように，センサネット
ワークでは，一つの観測対象に対して多数のセンサ
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図 1 センサネットワーク
Fig. 1 Sensor network.
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ケーションが挙げられる．これ以外にも，例えば，自

る状態のうちの，判別を行いたい二つの状態ずつを

動車等に大量に取り付け，衝突実験時におけるボディ

取り上げた場合）を考え，フュージョンセンターでの

等の変位をリアルタイムでモニタ，あるいは地震によ

これらの状態の判別のしやすさで評価する．これは，

るビル等のひずみのモニタなどが挙げられる

Kullback-Leibler (KL) 情報量（2.1 参照）で表され，
KL 情報量が大きいほど判別しやすいことを表している．

いずれの場合も微小なセンサを想定しており，また，
観測対象の周りに多数のセンサを配置することを想定

以下，まず，伝送路誤りがなく，かつ，観測データ

している．また，短時間での観測を想定しており，よっ

間の相関が既知で等しい場合について，KL 情報量と

て，観測対象に対して最適なセンサ数あるいはセンサ

相関の関係を示す．次に，伝送路誤りによって KL 情

配置などは考えず，より多くのセンサによる（ある意

報量が減少することを示す．また，観測データ間の相

味冗長な）観測を行う状況を想定している．

関を利用することで，KL 情報量の劣化を低減できる

このような場合，一つの観測対象に対して多数のセ

ことを示す．

ンサノードで観測を行うことから，個々のセンサノー

ここまでは，解析の容易さから観測データ間の相関

ドで観測する観測データは互いに相関をもつ．この

が既知で等しい場合を取り上げたが，これは，センサ

ような観測データがフュージョンセンターで収集され

ノードが観測対象の周りに一様配置されている場合に

ることになる．仮に，センサノードで観測された観測

相当する．一般には，センサノードの配置はランダム

データがすべて等しい（すなわち相関 1）とすると，

であり，よって，観測データ間の相関は 0〜1 の一様

各センサノードから同じ観測データがフュージョンセ

分布に従うものと考えられる．本論文では，観測デー

ンターへ無線伝送されることになり，ダイバーシチ受

タ間の相関が一様分布する場合についても，伝送路誤

信（複数アンテナで受信した同一の信号を合成するこ

り及び相関の関係について検討していく．

とで利得を得る）と同じ効果が期待できる．これより，

1. 1 関 連 研 究

観測データに相関がある場合，無線通信路での誤りの

分散検出の問題は通常，各センサでの観測が独立

影響を低減できる．一方，誤りなくデータ伝送ができ

または無相関なものとして扱われている [4]〜[8]．文

るものと仮定すると，観測データに相関があるという

献 [4] は従来の Bayesian モデルの検出理論を分散セン

ことは，相関の分だけ無駄な観測を行っていることに

シングへと拡張した先駆者的な役割を果たしている．

なる．以上より，観測データ間の相関は，フュージョ

この文献では二つの仮説と二つのセンサの場合を扱っ

ンセンターでの観測精度に大きな影響を与えるものと

ているが，文献 [5] ではより一般的な n 個のセンサにお

考えられる [2]．

ける m-ary 仮説検定に関して検討されている．しかし

本論文では，フュージョンセンターでの観測精度に

ながら，文献 [4], [5] においては最適な分散検出手法ま

ついて検討していく．関連研究として，各センサでの

では導出されていない．具体的な分散検出手法として

観測が独立な場合を扱った論文としては [4]〜[8] が挙
げられる．更に，各センサでの観測に相関がある場合

は，logical AND，OR，Bayesian，Neyman-Pearson
base などのフュージョンルールが検討されている [6]〜

を扱った論文としては [9]〜[17] が挙げられる．これら

[8]．

の論文については次節の関連研究の項目にまとめられ
ている．

各センサでの観測に相関がある場合の分散検出シス
テムについては文献 [9]〜[17] などで検討されている．

しかしながら，上に挙げた論文では伝送路での誤り

文献 [9], [12] では，文献 [6], [8] で導出された各センサ

の影響については検討がなされていない．そこで，本

での観測が独立である場合の分散検出手法を，各セン

研究では，観測精度を劣化させる要因として，各セン

サでの判定に相関がある場合へと一般化を行っている．

サノードから無線通信路を経て伝送される際に生じる

文献 [10], [11] では，各センサでの観測が対称性をもっ

伝送路誤りを取り上げ，その影響と低減手法について

た分布をもっているという仮定のもとで，各センサで

検討していく．

の観測が加法性ガウス雑音下とラプラシアン雑音下に

本論文では文献 [16] で用いられているシステムモ
デルを拡張し，伝送路での誤りの影響を考慮したもの

ある信号検出について考察されており，相関による性
能の劣化の例が示されている．

を考えている．観測対象としては文献 [4], [6]〜[17] と

また，前述のすべての最適な分散検出手法における

同様，二つの状態をもつ場合（あるいは複数のとり得

主な欠点として，事前確率と各センサの検出確率及び
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誤る確率を知っている必要がある．この難点を回避す
る手法が文献 [14] で検討されている．
文献 [16] では，センサとフュージョンセンター間の

一般に，符号化を行う上で観測データを有限の範囲
で量子化することになるが，それによるひずみは無視
できるものとする．

無線通信路のキャパシティが制限される環境が考えら

センサノードとフュージョンセンター間では，0，1

れている．フュージョンセンターにおける漸近的な判

のビットが確率 q で反転して伝送されてしまう，すな

定誤り率の指数を Chernoﬀ 情報量 (Bayesian case) 及

わちビット誤り率 (BER) が q である 2 元対称通信路

び Kullback-Leibler 情報量 (Neyman-Pearson case)

(BSC) を考える．

を用いて評価している．各センサでの観測がガウス分

フュージョンセンターでは，各センサノードから送

布あるいは指数分布に従う場合においては複数のセン

られてくる L 個の観測データを統合処理し，観測対

サがそれぞれ少ないビット数（簡潔な情報）を送るこ

象の状態が H0 あるいは H1 なのかを判定する．なお，

とで，フュージョンセンターにおける判定誤り率を小

送信されたデータのうち誤り検出符号によって正しく

さくできることが示されている．一方，各センサでの

判定されたデータのみを利用し，観測対象の状態の判

観測に相関がある場合には，少ないセンサがそれぞれ

定を行うものとする．

複数ビット（詳細な情報）を送る方がよいことが示さ
れている．

また，フュージョンセンターでは各センサノード間
の相関関係を分かっているものとする．本研究では，

2. システムモデル
本研究では，文献 [16] で用いられているシステムモ
デルを拡張し，伝送路の影響を考慮したものを考えて
いる．そのシステムモデルの概略を図 2 に示す．
観測データ間の相関をフュージョンセンターでうま
く利用するために，各センサノードから伝送される
観測データに誤り検出符号化を行い伝送する．フュー

3.2.1 にて述べるように，誤り検出符号の判定誤りも
考慮して検討を行う．
観測対象 H が H0 ，H1 の状態をとるとき，相関を
もった観測データ x の分布として密度関数



f0 (x) = N (−m, Σ),
f1 (x) = N (+m, Σ),

H = H0
H = H1

(1)

を考える．ここで，N (±m, Σ) は平均 ±m，相関行

ジョンセンターでは，正しく受信された観測データを

列 Σ をもったガウス分布である．以下では簡単のた

利用して伝送路誤りの影響を抑制するものとする．

め，各データ間の相関係数を等しく ρ であるものとし，

観測対象 H は H0 ，H1 の二つの状態のみをとるも
のとし，観測対象の周りには合計 L 個のセンサノード
が配置されているものとする．

L 個のセンサノードは各観測データ x1 ，· · ·，xi ，
· · ·，xL を誤り検出符号化し，フュージョンセンター
へと送信する．この際，他のノードを経由するマルチ
ホップ伝送ではなく，直接フュージョンセンターへと
伝送されるものとする．

平均 m はすべて 1 とする．
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m = (1, 1, · · · , 1)T

(2)

(3)

2. 1 Kullback-Leibler 情報量
観測データがある分布に従うとき，それがもつ情報
の大きさを表す尺度としてはエントロピー（平均情報
量）がよく用いられる．本研究では，観測対象が二つ
の状態をとる場合，すなわち観測データが二つの異
なる分布に従う場合を考えている．このとき，フュー
ジョンセンターでは，これらの観測データの分布から
観測対象の状態を判定する．このことから，観測デー
タのもつ情報の大きさを表す尺度としては，エントロ
図 2 システムモデル
Fig. 2 System model.
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Kullback-Leibler (KL) 情報量で評価する方が適切で

いて，式 (5) で得られる KL 情報量 D(H0 , H1 ) と相

あると考えられる．

関の関係を示す．相関係数 ρ が 0 である場合，各セン

KL 情報量では，情報の大きさを二つの分布の相違

サノードから送られてくるデータはすべて異なったも

の程度によって表すことができる．つまり，二つの分布

のであり，このときにフュージョンセンターで得られ

f0 (x)，f1 (x) が x によってどの程度はっきり区別さ

る KL 情報量はセンサノード数が 1 である場合と比較

れるかは，H0 のときと H1 のときの x の分布の相違，

してノード数倍（L 倍）となっている．これとは逆に，

いわばその “距離” によって決まる．KL 情報量は，

相関係数 ρ が 1 である場合，各センサノードから送ら



D(H0 , H1 ) =

f0 (x) log

f0 (x)
dx
f1 (x)

れてくるデータはすべて同じものを指しており，この

(4)

で定義され，二つの分布間の距離尺度としても用いら
れる [18]．

すなわち，誤りなくデータ伝送ができるものと仮定し
た場合，観測データに相関があるということは，相関

伝送路の影響を考えない場合，フュージョンセン
ターで得られる KL 情報量はセンサノード全体で得ら
れる KL 情報量に等しく，式 (1) に示した確率分布よ
り次式で求まる．

D(H0 , H1 ) = 2 mT Σ−1 m
2L
=
(L − 1) ρ + 1

ときにフュージョンセンターで得られる KL 情報量は
センサノード数が 1 である場合と同じとなっている．

の分だけ無駄な情報を送っていることになる．

3. 2 伝送路誤りによる KL 情報量の劣化（観測情
報量）
次に，伝送路誤りがある場合の観測データ間の相関
と KL 情報量について考える．
フュージョンセンターでは，収集されたデータより，

(5)

3. 伝送路誤りによる KL 情報量の劣化
観測データ間の相関がフュージョンセンターで既知，
かつ，等しい場合について述べていく．まず，次節で
伝送路誤りがない場合について述べ，次に伝送路誤り
による KL 情報量の劣化を示す．

3. 1 観測データ間の相関と KL 情報量（伝送路誤
りなし）
まず，伝送路誤りがない場合の観測データ間の相関
と KL 情報量について示す．
図 3 に，センサノード数 L = 1，2，3 のときにつ

観測対象の状態の推定を行う．ここで，送られてくる
データに誤りがある場合を考えると，当然，状態の推
定品質は，データの誤りの影響を受けるため減少する
ことになる．
今，すべてのセンサノードから送られてくるデータ
に誤りがある場合を考える．この場合，状態の判別は
不可能なため KL 情報量は 0 となる．次に，半分の
データが誤っている場合を考える．これはノード数が
半分の場合に相当し，KL 情報量も半分となる．
以上のことより，KL 情報量に伝送路の影響を考慮
したものを観測情報量と呼ぶこととし，観測情報量を
次式で表す．

D∗ (H0 , H1 ) = D(H0 , H1 ) · (1 − E)

(6)

ここで，E は各センサノードとフュージョンセンター
間で伝送路誤りにより失われる KL 情報量の割合であ
り，観測データのビット誤り率 peb を用いて次式で表
される．

E = −peb log 2 peb − (1 − peb ) log2 (1 − peb ) (7)
3. 2. 1 観測データのビット誤り率
観測データのビット誤り率 peb は，データ間の相関
と誤り検出符号の検出能力を考え次のように求める．
図 3 KL 情報量 D(H0 , H1 ) と相関の関係
Fig. 3 Relation between amount of KL information
D(H0 , H1 ) and correlation.

伝送路の BER が q である場合，符号長が n，その
うち，誤り検出を行うための冗長なパリティ検査ビッ
ト数が r である誤り検出符号において，誤りが検出
1445
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Fig. 4

図 4 誤り検出符号の誤り検出能力
Error-detecting capabilities of error-detecting
codes.

できない確率の上限は 2−r {1 − (1 − q)n } で与えられ
る [19]． 1 ビット当りで考えると，図 4 に示されるよ
うに，誤りが検出できない確率は  = 2−r q ，誤りが
検出できる確率は q − ，誤りがない確率は 1 − q と
なる．
まず相関係数 ρ が 1 である場合を考えると，フュー

図 5 伝送路誤りにより失われる KL 情報量の割合 E と
相関の関係 (q = 0.1)
Fig. 5 Relation between rate of amount of KL information lost E and correlation (q = 0.1).

ジョンセンターにおいて，正しく受信されたデータが

L 個のうち一つあれば他の L − 1 個のデータは相関関
係からすべて推定することができる．すなわち誤り訂
正が可能である．ただし，検出できる誤り率は q − 
であり，相関が利用できるのは誤りが検出できるとき
だけであることから，i 番目のデータが誤る場合は次
の 2 通りとなる．

•

これより，ρ = 1 である場合のビット誤り率 p∗eb は

= (q − ) · q

数値例を用いて評価する．伝送路の BER を q = 0.1 と
し，誤り検出符号としてパリティ検査ビット数 r = 16
である CRC16 を用いる．

3. 3. 1 伝送路誤りにより失われる KL 情報量の割
合 E と相関の関係

i 番目のデータの誤りが検出され，かつ，他の

L − 1 個のデータがすべて誤っている場合
• i 番目のデータの誤りが検出されない場合

p∗eb

路誤りによる情報量の劣化を抑制できるのかについて

L−1

と相関の関係を図 5 に示す．センサノード数 L が 1
のときの伝送路誤りにより失われる KL 情報量の割合
は，ちょうど，相関を利用しなかったときの伝送路誤

+

= (1 − 2−r ) q L + 2−r q

センサノード数 L = 1，2，3 のときについて，伝
送路誤りにより失われる KL 情報量の割合 E（式 (7)）

(8)

となり，センサノード数 L が増えるにつれて，p∗eb は

りにより失われる KL 情報量の割合に等しい．相関係
数 ρ が大きいと，また，センサノード数 L が多いと，
相関を利用しやすくなることで誤り率を小さくするこ

 まで小さくなる．これとは逆に，ρ = 0 である場合

とができ，伝送路誤りにより失われる KL 情報量の割

には相関を利用することはできないのでビット誤り率

合は小さくなる．

は q のままである．まとめると，ビット誤り率 peb は

ρ = 0 のとき

peb = q

ρ = 1 のとき

peb = p∗eb

における観測情報量 D∗ (H0 , H1 ) の比較を示している．
ここでは，
（a）伝送路誤りのない場合，
（b）伝送路誤

(9)

となる．この関係が ρ に比例するとすれば，ビット誤
り率 peb は ρ の関数として次式のように表すことがで
きる．

peb = q + (p∗eb − q) · ρ
= q − (1 − 2−r )(q − q L ) ρ

図 6 では，式 (6) より得られるセンサノード数 L = 3

りがあり相関を利用しない場合，（c）伝送路誤りがあ
り相関を利用した場合について示している．3.2.1 で
述べたように，観測データの誤り率 peb は，（b）では

peb = q であり，（c）では式 (10) により与えられる．
図 5 からも分かるように，伝送路誤りにより観測情報
量は伝送路誤りのない場合と比べて半分程度しか得ら

(10)

れていない．特に相関係数 ρ が 1 のときには，フュー
ジョンセンターでは複数の同じデータを受け取ってい

3. 3 数値例及び考察

るにもかかわらずデータ一つ分の情報量も得られてい

観測データの相関を利用することで，どの程度伝送

ないことになる．しかし，観測データの相関を利用す
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報量の劣化が抑制されるのに対し，各観測データ間の
相関をすべて等しいとしているために，センサノード
数が多くなると，相関が小さいときの観測情報量と比
べて相関が大きいときの観測情報量が小さくなってし
まうからである．しかしながら，センサノード数が多
いところにおいて，各観測データ間の相関がすべて等
しくなるということはまずあり得ない．そこで，次章
ではより具体的な場合として，各観測データ間の相関
を一様ランダムに選んだ場合，すなわち，センサノー
ドを観測対象の周りに一様ランダムに配置した場合に
ついて検討を行う．

図 6 観測情報量の比較 (L = 3)
Fig. 6 Comparison of amount of observed
information (L = 3).

4. 観測データ間の相関が一様分布に従う
場合の観測情報量
センサノードが観測対象の周りにランダムに配置さ
れる場合，観測データ間の相関は一様分布に従うもの
と考えられる．この章では，観測データ間の相関が一
様分布に従う場合でも，相関を利用することで観測情
報量の劣化が抑制できることを示す．まず観測データ
間の相関はフュージョンセンターで既知の場合につい
て述べる．
今，正しく受信された観測データと誤りを含む観測
データを考える．これらのデータ間の相関係数は既知

図 7 平均観測情報量の比較（相関がすべて等しい場合）
Fig. 7 Comparison of average amount of observed
information (all equal correlation).

であるため，誤りを含む観測データのうち，正しく受
信された観測データとの相関が最も高いものについて
は，データの推定ができるものと考えられる．これよ

ることにより，相関を用いていない場合と比べて，相

り，相関係数の値と等しい確率でもってデータの推定

関係数 ρ が大きいところで情報量の劣化が抑制されて

が可能であると仮定する．

いることが分かる．

3. 3. 2 観測情報量（平均観測情報量）とセンサ
次に，式 (6) で得られる観測情報量の期待値として，
相関係数で平均をとった観測情報量（平均観測情報量）
0 , H1 )

を考える．各観測データ間の相関係数が

すべて等しく ρ である場合の平均観測情報量は次式に
より得られる．

D∗ (H

0 , H1 )



=

1

ムに相関を与え，式 (6) で得られる観測情報量の期待
値を求める．相関係数で平均をとるということは，結

ノード数の関係

D∗ (H

このような場合において，0 から 1 まで一様ランダ

局のところ，観測データの誤り率を 1/2 にできるとい
うことにほぼ等しくなる (peb ≈ q/2)．
各観測データ間の相関を一様ランダムに選んだ場合
の平均観測情報量 D∗ (H0 , H1 ) とセンサノード数 L の
関係を図 8 に示す．図 7 の各観測データ間の相関が
すべて等しい場合と異なり，センサノード数 L が大き

∗

D (H0 , H1 ) dρ

(11)

0

くなるに従い相関の利用による改善効果が得られる．
以上の結果は，フュージョンセンターにおいて（A）

式 (11) より平均観測情報量 D∗ (H0 , H1 ) とセンサ

観測データ間の相関が既知，
（B）相関を利用すること

ノード数 L の関係を図 7 に示す．図 7 を見ると，セン

で，正しく受信された観測データから誤りを含む観測

サノード数 L が大きくなると相関の利用による改善効

データを正しく推定可能，という二つの前提のもとに

果が小さくなってしまうことが分かる．これは，相関

成り立つものである．以下，それぞれについて具体的

の利用により，主に相関係数 ρ が大きいところでの情

な推定法について述べていく．
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図 8 平均観測情報量の比較（相関が一様ランダムである
場合）
Fig. 8 Comparison of average amount of observed information (uniformly random correlation).

図 9 相関の平均推定誤差とデータサンプル数との関係
Fig. 9 Relation between mean estimation error of
correlation and number of data samples.

4. 1 観測データ間の相関の推定
今，二つの観測データ xi と xj に注目する．xi ，xj
は式 (1) を満たす観測データの分布としてそれぞれ分
散 1 であるガウス分布をなすものとする．
各観測データ間の相関は，センサノード数にかかわ
らず各センサノードからのある程度のサンプル数があ
れば求めることができる．その相関係数の推定値は次
式で得られる．

ρ̂ij =

1
T

T

(xi,t − mi )(xj,t − mj )

(12)

t=1

図 10 観測データ間の差 |xi,t − xj,t | の期待値と相関と
の関係
Fig. 10 Relation between expectation of diﬀerence
|xi,t − xj,t | and correlation.

ここで，i，j はノード番号である．各センサノードで
のデータサンプル数を T 個とすると，xi,t ，xj,t はそ

4. 2 相関を利用した誤りデータの推定

れぞれ i，j 番目のセンサノードにおける t 番目のデー

フュージョンセンターにおいて，正しく受信できた

タサンプル値である．当然，平均 mi ，mj もデータサ

観測データから誤ったデータを推定するには最ゆう判

ンプル値の平均として求めることができる．

定を用いるのが最適であるが，最ゆう推定を行うため

相関係数の推定値 ρ̂ij は T → ∞ において，観測

には観測データの分布を分かっている必要がある．そ

データ xi ，xj 間の相関係数 ρij に等しくなる．相関

こで本節では，フュージョンセンターで受信したデー

係数 ρij と推定値 ρ̂ij との誤差の平均（相関の平均推

タサンプルのみで利用できる推定手法の一例を示す．

定誤差）E[|ρij − ρ̂ij |] とデータサンプル数 T との関

相 関 を 利 用 す る 方 法 と し て ，観 測 デ ー タ 間 の 差

係を図 9 に示す．ここで，平均をとる上でのデータサ

|xi − xj | と相関と の関係に着目する ．観測データ

ンプルの生成回数を 10000 回とした．

xi と xj の相関が高ければ，互いに似た値を示すた
め，その差 |xi − xj | は相関が高ければ高いほど小さ

このようにして求められる相関係数が意味のある値
であるかというのはデータサンプル数に依存している．
図 9 の場合，データサンプル数が 1000 個以上あれば
満足のいく推定が可能であることが分かる．

くなる．
データサンプル値から得られる観測データ間の差

|xi,t − xj,t | の期待値と観測データ間の相関との関係を

以下ではデータサンプル数を 10000 個，すなわち求

図 10 に示す．ここでは，データサンプル 10000 個の

めた相関係数に誤差がほぼないものとして，具体的な

中で最も大きい差 maxt∈T (|xi,t − xj,t |) をデータサン

相関の利用方法を述べる．

プルの生成回数 10000 回で平均をとった場合（実線）
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Table 1

xi,t
ρi1
Rgi
xi,t ± Rgi

2
0.00
0.97
0.90
−0.90
0.90

表 1 各センサノードの条件の一例
An example of condition of each sensor node.

3
−1.00
0.83
2.34
−3.34
1.34

4
0.00
0.45
4.19
−4.19
4.19

Sensor node i
5
6
7
2.00
2.00
1.00
0.76
0.58
0.66
2.80
3.66
3.31
−0.80 −1.66 −2.31
4.80
5.66
4.31

8
2.00
0.21
5.02
−3.02
7.02

9
2.00
0.62
3.49
−1.49
5.49

10
0.00
0.58
3.66
−3.66
3.66

を示している．なお，単純に |xi,t − xj,t | の平均をとっ
た場合（点線）は相関との関係はそれほど顕著に現れ
ない．また，これらの関係はセンサノード数にはよら
ない．
これより，観測データ xi に対し，もう一方の観
測 デ ー タ xj の 値 が 含 ま れ る 範 囲 が 分 か る ．特 に

maxt∈T (|xi,t − xj,t |) と相関の関係は，ある相関が
与えられたときにそのデータがとり得る最大の範囲を
示していると考えることができる．つまり，この関係
を用いて正しく受信された観測データから誤りを含む
観測データのとり得る範囲を絞り込むことができ，そ
れを利用することでデータ推定が可能である．

Fig. 11

図 11 累積度数の一例
An example of cumulative frequency.

4. 2. 1 誤りデータの推定手法及び数値例
これまで述べてきたように，観測データ間の相関は
推定可能であり，また，観測データ間の相関を利用す

いことが分かり，その平均値が 0.05 であることが分

ることで正しく受信された観測データから誤りを含む

かる．例えば量子化の幅が 1.0 の場合，最も近い 0.0

観測データのとり得る範囲を絞り込むことができる．

を推定値とすればよいことになる．

今，センサノード数が 10 個の場合を考え，ある観

以上の手法を用いた場合，センサノード数が増える

測でそのうち 1 個が誤りを含んでいるものとする．ま

ほど，より推定精度が向上する．例えば，センサノー

ず，正しく受信された 9 個の観測データと誤りデータ

ド数が 10 個のとき，正しく推定できる確率は 71％，

との相関関係から，誤ったデータがどの範囲に最も多

また，100 個のときには 89％となる．更に，とり得る

く含まれるかを累積度数を用いて調べる．

相関係数の値を 0.5 から 1.0 までの強い相関範囲に限

図 11 にその累積度数の一例を示す．図 11 におけ

定した場合，センサノード数が 10 個のときには 79％，

る各センサノードの条件は表 1 のとおりである．こ

100 個のときには 92％となり，より良い推定結果が得

こでは，1 番目のセンサノードのデータが誤っており，

られる．

このデータが推定すべき値となっている．

ちなみに最ゆう推定を行った場合の推定結果は，セ
ンサノード数が 10 個のとき 74％，100 個のとき 93

xi,t はフュージョンセンターで正しく受信した各セ
ンサノードのある観測データ値，ρi1 は各センサノード

％となり，ほぼ同等の結果が得られる．最ゆう推定を

における 1 番目のセンサノードとの相関係数，Rgi は

行うためには観測データの分布を分かっている必要が

図 10 から得られる，相関係数 ρi1 における推定値 x̂1,t

あるが，今回示した一例ではその必要はなく，フュー

とデータ xi,t の差 E[maxt∈T (|x̂1,t − xi,t |)] である．

ジョンセンターで受信したデータサンプルのみで利用

推定値 x̂1,t は xi,t ± Rgi の範囲に含まれていること
になる．これより，正しく受信された 9 個のデータよ
り，推定値がどの値の範囲に最も多く含まれるのかを
累積度数で示している（図 11）．
これより −0.80〜0.90 の間に最も含まれる確率が高

できる．

5. む す び
本研究では，まず，観測データ間の相関がすべて等
しい場合において，観測データ間の相関とフュージョ
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ツカイザースラウテルン大・客員研究員．センサネットワーク，
変復調理論，誤り制御，e ラーニングなどの研究に従事．平 7
本会学術奨励賞受賞．情報理論とその応用学会，IEEE 各会員．

岡田

啓 （正員）

平 7 名大・工・電子情報卒．平 9 同大大
学院博士前期課程了．平 11 同大学院博士
後期課程了．工博．同年日本学術振興会特
別研究員・PD．平 12 名大・情報メディア
教育センター・助手．平 16 同大学・エコト
ピア科学研究機構・助手，現在に至る．パ
ケット無線通信，マルチメディアトラヒック，符号分割多元接
続方式，マルチホップネットワークなどの研究に従事．情報理
論とその応用学会，IEEE 各会員．平 8 電気・電子情報学術振
興財団・猪瀬学術奨励賞，平 10 本会学術奨励賞，平 14 本会通
信ソサイエティ活動功労感謝状各受賞．

片山

正昭 （正員）

昭 56 阪大・工・通信卒．昭 61 同大大学
院博士課程了．工博．同年豊橋技術科学大
助手．平元阪大・講師．平 4 名大・講師，
平 5 助教授，平 13 教授．現在，名大・エ
コトピア科学研究機構教授（工学研究科電
子情報システム専攻兼担）．1995 年 10 月
より 1996 年 4 月まで，名大工学部との学術交流協定により，
米国ミシガン大学アンアーバ校工学部電気電子計算機科学科に
滞在．信号伝送と変復調理論，誤り制御，多元接続方式，トラ
ヒック制御，ソフトウェア無線技術などの研究に従事．情報理
論とその応用学会，IEEE，小型衛星研究会各会員．昭 61 本会
篠原記念学術奨励賞，平 11，13 本会通信ソサイエティ功労感
謝状各受賞．
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