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センサノード上の時系列データに対するルールベースの問合せ処理
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あらまし 近年, センサネットワークを用いた環境観測が行われている. センサノードを長期間動作させるため, 観測

は対象物の状態に応じて, 問合せ内容を適切なものに切り替えることが望ましい. この状態判別をノードが行うには,

ルールを定める必要がある. ノードは継続した観測による時系列データを持つため, 時系列データに対してルールを適

用することで, 条件が満たされる場合, 対象の状態が遷移したと判断できる. 本研究では, 観測対象の状態に応じた動

的な問合せの変更手法を提案する. 時系列データに対してルールを設定し, 遷移した状態に応じてノードが問合せを変

更することで, 不要な観測と通信を削減する.
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Abstract In sensor networks, sensor nodes are required to extend battery life for long-term environmental obser-

vation. To save energy, queries for observation must be adapted to the state of target objects. In this paper, we

propose a dynamic query changing mechanism that realizes query adaptation of sensor nodes. Users define rules

for the time-series data acquired by the nodes, which are used to detect changes of the state of target objects and

generate events for the state transition of the nodes. The state transition enables the nodes to change the behavior

dynamically. Nodes can execute queries adapted to states of objects, which save energy consumption by the use of

sensor devices and radio communication.
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1. は じ め に

近年, 機器の小型化や低価格化が進み, 無線とセンサ機能を

備えたセンサノードの開発が行われている. これらの技術の進

展により, 複数のセンサノードを利用し構成するセンサネット

ワークが注目されている. ユーザは観測対象となる領域に, 複

数のセンサノードを配置する. ノードが気温や湿度といった周

囲の環境情報を取得し, 得られたデータをユーザに通知するこ

とで, ユーザはノードが配置された様々な場所の情報を取得す

ることが可能である. また, ノードはバッテリーを搭載し, 無線

によりデータの送受信を行うことから, 電力供給や通信のため

の回線を敷設する必要がなく, 設置が容易である.

センサネットワークでは, 観測対象の状態やユーザの要求に

合わせてノードの動作を指定し, 使用するセンサデバイスや観

測周期を変更する必要がある. このため, 問合せ処理を行うアプ

リケーションプログラムをノードに搭載し, ユーザは問合せ要

求をノードに対し発行することで, ノードの動作を変更しユー

ザの要求を満たす観測データの取得を行う.

バッテリーにより動作するセンサノードは, 長期間にわたり

動作させるため, 電力消費を抑制する必要がある. センサノー

ドの動作のうち, 特に無線によるデータの送受信は多くの電力

を消費するため, 不要なデータを削減し, 必要なデータのみ送受

信することで電力消費を抑制することが可能になる. 問合せ処

理では, 問合せ要求に記述された条件により, ユーザが必要と



するデータの判別がノード上で行われる. 観測データの取得元

であるノードが送信すべきデータの判別を行うことで, 不要な

データの送受信を効率よく削減することが可能である.

センサノードは分散して配置された各地点について, 継続し

て観測を行う. 取得されるデータは位置と時間を属性として持

つため, 重要なデータを判別するには, これらの関連を考慮しな

ければならない. 例えば, 物体のトラッキングを行う場合, 近い

位置に設置された複数のノードは同一の物体の存在を検知して

いると考えられる. 個々のノードが取得したデータのうち, 共

通するデータを集約してからユーザに通知することで, 転送す

るデータ量を削減することが可能である. また, 屋外で気温の

観測を行う場合, 観測周期によっては観測ごとの気温差が小さ

いと考えられる. 時系列の変化が小さいデータも同様に集約す

ることで, データを削減可能である. データの連続した変化の

ほかに, 気温の場合, 前日の同時間帯と現在のデータを比較する

ことも考えられる. 観測を長期間継続して行うノードは, 時系

列のデータを処理する機能を搭載することがデータの判別を行

う上で望ましい.

観測により得られたデータ処理の他に, 観測処理自体も電力

消費を抑制する上で重要である. センサデバイスによっては,

観測を行うために多くの電力を消費する. また, センサネット

ワークを用いて観測を行う対象は, 時間の経過により状態が変

化するため, それに対応し観測手法を変えるために使用するセ

ンサを変更する場合がある. 観測対象の状態に応じて, 使用す

るセンサの種類や観測周期を変更することで, より詳細かつ重

要なデータをセンサネットワークから取得できる.

本研究では, ネットワーク上に分散して存在する個々のノー

ドが, 観測データの時系列変化から観測対象の状態を判別し, 動

的に処理を変更することを目的としたルールベースの問合せを

提案する. 具体的には, ノードは取得した観測データを, 自らの

ノード上に蓄積する. 観測対象の状態を判別するため, 蓄積し

た時系列データに対する問合せ処理を個々のノードが行い, そ

の結果からイベントを発生させる. 発生したイベントが, ユー

ザの設定した条件に適合した場合, ノードは以後の動作を切り

替えるため自身の状態を遷移させる. 各状態について観測のた

めの問合せを事前に設定しておき, ノードの状態に対応させた

問合せで指定されたセンサデバイスや周期に従って以後の観測

を行う.

以下, 本稿では, 2章で観測対象に応じた問合せ処理の必要性

について述べる. 3章で提案するルールを用いた問合せ処理に

ついて述べ, 4章で実現に向けた課題について述べる. 5章で関

連技術について述べ, 6章でまとめる.

2. 観測対象の状態に応じた問合せ処理

ノードの電池寿命を延ばすには, 消費電力の大きい無線通信

を削減し, ユーザが必要とするデータのみを送受信することが

重要となる. これを行うために, ノードが取得する観測データ

をノード上に蓄積し, データの選択または集約を行った結果の

みを送受信する手法が考えられる. 本章では, 消費電力の観点

からノード上でのデータ蓄積の有効性について述べ, 重要性の

図 1 状態に応じた観測

高いデータの選択と集約を行うための処理の動的変更手法を提

案する.

2. 1 ノードからの重要なデータのみの送信

センサネットワークでは, センサノードに搭載されたセンサ

デバイスから観測データを取得し, ユーザがデータを参照でき

るようホストに集められる. 観測に用いるセンサデバイスと観

測周期は, 観測目的に応じて適宜変更できることが望まれる. こ

のような動的な処理の変更を行うために, 問合せ処理が用いら

れる.

センサネットワークにおける既存の問合せ処理システムとし

て, TinyDB [1]や Cougar [2]がある. これらの問合せ処理機構

では, ノードが行う処理として, センサデバイスからデータを

取得し, 複数のノードを中継して観測データをホストに転送す

る機能を実現している. ただし, データの取得元であるノード

が観測データに対して行う処理は, 送信すべきデータを閾値を

用いて判別する簡易な内容に限定されており, 結果として観測

データに対する演算やフィルタリングは十分に行われず, すべ

てホストに送信されることになる. データの回収先となるホス

トは, 十分な計算資源と記憶容量を持ち, 電力が安定して供給

されることが想定されている. ユーザは, ノードから得られた

データに対する解析処理をホスト上で行い, 観測対象について

の情報を抽出する.

しかし, 観測データをすべてホストで回収する場合, ノードは

観測データについて区別することなく送信するため, 重要性の

低いデータも含めてホストに送信することになる. 観測目的に

よっては, 観測ごとのデータの変化が小さく, 個々のデータが持

つ重要性が低い場合がある. データの重要性に関係なくすべて

のデータをホストに送信する手法は, 電力消費の面で非効率で

ある. データの送受信には無線通信が用いられ, これはノード

が消費する電力のうち多くの割合を占める. 電力供給源として

バッテリーを使用するノードは, 電力を多く使用する処理を削

減することで動作寿命を延ばすことが求められるため, 特に無

線通信の削減が重要とされる.

例えば, 防災を目的とした観測を行う場合, 図 1 に示すよう

に, 安定した天候では観測周期は短いものでよく, 観測結果はホ

ストに送信しない, もしくは 1日程度を単位として集約した結

果のみ送信すればよい. 一方で, 雨量が多く災害の危険性が高

い場合, 観測周期を短くし, 観測データを即座にホストに送信し

災害予測のための高度なデータ解析を行うことが望まれる.

この例において, 安定した天候で観測周期ごとに観測データ



をホストに送信しないのは, データに生じる変化が小さいと想

定されるためである. 災害の可能性が低い状況で取得される観

測データは, ユーザにとって重要性が低く, ホストに送る必要が

ない. データの取得ごとではなく, 複数のデータに対する変化

量をノード上で集約し, その結果のみ送信することで通信の削

減が有効に行える.

ノードが行う演算処理は, 通信と比較して消費電力が小さい.

観測データの取得元であるノード上で, データに対するフィル

タリングを行い, 重要性が高いデータのみをホストに送信する

と通信量を削減でき効率が良い. データの重要性を高めるに

は, 観測対象について, 特定の目的となる事象が検出された場合

のみデータを送信するか, または長期間にわたり取得した観測

データを集約する手法が考えられる. これらの処理を行うには,

事象の判別や集約に使用するデータをノード上に格納し, その

データを基に重要なデータのみ処理し結果を送信する機能が必

要になる.

2. 2 ノードへの時系列データの蓄積

ノード上で観測データの選択または複数のデータの集約を行

い, 重要なデータのみホストに送信することで, ノードの消費電

力を抑制することが可能になる. また, 環境観測を行うセンサ

ネットワークは, 対象について長期間継続して観測を行う. 観

測で得られるデータは時系列を持ったデータの集合となり, 過

去から現在に至る観測対象の状態を表わすデータとなる.

重要なデータの判別は, 現在の状態を表わすデータだけでは

なく, 長期の観測により得られた時系列データを基に, 過去の状

況を踏まえて現在の状況の判別を行わなければならない. 時系

列による判断を行うには, 得られる観測データを将来参照可能

となるよう蓄積する必要がある. ノード上に時系列データを蓄

積することで, 過去のデータを集約し, データの重要性を高めた

集約結果のみ送信することが可能になる.

時系列データを蓄積するには, ノードに十分な容量の記憶装

置が搭載されている必要がある. また, 蓄積するための記憶装置

へのデータの読書きが, 無線通信と比較して低消費電力で行わ

れなければならない. センサネットワークで用いられるノード

は, 搭載する計算資源が少なく制限されたハードウェアが用い

られ, よって記憶容量も小さいものとなる. 例えば, TinyDBが

動作する環境であるMICA2やMICAz [3]は, データメモリと

して SRAM を 4Kbyte 搭載する. これらのノードが搭載する

データメモリはデータを蓄積するには小容量であるが, 両ノー

ドともデータメモリとは別に多量のデータを格納することが可

能な 512Kbyteのフラッシュメモリを搭載する. ただし, これは

NOR型のフラッシュメモリであり, 文献 [4]によれば, MICA2

の場合は表 1に示すように 1ページ 256byteの書込みに 926µJ,

1byteあたり 3.6µJの電力を要する.

一方で, MICAzが搭載する無線通信モジュール CC2420は,

1byteの送信に 0.8µJの電力を消費する. 無線による送信と比

較してフラッシュメモリへの書込みの方が多くの電力を消費す

るため, 通信の削減を目的としてこれらのフラッシュメモリに

データを蓄積するのは不適当である.

既存のセンサノードに搭載される記憶装置は容量が少なく,

表 1 フラッシュメモリと無線通信の消費電力 (文献 [4] より引用)

Energy Energy / byte

Mote flash

Read 256 byte page 58µJ 0.23µJ

Write 256 byte page 926µJ 3.6µJ

NAND flash

Read 512 byte page 2.7µJ 1.8nJ

Write 512 byte page 7.8µJ 15nJ

Erase 16K byte sector 60µJ 3.7nJ

CC2420 radio

Transmit 8 bits 0.8µJ 0.8µJ

(-25dBm)

Receive 8 bits 1.9µJ 1.9µJ

Mote AVR processor

In-memory search, 1.8µJ 6.9nJ

256bytes

電力を多く消費するものであった. しかし, 半導体技術の進展

により, 容量は増加し, 消費電力は減少傾向にある. 例えば, 文

献 [4]で挙げられている Samsung社の NAND型のフラッシュ

メモリK9K4G08U0Mは, 表 1に示すように, 1ページ 512byte

の書込みに 7.8µJ, 1byteあたり 15nJの電力を消費し, MICA2

が搭載する NOR型のメモリと比較して消費電力が削減されて

いる. また, 1byteあたりで見ると通信に要する電力よりも低消

費電力である. 無線通信では, 電波を放出するための電力が必

要であり, 消費電力を削減するのは困難である. 一方で, CPU

やメモリの消費電力は今後さらに削減されることが期待される.

これらの理由から, ノードに低消費電力のフラッシュメモリを

搭載することで, 多量の観測データを格納することが可能にな

る. 格納したデータのうち重要なもののみホストに転送するこ

とで, 通信による電力消費の抑制を図ることができる.

2. 3 状態に応じた動的な問合せの変更

ノード上でデータを選択または集約することで, ホストに送

信するデータを重要なもののみに限定することができる. ただ

し, 重要なデータは観測対象の状態に応じて異なる.

ユーザが要求する重要なデータは, 状態に応じて, 過去の時系

列データの集約結果が求められる場合や, データの送信を行わ

ない場合がある. よって, ノードは状態に対応して処理を動的

に切り替え, 現在の観測対象に適した重要なデータを処理する

必要がある. ここで, 観測対象の状態に応じた処理をノードが

行うために, 次の処理が必要となる. これらはユーザが観測対

象と観測目的に応じて, ノードに行わせる動作を表わすルール

として記述される.

• 観測対象の状態に応じて実行する問合せ

• 対象に生起した事象を表わすイベントの生成

• イベントによる状態遷移

観測対象と観測目的に応じて, ノードが行う処理を動的に切

り替えることで, その時々の状況に適した動作を行うことが可

能になる. この動作の切替えは, ノードの処理を状態ごとに定

義し, 状態遷移するごとに実行する問合せを切り替えることで

実現できる. 各状態において実行する問合せには, ホストに送



信するデータを蓄積したデータから選択または集約するデータ

回収手法と, 以後の観測で使用するセンサデバイスと観測周期

を指定する必要がある. これらの設定が記述された問合せを指

定の周期で繰り返し実行することで, センサデバイスの利用や

ホストとの通信を制御できる.

ノードの状態を切り替えるには, 状態遷移のための条件が定

められなければならない. 遷移は, 状態の切替えを判断する事

象をイベントとして定義し, イベントに対応して状態の遷移元

と遷移先を指定することで実現できる. イベントは, 対象に生

じうる事象を検出する条件を, 蓄積されたデータに対し指定し,

条件が満たされる場合に発生させればよい. この条件指定はイ

ベント生成問合せとして定められ, 蓄積した時系列データに対

して実行されるものとなる. これらの問合せにより発生するイ

ベントと, 対応して遷移する状態を指定することで, 状態遷移に

よるノードの動作の切替えが可能になる.

2. 4 ノードごとの役割分担に基づく協調動作

センサノードには多数のセンサデバイスを搭載可能であり,

多様な種類のセンサを搭載したノードが観測で用いられる. 今

後のセンサネットワークは, 同一のネットワーク内に存在する

ノードごとに搭載するセンサが異なり, 観測において役割が分

担されることが予想される. 用途や設置範囲に応じてノードに

搭載するセンサを変更することで, 観測の正確性の向上かつ設

置費用の抑制を両立することが可能になる. このような異な

る種類のノードが混在する環境を, ここでは異種センサネット

ワークと呼ぶ. 異種センサネットワーク環境では, 搭載するセ

ンサが異なっても, 通信方式が同じであればノード間の通信が

可能である. センサの種類ごとに観測の役割分担を行うが, あ

るセンサを搭載したノードの情報を他のノードに転送し, 複数

のノード間で協調して観測を行うことで, 観測の柔軟性を向上

させることができる.

ノード間で転送するデータも, これまでに述べた内容と同様

に通信による消費電力を考慮して, 協調動作に必要なデータの

みに限定しなければならない. ここで, 転送する必要があるの

は, ノードの動作を変更する引き金となる情報である. 協調処

理は転送された情報に基づく処理の変更であり, 2. 3 節で述べ

たようにノードの動作状態はイベントにより変更される. ノー

ド間で転送する情報としてイベントを用いることで, 他のノー

ドの動作をイベントに基づき切り替えることが可能になる. こ

のことから, ノードはイベントの生成時にそのイベントをほか

のノードに伝搬させる機能を持たせることで, ノードごとの役

割分担と協調動作が実現できる.

3. ルールベースの問合せ処理機構

2章で述べたように, ノードの状態を複数定め, 実行する問合

せを切り替えることで, ノードの動作を状態に応じて動的に変

更することが可能になる. 実行する問合せとして, ノードからホ

ストへ転送するデータの指定と, 観測に使用するセンサと周期

を指定し, 結果をノード上に蓄積する問合せが必要となる. ま

た, 蓄積した時系列データに対して指定した条件が満たされる

場合にイベントを生成することで, イベントに応じたノードの

図 2 システム構成

状態の切替えを実現できる.

これらの状態に応じて実行する観測問合せ, イベント生成問

合せ, 状態遷移条件は, ノードの動作を指定するルールとして記

述することができる. ユーザが設定したルール集合を, ホスト

からノードに送信する. 個々のノードがルール集合に基づき動

作することで, 目的とするノードの問合せ処理を動的に変更す

ることが可能になる.

本研究では, ルールベースの問合せを用いて, 状態に応じた

ノードの処理の切替えを実現する. 図 2に示すように, 各ノード

が状態の切替えによる観測処理の変更を行い, 観測データの時

系列に基づく重要なデータのみユーザに通知することで, 状態

に適した観測と通信の削減による電力消費の抑制に寄与できる.

本システムで実現する機能は次の 3つに分けることができる.

データ蓄積 ノードが取得した観測データを, ノードの記憶領

域上に格納する. 格納されたデータを時系列データと呼ぶ.

イベント生成 観測対象の状況を判別するため, データ蓄積部

で蓄積した時系列データに対して問合せを行う. この問合せは,

主に集約演算を用いて時系列データが特定の条件を満たすか否

かを判定し, 結果に応じてイベントを生成する. また, 伝搬範囲

の指定に基づき, 他のノードにイベントを伝搬する.

状態遷移 観測処理を観測対象の状況に合わせ, 適したものに

切り替える. 観測対象の状況についての情報は, 自ら生成また

は他のノードから伝搬されたイベントとして表わされる. 条件

を満たすイベントが発生した場合に観測状態を変化させ, 状態

に対応した観測問合せを実行する.

以下, 本章では, これらの機能について述べ, この機構により 2

章で挙げた状態に応じた観測が可能になることを示す.

3. 1 観測データの蓄積

データ蓄積部は, 取得した観測データをノード上に蓄積し, 将

来の問合せで利用する. また, 過去のデータに応じて将来の観

測を適したものに変更するために, 過去の平均気温といった時

系列データの参照機能を提供する.

ユーザは, ノードに対する問合せとして, ノードが取得した観

測データをそのノード上に蓄積するか否かを指定する. 蓄積を

行う場合, ノードに搭載された記憶装置上にデータ格納用の領

域を確保し, 観測データをデータの取得時刻とともに格納する.

蓄積するデータは, 観測を行ったノードが自らのノード上に格

納するものとし, 他のノードへの観測データの転送や蓄積は行



わない.

観測により得られるデータを格納するため, ノードは観測に

先立ち, 自身の記憶領域上に関係データベースにおけるテーブ

ルを作成する. テーブルは, 観測に用いる問合せやイベントの定

義などのすべてのルールがユーザからノードに送信され, ノー

ドが観測処理を開始する段階で, ルールの実行に必要な領域が

確保される. 各ノードの記憶領域上に作成されたテーブルは, 状

態に対応した観測問合せを実行することで得られた観測データ

を格納する.

3. 2 処理の切替え

ユーザは, ノードが行う観測処理ごとに, 複数の状態を定義す

る. 観測で得られたデータを基に, ノードごとの状態を適切な

ものに切り替えるための情報として, イベントを用いる. イベ

ントの生成は, イベント生成用の問合せの実行結果が指定の条

件を満たす場合, 対応するイベントを生成することで実現する.

データ蓄積部で, ノードの設置された位置における過去の時

系列データを蓄積する. このデータに対して問合せを行うこと

で, 時系列に沿った観測データが特定の条件を満たすか否かを

判定することが可能になる. 例えば, 現在の気温と昨日の同時

間帯の気温の比較, また, 過去 1時間分の気温データの平均値,

雨量データの積算値などの集約値が閾値を超える場合の判定が

挙げられる. これらの条件を判定する問合せを, ノードの動作

を定めるルールの 1つとして定める.

イベントは, シンボルにより表わす. イベント生成問合せに

は, 条件が満たされる場合に生成するイベントのシンボル名を

含めて記述する. 個々のノードは, 自らのノード上で生成また

は他のノードから伝搬されたイベントをルール集合と照合し,

状態遷移のための条件が満たされる場合, 遷移および状態に対

応した問合せ処理に変更する.

3. 3 イベントの伝搬

イベントはそれが発生したノードのみならず, 近隣のノード

にとっても周囲の状態の変化を表わす重要な情報であるため,

生成されたイベントは, 生成元となるノードから, 周囲に配置さ

れた他のノードに伝搬させる必要がある. 2章で述べたように,

異種センサネットワークでは搭載されるセンサデバイスの種類

がノードごとに異なり, このような状況下では, あるノードが観

測により得られた情報を異なるセンサデバイスを搭載する他の

ノードに転送することで, ネットワーク全体で協調してユーザ

の意図する観測を実現することが求められる. 本システムによ

るノード間のイベント伝搬は, このような環境を想定したもの

である.

イベントの伝搬には無線による通信が発生し, その回数やデー

タ容量によってノードの電力消費および通信の輻輳が大きくな

る可能性がある. このため, イベントに応じて伝搬するノードや

経路の選択, 範囲の制限がなされることが望ましい. ただし, 範

囲や経路を考慮したイベント伝搬の制限は, センサネットワー

クにおける重要な課題であるが, 本研究では状態に応じた動的

な処理の切替えの実現を目標とするため, 現状では, 伝搬にはフ

ラッディングを用いて経路は指定せず, マルチホップ通信によ

るホップ数を指定することで伝搬範囲を制限する.

図 3 定義する状態とイベント

3. 4 ルール記述言語と処理例

問合せは, SQL型の言語を用いて行う. ルール集合の要素に

は 3 章の冒頭で挙げた観測問合せ, イベント生成問合せ, 状態

遷移条件があるが, 観測問合せについては TinyDB同様の記述

により観測動作を指定するものとする. 本節では, 特にイベン

ト生成問合せ, 状態遷移条件の記述について述べ, 観測例と対応

したルールの記述例を用いて説明する.

観測例として, 豪雨やそれによって発生する地滑りの兆候を

調査するセンサネットワークを構築する場合を考える. 観測で

使用するセンサデバイスとして, 土壌の水分量を計測するテン

シオメータ, および雨量計を用いるものとする. また, 雨量計は

設置対象となる領域で 1つ存在すれば十分である. この例では,

テンシオメータを搭載する複数台のノードと, 雨量を測定する

センサを搭載する 1台のノードそれぞれが観測対象に分散して

配置され, 異なるセンサデバイスを搭載するノードが混在する

異種センサネットワークを構築するものとする.

ノードの動作は,ノードの種類 (TYPE)ごとに状態 (STATE),

イベント (EVENT),状態遷移 (TRANSITION)のルールを記述

する. STATE文は状態の定義と実行する観測問合せ, EVENT

文はシンボル名とイベント生成条件となる問合せ, TRANSI-

TION文は遷移条件となるイベントを記述する. また, ノード

の種類ごとに, STATE文に対し初期状態を設定する INITIAL

指定を加える必要がある. この例では, 図 3 に示すように, 平

常時と雨天時にノードが取る状態をそれぞれ s0, s1として定義

し, イベント rain, fine によりその状態を遷移させる. ノード

の種類を TensiometerNode, RainGaugeNode として定め, そ

れぞれのルールを次のように記述する. ルール (1)から (4)は

TensiometerNodeのルール, (5)から (10)は RainGaugeNode

のルールである.

TYPE TensiometerNode {

INITIAL STATE s0 { (1)

SELECT nodeid, tension

FROM sensors INTO local_storage

SAMPLE PERIOD 1 hour

}

STATE s1 { (2)

SELECT nodeid, tension

FROM sensors INTO host, local_storage

SAMPLE PERIOD 15 minute

}



TRANSITION s0 -> s1 { (3)

ON EVENT rain

}

TRANSITION s1 -> s0 { (4)

ON EVENT fine

}

}

TYPE RainGaugeNode {

INITIAL STATE s0 { (5)

SELECT nodeid, rainfall

FROM sensors INTO local_storage

SAMPLE PERIOD 30 minute

}

STATE s1 { (6)

SELECT nodeid, rainfall

FROM sensors INTO host, local_storage

SAMPLE PERIOD 15 minute

}

EVENT rain { (7)

ON UPDATE local_storage

IF sum(rainfall) > threshold

FROM local_storage

WHERE time > now - 3 hour

PROPAGATE local, remote all

}

EVENT fine { (8)

ON UPDATE local_storage

IF sum(rainfall) > threshold

FROM local_storage

WHERE time > now - 1 hour

PROPAGATE local, remote all

}

TRANSITION s0 -> s1 { (9)

ON EVENT rain

}

TRANSITION s1 -> s0 { (10)

ON EVENT fine

}

}

平常時の観測

ノードは電源投入後, ルール集合のうち INITIAL指定を加え

た STATE文の指定に基づき, s0状態から実行を開始する. s0

状態は, 豪雨や地滑りの可能性の低い平穏な天候において観測

を行うための状態として定義している. この状態では, テンシ

オメータを搭載したノードは 1時間に 1回, 雨量計を搭載した

ノードは 30分に 1回観測を行う. s0状態の観測問合せはルー

ル (1), (5)として記述されており, それぞれテンシオメータ, 雨

量計を搭載したノードを対象としたルールである. 両種のノー

ドとも, 自身のノード ID とセンサデータを, 自身の搭載する

センサを表わす sensors テーブルから指定の周期で取得する.

取得したデータは, 自身の記憶領域上に存在する local storage

テーブルに格納する. この観測問合せでは, 観測データはノー

ド上に蓄積され, ホストへのデータ転送は行わない.

イベント生成

降雨が続くと, 雨量計を持つノードに蓄積された降雨データ

の積算値が増加する. 過去数時間の積算降雨量が閾値を超え

る場合, 天候が雨に変わったと判別できる. この状況を判別す

るイベント生成問合せはルール (7)により表わされる. このイ

ベント生成問合せは, 観測問合せで取得された観測データが記

憶領域上に格納されることをトリガとして, 過去 3時間の積算

降水量を時系列データから求める. したがって急激な状況の変

化が起きうる場合は観測周期を短く, そうでない場合は長くと

ることによって対応する. 演算結果が閾値を超えた場合, 自身

(local)と他のすべてのノード (remote all)を伝搬範囲とするイ

ベント rainを生成する.

状 態 遷 移

上記の rainイベントが発生する状況では, 豪雨や地滑りの危

険性が高いと考えられる. この状況下では, すべてのノードが

短い周期で観測を行い結果をホストに送信し, ホストにおいて

詳細なデータ解析を行うことにより, 最新のデータが防災に利

用されることが望まれる. 災害の危険性が高い降雨時の状態は,

ルール (2), (6)により s1として定義される. イベントにより生

成されるシンボル名は, ノードの種類に関わらず伝搬され, 状態

遷移の条件として用いられる.

s0から s1への状態遷移はイベント rainが得られた場合に行

うよう, ルール (3), (9)に示すように遷移元, 遷移先の状態, 遷

移を発生させるイベントを指定することで定義する. 上記のルー

ルの例では, TensiometerNodeのルールにイベント生成問合せ

は含まれないが, RainGaugeNodeで生成された rainイベント

はノードの種類に関わらず伝搬されるため, TensiometerNode

を含めてイベントを受信したすべてのノードでルールに基づく

状態遷移が行われる.

降雨時の観測とイベント生成

降雨時の s1状態では, ルール (2), (6)に示すように, テンシ

オメータ, 雨量計を搭載する両種のノードとも観測周期を 15分

とし, 得られた観測データをホストに送信かつ自身の記憶領域

上に格納する. また, 天候が降雨から平穏なものに変わる場合,

降雨状態への変化と同様にイベントを生成し, イベントに対応

した状態遷移を記述すればよい. 例では, 過去 1時間の積算降

水量が閾値を下回る場合, ルール (8)によりイベント fineを生

成する. ただし, ここでの閾値 thresholdは, rainイベントの生

成条件として使用した閾値とは異なり, fineイベントの生成に

適した値が指定されているものとする. s1から s0状態への遷

移も, 先述の s1状態への遷移と同様にルール (4), (10)として

記述する.

3. 5 考 察

本手法は, 問合せの記述に SQL型の言語を用いて観測データ

を処理する. データ型は数値データのみ利用するものとし, 演

算には単純な加減乗除と論理演算, 集約関数による最大値や平

均値を演算可能とする. これらの演算は, ノードが搭載すると



予想される能力の乏しい演算装置であっても容易に処理可能で

ある. しかし, ノードが取得するデータについて, 時系列を考慮

したウェーブレット解析などの高度な解析は行えない. 観測対

象の状態に応じた処理を行うには, 状態を判別するための高度

な演算をノード上で行えることが望ましい. 現状では, ノード

が行うデータ処理は単純なものに制限される. 状態判別やユー

ザに転送するデータの生成にこれらの演算機能が十分であるか,

今後検討する必要がある.

提案手法では, 2章で述べたように, ノードの記憶領域上への

観測データの蓄積が無線通信と比較して省電力であるという観

点から, ノード上で行うデータの選択や集約処理の役割を向上

させる手法をとる. よって, 本手法の有効性の評価には, 単純に

観測データをホストへ送信し続ける場合の消費電力と, 蓄積し

たデータの読書きやイベント処理, 集約演算に要する電力の比

較が必要となる.

2. 1節や 3. 4節で述べた例のように, ノードからホストへの

重要性の低いデータを含む単純なデータ送信が続く観測では,

本手法を利用することで消費電力を大きく削減することが可能

と考えられる. しかし, ルール数が多い場合や, 記憶領域への頻

繁なアクセスを要する問合せ処理が行われる場合, ルールや蓄

積したデータの処理に多くの電力を要する. また, ノード間で

イベント伝搬が頻繁に行われる場合, ネットワーク内の通信回

数が増加する. 今後, 具体的な観測対象を設定し, ルールの処理

に要する計算量または記憶領域へのアクセス数, イベント伝搬

による通信回数を算出することで評価を行う予定である.

4. 実現に向けた課題

本章では, 3 章で述べた機構を実現するにあたり課題となる

事柄を検討する.

4. 1 イベント処理の手法

本機構では, 観測データから判別される事象をイベントとし

て他のノードに伝搬する. 伝搬する内容はイベントを表わすシ

ンボルのみとしており, イベントが生成されたノードの位置や

時刻は用いられない. イベントの発生した位置や時刻を同時に

伝搬させることで, 同種のイベントを複数のノード間で集約す

るといった, 複雑なイベント処理を行う機構へと発展させるこ

とが考えられる. しかし, イベント処理が複雑になり, 伝搬によ

る無線通信が増加する可能性が考えられる. このようなイベン

トに付随するデータをイベント処理に取り入れるには, 無線通

信やイベント処理による消費電力とのトレードオフを十分検討

した上で行わなければならない.

4. 2 ルーティング

フラッディグによるルールの送信

本機構では, 無線通信により配送するデータとして, ノードの

動作を定義するルール集合, 観測データ, イベントがある. この

うち, ルール集合はホストからすべてのノードに対し 1度送信

するのみであるため, 単純なフラッディングを使用することで

配送を行えばよい. しかし, 観測データとイベントは観測期間

中に繰り返し転送されるため, 消費電力や伝送遅延が小さく効

率の良い経路を選択する必要がある.

図 4 ルールの処理メカニズム

ツリー型のデータ回収経路

観測データは, データの取得元であるノードからホストに転

送される. センサネットワークに接続されるホストは 1台であ

ると仮定すると, 伝送経路はホストを根とする木構造をとるこ

とで, TinyDBと同様に, 子ノードのデータを親ノードにまとめ

て送ることによる通信回数の削減が可能になり効率が良い.

イベント送信経路

一方で, イベントはルールの指定によって伝搬先が異なる. 考

えられる伝搬先の指定として, 例えば, 伝搬範囲をイベント生成

元のノードからの半径を用いて指定する場合や, 特定のセンサ

デバイスを搭載するノードのみにイベントを伝搬する場合が考

えられる. このような伝搬先の指定は, 不要なイベント伝搬に

よる通信を抑制するために必要である. しかし, これを実現す

る場合, ノードの位置情報を利用したルーティングや, ノードの

種類ごとに配送経路を管理するなど, 処理が複雑になることが

予想される.

4. 3 記憶領域の管理

センサノードは搭載する計算資源が制限されることから, 問

合せによる複雑な演算や使用する記憶容量を考慮した処理を

行う必要がある. また, データの格納用にフラッシュメモリを

用いる場合, 読書きはページ単位で行われることから, 読書き

を効率的に行えるデータ管理手法を検討しなければならない.

消費電力を考慮したフラッシュメモリの効率的な読書き手法に

Capsule [5]があり, これの利用を検討する.

4. 4 動作メカニズム

ノード上でルール集合を処理する機能は, 図 4 に示すよう

に, 状態に応じた問合せを実行する STATE 処理部, イベント

を生成する EVENT処理部, イベントに応じた状態遷移を行う

TRANSITION処理部から構成される. ユーザによりホストか

らノードに対し送信されたルール集合のうち, ノードは TYPE

指定により自身の種類についての動作を記述したルールを保存

し, ルールに基づいた処理を次の順で行う.

（ 1） STATE処理部はホストからルール集合を受信すると,

ルールで INITIALとして指定された状態を初めに取る. 以後,

状態に応じた観測問合せを, 問合せに指定された周期で実行

する.

（ 2） EVENT処理部は, イベントのトリガーとなる動作の

発生を待ち受ける. トリガーとなる動作が発生した場合, 対応



したイベント生成問合せを実行し, イベントの発生条件が満た

されるか判別する. 条件が満たされる場合, イベントのシンボ

ルを TRANSITION処理部に通知する. イベントが他のノード

に対しても伝搬するようルールに指定されている場合, 無線通

信によるイベント伝搬を行う.

（ 3） TRANSITION 処理部は, 自らのノードまたは他の

ノードからイベントを受け取ると, 現在の状態とイベントの組

み合わせにより状態遷移が発生するか否かをルールと照らし

合わせ, 照合するルールが存在する場合, 遷移先となる状態を

STATE処理部に通知する.

（ 4） STATE 処理部は, TRANSITION 処理部に指定され

た状態に遷移し, 対応した観測問合せを実行する.

5. 関 連 研 究

TinyDBと Cougarは, 観測周期と使用するセンサデバイス

を指定することでノードから観測データ取得することのできる

問合せ処理機構である. SQL型の問合せ言語で指定する条件に

基づき, ホストに送信する観測データをノード上で選択可能で

ある. また, TinyDBではデータをホストに送信する過程で, 複

数のノードのデータを集約する TAG [6]と呼ばれる機構を用い

ることで, ノード間の通信データ量を削減することが可能であ

る. ただし, 集約は現在のデータについてノード間で行われ, 時

系列を考慮したデータの蓄積や集約は行わない. また, 観測デー

タが指定の条件を満たすことでイベントを発生させ, 対応した

問合せを実行することが可能であるが, 提案手法と異なり状態

の概念は存在せず, 柔軟な問合せの切替えを行うには課題があ

る. この点が我々の研究の動機となっている.

イベント検知を目的とする DSware [7]は, ノードが周期的に

取得するセンサデバイスからのデータに対して条件を設定し,

条件を満たす場合に生成されるイベントをホストで取得する処

理機構である. 生成させるイベントに領域を設定し, 複数のノー

ドから伝搬されたイベントを複合させ新たなイベントを生成さ

せることが可能である. また, 複合イベントの処理を行うため

に, イベントの有効時間を設定することで, 発生するイベント

の時間差を考慮した処理を行うことができる. DSwareは発生

したイベントをユーザに通知することを目的としており, 観測

データを継続して転送する用途には用いられない. また, 観測

データを蓄積する機構は持たず, イベントの生成条件に過去の

データを用いることはできない. イベント検知について, 特定の

事象を検出するために複数のイベントを組み合わせる手法が用

いられることがある. 複合させるイベントの数が多い場合, 個々

のイベントの前後関係や組み合わせが複雑になることから, イ

ベントと状態を組み合わせてこれを行う手法が提案がされてい

る [8]. 我々の手法はこれと類似し, 観測状態を遷移させるトリ

ガーとしてイベントを用いている.

ノードに動的な処理を行わせる手法は文献 [9]で提案されて

いるが, 利用可能な機構として実現するには至っていない. ま

た, 文献 [10]ではフラッシュメモリの消費電力が低下している

ことに着目し, ノードにデータを蓄積させている. しかし, こ

れはホストからノードのデータに対するアクセス手法が研究

対象となっており, ノードに動的な問合せを実行させるもので

はない. ノードに蓄積したデータに対する時制問合せを行う文

献 [11]の機構は, データ集約をノード上で行うことを目的とす

る点で共通するが, 問合せの動的な切替えを行っていないとい

う点で異なる.

6. お わ り に

本稿では, ノードの消費電力を抑制するための, 観測対象に応

じた問合せ処理の必要性について述べた. ノードが対象の状態

に応じて実行する問合せを変更することで, 不要な通信やセン

サデバイスの使用を削減することが可能になる. これを実現す

るための手法として, 状態に応じて実行する問合せと, 状態を遷

移させるために用いるイベントをノードが処理することを提案

した. また, ノードの記憶領域上に過去の観測データを蓄積し,

これを基にノードが観測対象の状態を判別する手法について述

べた. 今後は, 観測目的に応じた具体的なルールの記述と実装

について検討を進め, 電力消費などを従来の手法と比較する予

定である. また, ノードの動的な追加や削除が行われた場合で

もルールの伝搬や実行を確実にするための手法について検討す

る必要があると考えている.
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