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背景

¨  モノ同士がつながりによるネットワーキング 
¤ M2M、IoT 

n モノ＝センサーデバイスを大量にばらまき、環境をセンシング
する。 

¤ トラッキング 
n タグ（センサーデバイス）を貼り付け、居場所を調べる。 

¨  デバイス技術の発展 
¤ センサーデバイスの小型化・省電力化 
¤ エナジーハーベスティング 
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あらゆるモノがセンサーデバイス化し、超大規模
（＝数が多い）なネットワークが形成される。



モチベーション
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¨  センサー（＝ノード）が「どこにあるか」を知ることが重
要である。 
¤ 全部のノードがGPSを保持しているという想定は現実的で
はない。 

¤ そもそも、屋内や地下ではGPSは利用できない。 

¨  屋内外にとてつもない数のノードが配置された場合、
各ノードはどうやって位置を知ればいいのか？



既存研究
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¨  Range-based localization 
¤ センサーが何らかのハードウェアを用いて、他のノードと
の間の距離や、隣接ノード群とのなす角度を測定し、その
情報を用いて位置を推定する。 
n 三辺測量、多辺測量、三角測量などを行う。 

¨  Range-free localization 
¤ ノードはネットワークトポロジ情報のみを用いて位置を推
定する。 
n ホップ数から距離を推定し、三辺測量、多辺測量を行う。 
n  Multi-Dimensional Scalingを用いる。 

n  ネットワーク全体のトポロジ情報（高次元情報）から、もっともらし
いノードの位置（低次元情報＝２or３次元情報）にマッピングする。 

こちらの方が、小型、省電力化の観点からは優れている。（ただし誤差大）



既存研究の問題点
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¨  非凸包な領域にノードがばらまかれていると、位置推
定誤差が増大する。 
¤ 多辺測量ベースの手法 

¨  全体のノード数に応じて収束時間（位置推定完了時
間）および各ノードのメモリ使用量が増大する。 
¤ Multi-Dimensional Scalingベースの手法

OK
　　NG

このあたりに
いるノードの
推定誤差が
大きくなる



チャレンジ
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¨  ノードがばらまかれている領域の形状が非凸包でも
誤差が増大しないようにする。 
¤ なぜ起こる？ 

n 非凸包ではホップ数と実距離の関係が大きく崩れる。 

¨  ネットワーク全体の規模（ノード数）に収束時間、消費
メモリ量（および計算量）が依存しないようにする。 
¤ なぜ起こる？ 

n ネットワーク全体の状態がわからないと、位置を推定できない
から。

本来の距離

ノード間の経路



前提条件
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¨  Unit disc graph 
¤ ノード同士は無線で通信する。 
¤ ノードの無線通信範囲は半径Rの円である。 

¨  一部のノードは実位置を知っている。 
¤ このようなノードをアンカーノードと呼ぶ。 
¤ そのノード数は少ないほどよい。 



問題解決のためのアイデア
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¨  アフィン変換を用いた位置推定 
¤ 直観：方眼紙をかぶせて、3つの基準点の実位置と格子
点座標の関係がわかれば、その他の格子点の位置(X,Y)
は簡単に求まる。

方眼紙：（x1, y1） 
実位置：（X1,Y1）

方眼紙：（x2, y2 ） 
実位置：（X2,Y2） 方眼紙：（x3, y3） 

実位置：（X3,Y3）

(█■𝑋@𝑌 )=(█■𝑋↓1 − 𝑋↓3 &𝑋↓2 − 𝑋↓3 @𝑌↓1 − 𝑌↓3 &𝑌↓2 − 𝑌↓3  )(█■
𝑥↓1 − 𝑥↓3 &𝑥↓2 − 𝑥↓3 @𝑦↓1 − 𝑦↓3 &𝑦↓2 − 𝑦↓3  )↑−1 (█■𝑥@𝑦 )+(█■
𝑋↓3 @𝑌↓3  )

方眼紙に対応するようなサブ
グラフを見つけられればよい



グリッドグラフ
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¨ 格子状のサブグラフ（＝グリッドグラフ） 
¤ ネットワーク全体からグリッドグラフを抽出する。 
¤ グリッドグラフを構成する各格子（＝4ノードからなる）
は次の条件を満たさなければならない。 
n 隣り合うノード同士にはリンクが存在する。 

n  d≦R 

n 対角ノード同士にはリンクが存在しない。 
n  d>R



グリッドグラフの特徴
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¨  各格子は必ず凸四角形になる。 
¤ 余弦定理で証明可能 

¨  グリッドグラフを2次元ユークリッド空間と見立てて、
実空間（2次元ユークリッド空間）と1対1マッピングが
可能

こうはならない

Rより大

R以下

こういうトポロジは
発生しない

交点の部分は1対1写像にならない
（＝アフィン変換を使えない）



矛盾無くX-Y座標を打つために 
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¨  各ノードは、隣接ノードの方向（-x, +x, -y, 
+y方向）を決める。 
¤ ノードAが隣接ノードBを+x方向だと決めたら、
ノードBはノードAを-x方向だと決める。 

¤ あるノードからそのノードに戻る閉路において、
方向を足しあわせると0になるようにする。 
n  -x=(-1,0), +x=(1,0), -y=(0,-1), +y=(0,1)とする。 

¨  グリッドグラフがClosed voidを含まないよ
うにする。 
¤ Closed voidがあると、升目の数があわなくな
る可能性がある。 
n グローバルな情報を利用しないグリッドグラフ抽
出のための分散アルゴリズムを目指すため。

+x+y

-x -y
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Closed	  
void



グリッドグラフの例
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グリッドグラフ抽出と位置推定 
アルゴリズムの概要
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¨  各ノードは、2ホップ先までのトポロジを収集する。 
¤  自分の隣接ノード情報をブロードキャストすればよい。 

¨  各アンカーノードが起点（＝原点）となり、グリッドグラフ抽出を開始する。 
¤  複数のグリッドグラフが平行して抽出される。 
¤  アンカーからグリッドグラフを1ホップずつ広げていく。 

¨  上流（原点に近い方）のノードから-x, +x, -y, +y方向のいずれかに指定された
ノードは、自分がグリッドグラフの一員であることを知り、座標を知る。 
¤  さらに、下流（自分より1ホップ原点から遠い方）のノードを指定する。 

n  2ホップ先までのトポロジ情報の中から、3x3の小さなグリッドグラフ（ユニットグリッド）を選び、-
x, +x, -y, +y方向を決める。 

¨  あるアンカーノードを原点とするようなグリッドグラフの中に、複数のアンカーが
含まれれば、それらのアンカーの座標と実位置をグリッドグラフ内で共有する。 
¤  (█■𝑋@𝑌 )=(█■𝑋↓1 − 𝑋↓3 &𝑋↓2 − 𝑋↓3 @𝑌↓1 − 𝑌↓3 &𝑌↓2 − 𝑌↓3  )(█■𝑥↓1 − 𝑥↓3 &𝑥↓2 − 

𝑥↓3 @𝑦↓1 − 𝑦↓3 &𝑦↓2 − 𝑦↓3  )↑−1 (█■𝑥@𝑦 )+(█■𝑋↓3 @𝑌↓3  )
¨  グリッドグラフ上のノードは、上の式を使って位置を推定する。 

¤  あるノードが複数のグリッドグラフに含まれている場合は、それぞれの推定値の重心を
取る。 

¨  いずれのグリッドグラフにも含まれていないノードは、周辺の位置推定済みの
ノードから推定結果を広告してもらい、受信した位置情報の重心を自分の位置と
推定する。



シミュレーション
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¨  ノード数800、平均次数22 
¤  矢印が短いほど位置推定誤差が小さい 
¤  青四角はアンカー 

n  多辺測量の手法はアンカー数を増やすことにあまり効果がないため一番
性能が良かったデータを掲載

グリッドグラフを利用した手法
ホップ数から距離を推定し
多辺測量を行う手法



位置推定誤差
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¨  グリッドグラフの実空間上での形状が一様ではないこ
とに起因した位置推定誤差が発生する。 

¨  グリッドグラフに含まれないノードは、周囲のノードの
予測結果の重心しか推定できない。 
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グリッドグラフ

アンカー

アンカーD, E, Fによって想定される座標系



カバレッジ
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¨  グリッドグラフが都合良く抽出できるとは限らないため、
位置推定不能なノードが発生する可能性がある。 
¤ 必ず全領域に渡ってグリッドグラフが存在するための条
件は？

[0,0]
[k,0]

[k,k]

[1,0]

[0,k]

[0,1]

　

s

Rより大

R以下

¨  領域を小さなマス目に区切る。 
¨  左図のようにRより大、R以下という条
件を満たすような、マス目のサイズsと
マスの数kを求める。 

¨  このように区切られた各マス目の内部
に少なくとも1つのノードが配置されて
いれば、全領域をカバーするグリッド
グラフが必ず含まれる。

s ≤ 𝑅/√65  

ノードの次数は約204（超高密度）



まとめ
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¨  グリッドグラフ（格子状のサブグラフ）を抽出し、アフィ
ン変換を用いて位置推定する手法を提案した。 
¤ 分散アルゴリズムの詳細は割愛した。 

¨  今後の課題 
¤ Unit disc graph以外（無線通信範囲が非対称）の場合につ
いての検討 

¤ 単なる凸包小領域への分割に使えるのでは？？ 
n アルゴリズムがもっと軽くてすむ。 
n 凸包小領域さえ手に入れば、他の位置推定手法が利用できる。 


