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あらまし  雑音誘起位相同期現象とは，結合のない非線形振動子が共通のノイズを入力することによって位相同

期する現象である．我々はこの現象を応用し，自然環境にある様々なデータを用いてデバイスを自律的に時間同期

させる手法を提案している．各デバイスで非線形振動子を動作させ，そのデバイス自身がセンシングする環境デー

タをその振動子に印加させる．すると，近隣デバイスが取得する環境データの相関が高いため，それらが持つ振動

子が位相同期する．本稿では，この同期手法のパラメータを調整することにより，性能の最適化を図る．環境デー

タとして温度，湿度および環境音を利用し，データの正規化を行った後にフィッツフュー・南雲振動子にデータの

入力する．実データを用いた数値実験を行った結果，ノイズ強度と振動子の速度を調整することにより，提案手法

の同期性能を改善可能であることを示す． 
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Abstract  Noise-Induced Synchronization is a phenomenon that the nonlinear oscillators synchronize by adding common  

noise to them. In our previous researches, it has already been confirmed that synchronization of the oscillators also occurs even 

by adding natural environmental fluctuations obtained in close, which are slightly different. Our proposed scheme enables 

synchronization of uncoupled devices, without any exchange of signals. In this paper, we investigate how to optimize the 

performance of the proposed synchronization scheme, by changing the parameter settings. We use real measured data of 

thehumidity, temperature and environmental sound, which are normalized to have unit variance. Our simulation results show 

that the performance of the proposed synchronization scheme can be improved by tuning the speed of the oscillator, the input 

interval and amplitude. 
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1. はじめに  

雑音誘起位相同期現象は，共通のノイズ入力によっ

て非線形振動子が位相同期する現象である [1-3]．先行

研究においては，入力するノイズとして白色ガウスノ

イズ等を用い，この現象の理論的な解析が行われてき

た [4, 5]．我々の研究ではこの現象を応用し，温度，湿

度，環境音などの自然環境のゆらぎによる時間同期手

法を提案している [6]．デバイス間を同期させるために

は，一般的にはそれらの間で通信させることが必要と

なるが，提案手法では，自然に存在する信号のみを用

いて同期を達成させることが出来る．各デバイスがセ

ンシングする自然環境信号を，各デバイスで動作させ

る非線形振動子に印加することにより，雑音誘起位相

同期によってそれらが同期することを，実データを用

いた実験によって明らかにしている [6]．  



 

  

 

 

この同期手法の応用例として，無線センサネットワ

ークのセンサノード時間同期がある．無線センサネッ

トワークは，マルチホップ通信によって様々なデータ

収集するシステムであるが，小型電池駆動の無線セン

サノードを広域に多数分散配置するため，限られた搭

載電池容量の内で可能な限り長時間の動作させるため

の省電力化が重要となっている．省電力化の一手法と

して，送信・受信の待機動作のタイミングを合わせた

間欠通信があるが，そのためには，センサノード間の

時間同期が必要となる．一般的な時間同期法ではノー

ド間の通信が必要となるが，提案法では，各センサが

センシングする情報のみで同期させることが出来るた

め，電力消費のオーバーヘッドを極力削減したプロト

コルの実現が可能となる．  

我々は既に，この同期手法によるセンサノードの同

期の実現性を，温度，及び湿度の実データを用いた実

験によって示している [6]．また，より早い揺らぎを用

いた実験として，環境音を用いた場合も同期が可能で

あることを示している [7]．  

本稿では，提案手法の同期性能のパラメータ依存性

を調べることにより，性能の最適化を検討する．提案

手法のパラメータとして，非線形振動子の周期速度，

環境データの入力間隔，入力強度を変化させ，同期性

能を高く保つために最適なパラメータを検討する．環

境データとしては，温度，湿度，環境音の実測データ

を用い，一定時間内における雑音誘起位相同期の達成

率，及び同期達成後の同期維持率を評価する．  

 

2. 雑音誘起位相同期現象  

雑音誘起位相同期現象は，共通なノイズ（摂動）を

入力することで，非線形振動子が自律的に同期する現

象である．非線形振動子間に結合が必要なく，振動子

間で互いの位相情報を交換しなくても，自律的に位相

同期を達成できる．  

一般的な非線形振動子のダイナミクスは以下の微

分方程式で表される．  

)()( XFX t
．    (1)  

振動子はリミットサイクルを描くようパラメータ調整

してあり，周期運動を示す．そこでダイナミクスの式

を位相によって表すと以下のようになる．  
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ここで，同一な 2 つの非線形振動子に共通なノイズを

入力した場合を考える．白色ガウスノイズ 𝜉(𝑡)を入力

した非線形振動子のダイナミクスは以下の式で表され

る．  
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式 (3)， (4)を式 (2)と同様，位相による表記に直すと以

下のようになる．  
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式 (5)と (6)における
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感受関数と呼ばれる．位相差が十分に小さいとし，位

相差を  
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のように定義した場合，位相差の線形成長率（平均リ

アプノフ指数） は以下のようになる．  
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リミットサイクル上における位相差の線形成長率が負

となるため，共通入力ノイズが十分に小さいとすれば，

位相差は常に減少し続けることが分かる．  

図 1 および図 2 に FitzHugh-南雲振動子に，共通の白

色ガウスノイズを付加した場合の同期の様子を示す．

FitzHugh-南雲振動子は式 (9)， (10)で表される．  
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初期位相が異なる 2 つの FitzHugh-南雲振動子を用意

し，双方に白色ガウスノイズを印加した．図 1 は何も

ノイズを入力していない状態の振動子の時系列である．

ノイズの入力を行っていないため，位相差は一定のま

ま変わらず，同期は起こらない．対して図 2 では，ノ

イズを加えることにより 2 つの振動子の波形が重なっ

ていくことが確認できる．  



 

  

 

 

 

図 1 ノイズが無いの場合における 2 つの FitzHugh-南

雲振動子の𝑥の値の時系列．  

 

図 2 共通ノイズを印加した 2 つの FitzHugh-南雲振動

子の𝑥の値の時系列．  

 

3. 自然環境ゆらぎを用いた時間同期手法  

提案する手法では，自然環境データを雑音誘起位相

同期現象における共通ノイズとして利用する．雑音誘

起位相同期は完全に同一の共通ノイズ入力でなくても，

相互相関がある程度高いノイズであれば同期達成可能

であることが示されている [7]．また，近隣で取得した

環境データ同士は相関が高いことも，実データを用い

た実験によって示されており [7]，共通ノイズの代わり

として利用することが可能である．  

提案する同期システムにおいては，各デバイスが，

内部で非線形振動子動作させ，内部クロックをこの振

動子の位相によって調整する．各ノードは搭載するセ

ンサが取得した環境データを，自身の振動子に共通ノ

イズとして入力する．もしデバイス同士が近隣に配置

されており，取得する環境データの相関が高ければ，

雑音誘起位相同期現象によりデバイスに搭載された非

線形振動子は位相同期する．よって非線形振動子の位

相により内部クロックの調整を行う各デバイスは，時

間同期を達成することが出来る．   

我々は既に，実データを用いた実験により，このよ

うな手法によって非線形振動子が同期することを示し

ており，信号のやり取りの必要なくデバイス間の自律

的な時刻同期が可能となることを示している．  

4. 自然環境ゆらぎを用いた雑音誘起位相同期

法のパラメータ最適化  

本稿で用いる環境データは温度，湿度，環境音の 3

種類である．温度および湿度は無線センサネットワー

クシステムの一種である MICAz[8]を 8 台用いて配置

間隔が 20m 以内となるよう配置し，東京理科大学九段

校舎の敷地内屋外にて測定を行った．環境音の取得に

はボイスレコーダーを使用し，東京都葛飾区内の 2 地

点に間隔が約 2m となるよう設置し測定を行った．取

得したデータの一例を図 3 及び 4 に示す．  

 

図 3 取得環境データ（湿度）の一例．  

 

図 4 取得環境音の一例．  

 

図 3 及び 4 より，データ種類によって平均値，標準

偏差，変動周期が異なっていることが分かる．雑音誘

起位相同期現象は，平均値や変動周期が統計的に中立

かつ振動子の振幅に対して十分に微小な場合に限り理

論的に証明されており，環境データを利用する際には

取得データの正規化およびサンプリング周波数の調整

が必要となる．また，この正規化は実装の面を考え合

わせるとオンライン処理可能な正規化手法である必要

がある．本稿では，温度および湿度に対しては，時間

平均値および移動平均値を利用する．任意の固定した

時間の内に取得した環境データを平均し，時間平均値

を求める．さらに移動平均値も求め，時間平均値との

差を新たなデータ値として利用する．環境音に対して

は，関してはゼロクロスフィルタに通し，データが正

から負に変わる回数を任意の時間カウントし，その回



 

  

 

 

数を新たなデータ値として利用する．一例として，図

3 及び 4 の湿度及び環境音データにそれぞれ時間平均

と移動平均，及びゼロクロスフィルタを用いた処理を

行い，正規化およびサンプリング周波数の調整を行っ

た結果が図 5 及び 6 となる．   

 

図 5 正規化後のデータ（湿度）の一例．  

 
図 6 正規化後のデータ（環境音）の一例．  

 

全ての取得環境データに同様の正規化処理を行い，

振動子への入力ノイズとして利用し，雑音誘起位相同

期が達成できるか確認を行う．2 つの非線形振動子に

ノイズとして正規化した取得環境データを入力する．

入力するノイズの強度，入力間隔，及び，振動子の速

度を変化させ，提案同期方式の性能を調べる．  

 

図 7 湿度データによる雑音誘起位相同期のようす．  

 

図 7 は環境データとして湿度データを入力した際の

振動子間における位相差の変動を示している．図 7 よ

り，環境データを利用した場合においても振動子間の

位相差が縮小し，振動子間で同期が達成できているこ

とが分かる．よって環境データを利用した雑音誘起位

相同期現象が可能であることを示している．この例で

は，振動子の速度を 1 周期 60 分となるよう調整してい

るが，実装の際には応用するシステムに求められる時

間精度によって振動子の速度を適宜変更する必要があ

る．そのため，振動子の速度を変更し，各速度におい

て最も同期性能が高くなるノイズ入力強度および入力

間隔を環境データ毎に調査する．  

本実験で用いる温度データ，及び湿度データは，東

京理科大学九段校舎の屋外 6 地点に設置した無線セン

サネットワークで 30 日間取得したものを利用し，各地

点間のデータの組み合わせ 15 通りをそれぞれ振動子

への入力として用いる．環境音データは，東京都葛飾

区の公園内の 2 地点で同時に測定した 3 時間 8 回分の

測定データを用いる．振動子には FitzHugh-南雲振動子

を用い，三次ルンゲクッタ法により離散的に振動子の

状態を演算する．各データは正規化し，標準偏差を揃

える．同期性能は一定期間内での同期達成率，および

同期達成後の同期維持率によって評価する．同期達成

率は，データ取得期間の半分の期間までに同期達成で

きた割合とした．同期維持率は，同期した後に同期を

保つことが出来た時間の割合とする．  

図 8～13 は，温度，湿度，環境音データについて，

ノイズ強度および入力間隔を変えた時の同期達成率，

及び，同期維持率をそれぞれ示す．振動子の周期の時

間に対して 0.5%の精度で同期できている状態のこと

を同期とし，評価を行った．ノイズ入力強度は，標準

偏差比率で 0.002 倍～0.1 倍まで変化させ，また振動子

1周期当たりのノイズの入力回数を 20回～80回まで変

化させた．  

図 8，9 より，ノイズ入力間隔 266 秒，ノイズ強度

0.1 の場合に，同期達成率も同期維持率も高くなって

おり，今回利用した湿度データの場合にはこの設定値

でノイズ入力を行うと高い同期性能が得られることが

分かった．温度データに関しては，図 10，11 より，ノ

イズ入力間隔 400 秒，ノイズ強度 0.024 の場合に同期

性能が高くなった．また，環境音に関しては，図 12，

13 より，ノイズ強度 0.1，ノイズ入力間隔 1.3 秒の場

合に同期性能が高くなっている．図 10 より温度データ

は同期達成が難しく，0.03 程度の比較的弱いノイズ強

度で同期し易いことが分かる．対して図 8～9 および図

12～ 13 より湿度データと音データはノイズ強度が

0.08 以上と強い場合に同期達成率が高くなり，反対に

ノイズ強度が 0.02 以下で弱い場合に同期維持率が高

くなる傾向があることが分かる．  



 

  

 

 

 

図 8 湿度データを利用した場合のノイズ強度およ

び入力間隔と同期達成率の関係．  

 

図 9 湿度データを利用した場合のノイズ強度およ

び入力間隔と同期維持率の関係．  

 

図 10 温度データを利用した場合のノイズ強度お

よび入力間隔と同期達成率の関係．  

 

図 11 温度データを利用した場合のノイズ強度お

よび入力間隔と同期維持率の関係．  

 

図 12 音データを利用した場合のノイズ強度およ

び入力間隔と同期達成率の関係．  

 

図 13 音データを利用した場合のノイズ強度およ

び入力間隔と同期維持率の関係．  

 

5. まとめ  

本稿では実環境データを用いた雑音誘起位相同期

現象におけるパラメータ設定の最適化法について検討

を行った．振動子速度，ノイズ入力強度および入力間

隔を変化させ，同期達成率および同期維持率を評価し

た．実験結果より，湿度データおよび環境音データを

利用した場合には，ノイズ強度が強い場合にはより早

く同期が達成できるが，同期した後も同期が外れる割

合も高くなり，ノイズ強度が弱い場合には同期達成に

は時間がかかるが一度達成した後には長期間同期を維

持出来ることが分かった．  

今後は，より高い精度の同期を実現するために，よ

り周波数が高く，かつ，相互相関の高い環境信号につ

いて検討を行っていく．また，データや振動子の状態

毎に最適なノイズ強度，入力間隔を明らかにすること

で提案手法の利用法を確立することを目指す．  
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