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曖昧な位置を持つ移動オブジェクト群に対する確率的連続問合せ
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あらまし 移動ロボットなど，自律的に移動するオブジェクトは，センシングや移動履歴によって自身の位置を推定

するが，測定誤差などにより正確な位置を取得できず曖昧性を伴う．この曖昧性を考慮するために，移動オブジェク

トの位置を確率分布を用いて推定する手法が注目を集めている．本研究では，位置をガウス分布に基づいて推定して

いるオブジェクトに対する連続的問合せの処理手法を述べる．
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Abstract Autonomously moving robots such as autonomous mobile robots usually estimate their locations by

sensing or their moving histories, but their locations are often imprecise due to measurement errors. To deal with

impreciseness, query processing methods that estimate locations of moving objects using probability distributions

are required. In this paper, we propose continuous query processing for moving objects that estimate their locations

based on Gaussian distributions.
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1. は じ め に

近年，移動ロボットなど，自律的に移動するオブジェクトを

対象としたデータベース問合せについて注目されている．移動

ロボットの場合，通常は，センサや移動履歴を用いて自身の位

置の推定を行う．しかし，センサの測定誤差や，ロボットの制

御ノイズが生じるために，得られる位置情報は必ずしも正確で

はなく，曖昧性を伴う．そのため，移動オブジェクトの位置の

曖昧性を考慮した空間的な問合せ処理手法が必要である．さら

に，移動オブジェクトが移動を続けている間，問合せ処理を継

続的に行う必要がある．

そこで本稿では，移動ロボットなどの多数の移動オブジェク

トが自律的に移動する環境において，これらの位置に対する問

合せを行うための連続的問合せの手法について検討する．それ

ぞれの移動オブジェクトは，移動履歴およびセンシングの結果

をもとに，自身の位置をガウス分布の形式で定期的に推定する

ものとする．

一方，移動オブジェクトの集合に対する連続的問合せとして，

以下の 2種類を考える．

• 確率的範囲問合せ：指定した点 q から距離 δ 以内に存

在する確率が θ 以上である移動オブジェクトを求めよ．

• 期待距離問合せ：指定した点 q に対する期待距離が δ 以

下である移動オブジェクトを求めよ．

本研究では，問合せは連続的に処理されると想定する．問合

せ処理システムから発行された問合せは，まず各オブジェクト

に対して配信され，各オブジェクトに登録される．オブジェク

トは，移動を続ける間，自身の位置をガウス分布として定期的

に推定する．問合せ処理の単純なアプローチとしては，推定さ

れたガウス分布が問合せ条件を満たすかどうかを移動オブジェ

クト自身が判定し，満たした場合にその旨を問合せ処理システ

ムに通知するというものがある．しかし，確率分布を含む問合

せ処理には処理コストの高い数値積分が含まれるため，移動ロ

ボット等の処理能力では十分対応できないこともある．[1]では，

以下で示す処理コストを抑えるような問合せ処理のアプローチ

を提案しているが，本稿ではそれに加えて連続的問合せである

点を考慮し，問合せシステムへの問合せ結果の効率的な通知に

ついて述べる．

2. 関 連 研 究

オブジェクトの位置を確率的に推定する技術は近年注目を集



めており，盛んに研究されている．[6]では，データの不確かさ

を分類し，曖昧なデータに対する範囲問合せの概念を示してい

る．センシングなどによる曖昧性を含む位置データの処理を想

定している．[7]では，1次元の曖昧な位置を持つオブジェクト

に対する最近傍問合せについて検討しており，確率の閾値を用

いた問合せ処理を提案している．また，センサネットワークに

おいても，曖昧さを考慮する研究が盛んに行われている．[4]で

は，モバイル環境での位置情報を含んだ RFIDにおける確率的

推論について述べており，読み取りに発生するノイズをガウス

分布として推定を行っている．

筆者の属する研究グループにおいても，曖昧な位置情報を考

慮した問合せ処理手法について研究を行っている．問合せの種

類としては，主に範囲問合せと最近傍問合せについて，位置の

曖昧性を考慮した問合せ処理の研究がされている．[2]では，従

来の範囲問合せを拡張し，移動ロボットなどの問合せオブジェ

クトの位置が曖昧である場合についての問合せ処理手法を提案

している．「問合せオブジェクト q からのユークリッド距離が δ

である確率が θ 以上であるオブジェクトを求めよ」という確率

的範囲問合せを定義し，曖昧な位置である問合せオブジェクト

から確定的な位置で表されるオブジェクトに対する問合せの処

理の効率化を提案している．このとき，問合せオブジェクトの

曖昧な位置をガウス分布で表現している．

これに対して本稿でも，確率的範囲問合せを定式化するが，

以下の状況を想定している．

• 曖昧な位置を持つ移動オブジェクトに対する問合せを問

合せシステムから発行する

• 問合せシステムから指定した点 q は確定的であり，そこ

から距離が δ 以内である移動オブジェクトを検索する

• 問合せは連続的に発行し，各移動オブジェクトは定期的

に位置推定を行い，問合せ結果の更新を行う

なお，曖昧な位置を持つオブジェクトの位置推定にはガウス分

布を用いるため，[2]で提案した問合せ処理のコストを抑える基

本的なアイデアを活用する．

  図 1 ガウス分布に基づく位置推定

ガウス分布は，統計やパターン認識の分野でよく利用されて

いる確率密度関数である (図 1)．ガウス分布は，実際に推定し

た位置が確率が最も高く，また無限の広がりを持つためどの場

所でも 0でない確率があるということを表現することができる．

また，ガウス分布の平均や共分散行列といったパラメータを変

化させることで，曖昧の度合いを変化させることもできる．移

動ロボットの分野では，センサや移動履歴をもとにした自己位

置推定にガウス分布が用いられる [3]．本研究では，このような

十分な汎用性を持つガウス分布の性質を利用し，問合せの定式

化を行う．

3. 確率的範囲問合せの処理方式

本節では，ガウス分布に基づいて自身の位置を推定している

複数の移動オブジェクトに対して，問合せシステムから「指定

した点 q から距離 δ 以内に存在する確率が θ 以上である移動

オブジェクトを求めよ．」という確率的範囲問合せについて述

べる．

図 1は確率的範囲問合せを図示したものである．ここでは 4

つの移動オブジェクト o1, o2, o3, o4 が存在し，それらのガウス

分布の等確率面が図の楕円形のように表わされているとする．

ガウス分布は無限の広がりを持つため，どのオブジェクトも半

径 δ の円内に存在する可能性があることに注意する．
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図 2 確率的範囲問合せ

確率的範囲問合せを定式化する．まず，問合せ点 q と移動オ

ブジェクト oi の距離が δ 以下である確率は，以下の積分で与

えられる．

Pr(q, oi, δ) =

∫
∥x−q∥<=δ

pi(x)dx (1)

∥x− q∥ はベクトル間のユークリッド距離を表し，

pi(x) =
1

(2π)d/2|Σi|1/2
exp

[
−1

2
(x− oi)

tΣ−1
i (x− oi)

]
(2)

はオブジェクト oi の位置を表す d次元ガウス分布である．Σi

は共分散行列を表す．この定義より，

Pr(q, oi, δ) >= θ (3)

が成り立つとき，oi は問合せ結果に含まれる．

式 (1)の積分は，モンテカルロ法などの数値積分を用いて求

めることになるが，これはコストが非常に大きい．そこで，筆

者らのグループにより [2] で提案された，ガウス分布を近似す

る上限・下限の関数を活用する（注1）．上限・下限の関数は，Σ−1
i

の最小（最大）固有値 λ⊤（λ⊥）を用いて定義でき，上限の関

数は

p⊤i (x) =
1

(2π)d/2|Σi|1/2
exp

[
−λ⊤

2
∥x− oi∥2

]
(4)

（注1）：本稿と異なり，論文 [2] では，問合せオブジェクトの位置がガウス分布

に従う場合を考えている．



p⊥i (x) =
1

(2π)d/2|Σi|1/2
exp

[
−λ⊥

2
∥x− oi∥2

]
(5)

という式となる．式 (4)は，等距離面が球（円）である，pi(x)

の上限を与える関数であり，式 (5)は，等距離面が球（円）で

ある，pi(x) の下限を与える関数である．これらの関数を用い

ることで，p⊥i (x) <= pi(x) <= p⊤i (x) が常に成り立つ．

以下のようにオブジェクト oi における問合せ処理のアルゴリ

ズムを与えることができる．このアルゴリズムは，オブジェク

ト oi の位置を表すガウス分布が更新されたときに起動される．

確率的範囲問合せの処理アルゴリズム

1. on update (oi,Σi) do

2. if Pr⊥(q, oi, δ) >= θ

3. oi が条件を満たすと通知

4. else if Pr⊤(q, oi, δ) >= θ

5. oi が条件を満たす可能性があると通知し，

6. (oi,Σi) と上限・下限の確率も合わせて送付

7. end

8. end

上記アルゴリズムにおいて，Pr⊥(q, oi, δ)および Pr⊤(q, oi, δ)

は，式 (2)において pi(x) をそれぞれ p⊥i (x), p
⊤
i (x) に変えて

得られる積分結果であり，それぞれ，下限・上限の見積結果を

表す．これらの近似関数の評価は，δ の値と ∥q − oi∥ の 2つ

の値を引数にして，事前に作成してある統計表を引くことで数

値積分を行わずに処理できる [2]．下限の見積結果 Pr⊥(q, oi, δ)

が θ 以上であるならば，そのオブジェクトは明らかに問合せ

を満たすと判定し，数値積分を行わずに問合せシステムにメッ

セージを送信することができる (アルゴリズム 2, 3 行目)．ま

た，上限の見積結果 Pr⊤(q, oi, δ) が θ未満であるならば，数値

積分を行わずにそのオブジェクトは問合せを満たす可能性がな

いと判定できる．つまり，問合せを満たす可能性があると判定

したオブジェクト (アルゴリズム 4, 5, 6行目)のみ数値積分を

行い，実際に問合せを満たしているかどうかを判定すればよい．

簡単な例を示す．移動ロボット a, b, c が存在し，それらに

対して「指定した点 q から距離 δ 以内に存在する確率が θ

(θ = 0.5) 以上である移動オブジェクトを求めよ．」という確

率的範囲問合せを発行する．各移動オブジェクトはガウス分

布に基づいて位置推定を行い，式 (4), (5)を用いて各オブジェ

クトが問合せを満たす確率の上限・下限の見積もりを算出す

る．その結果，例えば Pr⊥(q, a, δ) = 0.61, Pr⊤(q, a, δ) = 0.88,

Pr⊥(q, b, δ) = 0.35, Pr⊤(q, b, δ) = 0.72, Pr⊥(q, c, δ) = 0.06,

Pr⊤(q, c, δ) = 0.24という見積もりが得られたとき，オブジェ

クト a は Pr⊥(q,A, δ) > θ を満たすため，問合せを明らかに

満たすと判定し問合せシステムに通知する．オブジェクト bは

Pr⊤(q,B, δ) > θ であるため, 問合せを満たす可能性があると

システムに通知し，積分計算をすることで問合せを満たすかど

うかを判定する．オブジェクト cについては見積もり結果が θ

に満たないため，問合せを満たさないと判定できる．このよう

に，確率の見積もりを算出することで，コストの大きい積分計

算を抑えることができる．

4. 期待距離問合せの処理方式

期待距離は以下の式で与えられる．

ED(q, oi) =

∫
∥x− q∥pi(x)dx (6)

積分範囲は空間全体である．この場合も，上限・下限の関数を

用いて近似する．上限の近似距離は

ED⊤
i (q, oi) =

∫
∥x− q∥p⊤i (x)dx (7)

となる．下限の近似距離も同様に与えられ，ED⊥(q, oi) <=

ED(q, oi) <= ED⊤(q, oi) が常に成り立つ．

上記の式を変形すると，以下が得られる．

ED⊤
i (q, oi) =

1

|Σi|1/2(λ⊤)d/2

∫
∥x−ηi∥·pnorm(x)dx(8)

ただし，

ηi = q − oi (9)

pnorm =
1

(2π)d/2
exp

[
−1

2
∥x∥2

]
(10)

と置いている．

この性質を用いて，以下のように問合せを処理する．まず，

さまざまな ηi の値について，式 (7)の
∫
. . . dx の部分を数値

積分して計算し，統計表を作成し（注2），各移動オブジェクトに

事前に配信する．

問合せ処理アルゴリズムは，確率的範囲問合せのアルゴリズ

ムと類似したものとなり，次のようになる．

期待距離問合せの処理アルゴリズム

1. on update (oi,Σi) do

2. if ED⊤(q, oi) <= δ

3. oi が条件を満たすと通知

4. else if ED⊥(q, oi) <= δ

5. oi が条件を満たす可能性があると通知し，

6. (oi,Σi) と上限・下限の距離も合わせて送付

7. end

8. end

ED⊥(q, oi) の求め方について述べておく．(oi,Σi) が与えら

れると，まず固有値分解を行って，最小・最大固有値 λ⊤, λ⊥ を

得る．また，|Σi| も計算しておく．ηi = q−oi を計算し，∥ηi∥
の値をもとに，統計表を引く．もし，∥ηi∥ の値にちょうど一致
するエントリがあれば，その行の積分値の値を得る．一致する

エントリがなければ，∥ηi∥ の値より大きいもので，最小のエ
ントリの積分値を採用する．この際には多少の余分なコストが

発生するが，最終的には正しい値が求まる．一方，ED⊤(q, oi)

の計算の際には，ちょうど一致するエントリがなければ，逆に

∥ηi∥ の値より小さいもので，最大のエントリの積分値を採用
する．

（注2）：実際には，ηi の長さだけが積分値に影響を与えるため，異なる ∥ηi∥ の
値について求めればよい．



5. 問合せシステムへの通知

問合せ処理システムは，明らかに条件を満たす場合（上記ア

ルゴリズムの 2～3行目）には，問合せ結果に即座にそれを追

加して問合せ処理システムにメッセージを送信し，条件を満た

す可能性がある場合（4～6行目）には，数値積分により実際の

確率・期待距離を評価し，その結果に応じて問合せ結果を更新

して，問合せ処理システムにメッセージを送信する．連続的問

合せであるため，問合せ結果は常時更新が続けられる．問合せ

処理システムには，条件を満たした，もしくは満たす可能性が

ある各移動オブジェクトから，継続的にメッセージが送られる．

また，前回の更新で問合せ条件を満たした，または満たす可能

性があったオブジェクトが，問合せ条件を満たさなくなった場

合にもその旨を通知する必要がある．しかし，これらすべての

結果を各オブジェクトから問合せシステムに通知するのはあま

り効率的とは言えない．

そこで，本節では，各オブジェクトの状態を考慮した場合の

問合せ処理アルゴリズムを述べる．各オブジェクトは，前回の

位置更新時に自分がどのように問合せシステムに送信したかを

記憶し，その結果に応じて次の問合せ結果を問合せシステムに

通知すべきかを判定するアプローチをとる．

n-1回目 n回目

明らかに
条件を満たす

条件を
満たさない

条件を満たす
可能性あり

明らかに
条件を満たす

条件を
満たさない

条件を満たす
可能性あり

通知する

通知しない
図 3 通知するケース

図 3は n-1回目の位置推定による各オブジェクトの問合せ結

果から n回目の位置推定による問合せ結果の更新する際の問合

せシステムへの通知の有無を示したものである．直感的には以

下の場合にシステムに通知する必要はなくなる．

• n − 1回目の更新で問合せ条件を通知し，n回目の更新

でも条件を満たさない場合

• n − 1 回目の更新で明らかに条件を満たすと通知し，n

回目の更新でも明らかに条件を満たすという問合せ結果が得ら

れた場合

前者の場合，移動オブジェクトが問合せ条件を満たしていない

と判定している間は問合せシステムに何も通知する必要はない．

同様に，後者の場合，明らかに条件を満たすと判定している間

は問合せシステムに通知する必要はない．また，1回目の更新

については，前節までのアルゴリズムの通り，条件を明らかに

満たすオブジェクト，条件を満たす可能性のあるオブジェクト

が問合せシステムに通知を行う．

n(n >= 2) 回目の更新時に，指定した点 q から距離 δ 以内

に存在する確率が θ 以上である確率を Pr(q, oi, δ)n，指定した

点 q に対する期待距離を ED(q, oi)n とする．システムに通知

を行う必要性を考慮した確率的範囲問合せおよび期待距離問合

せのアルゴリズムを以下に示す．なお，以下では，各移動オブ

ジェクトが k 回 (n <= k)の位置更新を行うものとする．

確率的範囲問合せの処理アルゴリズム

1. for n = 2 to k do

2. if Pr⊥(q, oi, δ)n−1 < θ ∧ Pr⊥(q, oi, δ)n >= θ

3. oi が条件を満たすと通知

4. else if Pr⊥(q, oi, δ)n < θ ∧ Pr⊤(q, oi, δ)n >= θ

5. oi が条件を満たす可能性があると通知し，

6. (oi,Σi) と上限・下限の確率も合わせて送付

7. else if Pr⊤(q, oi, δ)n−1 >= θ ∧ Pr⊤(q, oi, δ)n < θ

8. oi が条件を満たさなくなったと通知

9. end

10.end

期待距離問合せの処理アルゴリズム

1. for n = 2 to k do

2. if ED⊤(q, oi)n−1 > δ ∧ ED⊤(q, oi)n <= δ

3. oi が条件を満たすと通知

4. else if ED⊤(q, oi)n > δ ∧ ED⊥(q, oi)n <= δ

5. oi が条件を満たす可能性があると通知し，

6. (oi,Σi) と上限・下限の確率も合わせて送付

7. else if ED⊥(q, oi)n−1 <= δ ∧ ED⊥(q, oi)n > δ

8. oi が条件を満たさなくなったと通知

9. end

10.end

確率的範囲問合せの場合について例を示す．

δ δ

q q

b

a

b

c

c

d

a

d

[問合せシステムへの通知]
・オブジェクトa: 明らかに条件を満たす
・オブジェクトb: 明らかに条件を満たす
・オブジェクトc: 条件を満たす可能性がある

[問合せシステムへの通知]
・オブジェクトa: 条件を満たす可能性がなくなった
・オブジェクトc: 条件を満たす可能性がある
・オブジェクトd: 条件を満たす可能性がある

推定位置の更新

図 4 確率的範囲問合せの処理例

図 4では，各移動オブジェクトが 1回目の位置推定によって，

オブジェクト a, bは問合せを明らかに満たす，cは問合せを満

たす可能性がある，dは問合せを満たす可能性がないと判定し

たとする．このとき，オブジェクト a, b, cはその旨を問合せシ

ステムに通知する必要がある．そして，しばらくした後に位置

の更新を行い，オブジェクト bは問合せを明らかに満たす，c, d

は問合せを満たす可能性がある，aは問合せを満たす可能性が

ないと判定した場合，条件を満たしていた aは満たす可能性が

なくなったため，そのことを通知する必要がある．同様に，c, d

は条件を満たす可能性があるということを通知する．一方，b



は明らかに条件を満たしている状態なので通知を行う必要はな

く，問合せシステムでも bは条件を満たしたままであることが

分かる．また，実際に積分評価を行う必要があるのは，1回目

の推定時のオブジェクト cおよび 2回目の推定時のオブジェク

ト c, dであり，すべてのオブジェクトに対して数値積分を行わ

ずに連続的な問合せ処理を行うことができる．

6. シミュレーションのモデル

現在，本稿で想定した状況のシミュレーションを行うために，

シミュレータ NS2（注3）で実装を行っている．NS2は，センサな

どの無線ネットワークを構築でき，移動オブジェクトをノード

として表現することが可能なため，本研究の想定を実現するの

に適している．本稿では，シミュレーションのモデルについて

述べる．

図 5にシミュレーションのイメージを示す．本研究では，問

  

ロボットA

ロボットB

ロボットC

δ

q 問合せシステム

図 5 問合せ処理のモデル

合せ処理システムからユーザが移動オブジェクト群に連続的問

合せを発行し，各オブジェクトからのメッセージを受信するこ

とで各オブジェクトの位置情報をモニタリングする．確率的範

囲問合せの場合，ユーザは固定の問合せ点 q の座標，点 q から

の距離を表す δ，確率の閾値 θ を与える．期待距離問合せの場

合は，問合せ点 q のみを与える．各移動オブジェクトは，ユー

ザからこれらの連続的問合せを受信するが，シミュレーション

の場合はあらかじめ設定されているものとする．各オブジェク

トは推定した現在位置から，範囲問合せを満たす確率や期待距

離の見積もりを計算する．前述のアルゴリズムを起動し，各移

動オブジェクトが問合せを満たすかどうかを判定する．このと

き各オブジェクトは，位置推定に用いるガウス分布をカルマン

フィルタ [5] を用いて更新する．カルマンフィルタは，センサ

ネットワークにおいて時間や位置の変化を伴う確率的推定に用

いられているアルゴリズムであり，本研究では，共分散行列 Σ

の更新に用いる．移動オブジェクトすべてが問合せを満たすと

判定したとき，またはユーザが問合せを中断したときに，処理

を終了する．

以上の条件を考慮して，シミュレーションではセンシング領

域や移動オブジェクト数に応じた問合せ結果の評価を検討して

いる．また問合せ処理において，すべてのオブジェクトを積分

計算によって判定した場合と，本稿で述べた積分処理を抑える

アプローチを用いた場合の処理コストの比較を検討している．

（注3）：http://www.isi.edu/nsnam/ns/

7. ま と め

本稿では，自身の位置を定期的に推定する多数の移動オブ

ジェクトに対する連続的問合せについて述べた．各移動オブ

ジェクトは，位置の曖昧さを考慮して，自身の位置をガウス分

布として求めるような状況を想定した．これら移動オブジェク

トに対する連続的問合せとして，確率的範囲問合せと期待距離

問合せを導入し，それらを処理するためのアプローチを述べた．

今後，NS2を用いたシミュレーションにより性能評価を行うつ

もりである．
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