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� はじめに

��� 研究の背景

近年、無線 ��タグの開発および無線 ��タグを利用
した様々なシステムの開発が行われている。なかでも、
製品の流通過程における管理業務の効率化を目指し、無
線 ��タグが利用されることが多い。他にも、無線 ��タ
グを利用して管理する対象に関する多くの情報を取得す
ることでライフサイクルエンジニアリングにも活用でき
ると考えられる。たとえば、建築物の梁に温度や湿度セ
ンサ付きのアクティブ型無線 ��タグを貼り付けて観測
を行うと仮定する。この場合、しばらく観測を続けた後
に観測結果を読み取ることで、観測中に梁がどのような
状態を経てきたかを知ることができる。そして、観測結
果から梁の寿命を予測し、梁の修繕や補強を行うといっ
た判断をすることが可能となる。またこの他にも、アク
ティブ型無線 ��タグは物流の現場における製品の状態
監視や、人間や物の位置検出といったことに活用可能で
ある。そこで本研究では、様々な場面において今後の利
用が見込まれるアクティブ型無線 ��タグに着目し、主
にそのロギングについて研究を行うこととする。

���アクティブ型無線 ��タグによるロギング

一般に、有用な解析を行うためには、より多くの観測
結果を記録しておくことが必要となる。そのため、現在
アクティブ型無線 ��タグによってロギングを行う場合
には、無線ネットワークを介してほぼ無制限に記憶容量
を拡張可能な大容量ストレージに記録することで、観測
結果を管理しようとしている場合が多い。しかし、ネッ
トワーク環境が整備されていない環境下で観測を行った
場合には、観測結果を他へ送信できずに ��タグのメモ
リ内に保持し続けることになる。ただしこの場合、 ��

タグのメモリ容量には限りがあるため、常時観測した結
果を記録し続けるには観測結果の数を適切に制御する必
要がある。メモリ容量を最大限に活用するために、多く
の場合は取得した観測結果を記録する段階で重要そうな
結果のみを選別して記録するという方法が利用される。
けれどもこの方法では、後々に記録しなかった観測結果
が必要とされる場合があったとしても対応できない事態
が起こり得る。
そこで本研究では、記録の段階で選別せず、記録した

観測結果を減らす必要性が生じた場合に限り、忘却して
も比較的問題がないと考えられる観測結果を探して忘却
するという手法を提案する。

��� 理想的な忘却手法の発展性

本研究ではアクティブ型無線 ��タグを用いた観測を
想定して研究を行っているが、これは小容量メモリしか
持たない極微小コンピュータなどを用いた観測と相違な

い。従って、本研究で提案する手法はアクティブ型無線
��タグという媒体以外の手段による観測への応用も期
待できる。これにより、たとえば決められた条件下でし
か地上と通信できない宇宙空間において、小型コンピュー
タが自律的に動作して観測を行う場合や人工衛星の状態
監視を行う場合にも応用できると考えられる。

��� 研究の目的
以上の背景より、 ��タグが自身の限りのあるメモリ

容量に応じて賢く忘却するためのアルゴリズムを考案し、
実用に耐えられるようなロギング機能を実装することを
本研究の目的とする。具体的には以下の要件を満たすロ
ギング機能の実装を行う。

� ��タグのメモリ容量を最大限活用する

� 必要に応じて随時忘却し、可能な限り忘却しない

��� 研究のアプローチ
本研究では、この ��タグが実際の物流分野などの現

場で使用されることを想定し、「想定する状況下におい
て都合良く重要ではない情報から忘却する」ことを、本
研究における賢さと定義する。また、観測により取得し
た情報を改変すると観測結果の信頼性を保証できなくな
る。特に情報が非可逆に改変された場合、観測を終えた
後の解析に利用することが不可能となる。
従って、定義した賢さに準ずるように人間が忘却する

仕組み �多重貯蔵モデル 	�
�を参考に、以下の特徴を持
たせた忘却アルゴリズムの設計を行うこととする。

� 取得時刻の新しい情報は忘却せず、忘却する必要
が生じたら、古い情報から選択して忘却する

� 複数の貯蔵庫を作成し、諸段階に分けて忘却する

� 特徴的な情報はなるべく忘却しない

� 一度記憶した情報の内容を改変しない

� 提案するロギング機能
本研究におけるロギング機能は、センサなどを用いて

データを取得し、ログエントリとして記憶する機能と、
記憶したログエントリを適切に忘却する機能とが並列に
動作するものとする。また、忘却機能において利用する
忘却アルゴリズムはロギングバッファを対象とし、ロギ
ングバッファの容量に対する余裕状況に応じて記憶した
ログエントリの忘却、および忘却の停止を制御する。な
お、本研究で扱うログエントリの性質は大きく以下の �

つに分けられる。

� 時系列データ

定期的に �等時間間隔で�サンプリングを行った場
合のログエントリ。たとえば、一定周期で温度や湿
度などを観測した際に得られる。



� イベントデータ

時系列データとは異なり、何か特別な事象 �イベン
ト�が発生した場合のみ記憶されるログエントリ。
たとえば、入退室管理を行った際のログや ���の
システムログがこれに相当する。

��� ��タグのメモリの内部構成
観測対象や性質が異なるログエントリを並列に取得、

記憶し、独立に忘却できるようにするため、各観測項目
に対してそれぞれロギングバッファを対応させる必要が
ある。そのため、 ��タグのメモリは図 �のように構成
することとする。なお、ロギングバッファとログエント
リの数、容量は、用途に応じてユーザが自由に指定でき
るものとする。

ログエントリ
ログエントリの管理情報

ロギングバッファ
ロギングバッファの管理情報

ICタグのメモリの管理情報

図 �� ��タグのメモリの模式図

��� ロギングバッファのゾーニング
取得時刻をもとにログエントリを段階的に忘却するた

め、ロギングバッファを以下の領域に分割することとす
る。なお、分割の割合は観測の特性に合わせてユーザが
指定する。

� 非忘却対象領域

取得時刻の新しいログエントリ群を保持する。本
領域内のログエントリは決して忘却対象としない。

� 忘却対象領域

非忘却対象領域以外の、取得時刻の古いログエン
トリ群を保持する。また、本領域は忘却の強度に合
わせて任意の個数のゾーンに分割し �図 �参照�、一
度の忘却で一つのゾーンに対して忘却アルゴリズ
ムを適用し、忘却することとする。忘却対象をゾー
ンとすることで、複数のロギングバッファを扱う際
に、どのロギングバッファのゾーンを忘却するのか
選択するときの基準にできる �たとえば、ゾーンご
との忘却回数やログエントリの取得時刻間隔が挙
げられる�。なにより、ゾーンごとに忘却すること
で忘却に利用する時間の短縮が期待できる。
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��� 忘却アルゴリズム
忘却をくり返し実行することで取得したログエントリ

全体の内容が破綻しないように適切に制御する必要があ
る。本研究では各ログエントリに重要度を付与し、以下
の方法によって忘却する忘却アルゴリズムを設計する。

�� 定められたゾーンごとに忘却を行い、不必要に忘却
しない

�� 重要度が低い順に忘却する

�� 重要度が等しいログエントリは、取得時刻を基準
として適宜間引く、もしくは過去のログエントリ
から順に忘却する

�� ログエントリの内容に特徴がない場合、特徴のな
いログエントリの重要度を下げ、その結果に従って
忘却する

��� 重要度の決定方法
取得したログエントリの重要度は、ログエントリの性

質や取得した情報の特徴によって変化する。また、複数
のロギングバッファを扱う場合は、ロギングバッファご
との重要度を考慮する必要がある。

����� ロギングバッファの重要度
ロギングバッファごとの重要度はユーザが指定する。

ただし、ここでいう重要度の指定とは、ロギングバッファ
の容量によって行うこととする。これにより、重要なロ
グエントリを記憶するロギングバッファほど、より多く
ログエントリを保持することが可能となる。
しかし、複数のロギングバッファを扱う場合、指定さ

れた重要度が同程度であっても、各ログエントリの性質
や記憶するスピードによって各ロギングバッファの余裕
状況に偏りが生じる場合がある。このような場合、以下
のいずれかの方針によって忘却を行うロギングバッファ
を選ぶこととする。

�� ゾーンの数を固定、ゾーンごとの容量を可変とする
各ロギングバッファにおけるゾーンの数を定めておき、

ロギングバッファの容量が変化した際に、ゾーンの容量
も変化することとする。これにより、忘却の強さによっ
て段階的にゾーンが分けられたロギングバッファが実現
できる。

�� ゾーンの容量を固定、数を可変とする
ゾーンの数を変えることで、ロギングバッファの容量

が変えられることとする。これは、いずれのロギングバッ
ファにおいても、各ゾーンの容量が固定であるため、各
ゾーンごとの比較が行いやすいためである。また、メモ
リ全体として、複数のロギングバッファを比較した際に、
ログエントリがおおよそ同じような時間間隔で保持でき
ると考えられる。

����� ログエントリの重要度
忘却の基準にするため、取得したログエントリに重要

度を付与する。重要度は、情報の性質によって定め方が
異なる。たとえば、突発的に発生したイベントデータを
記憶する場合は、ユーザにとってイベントごとに情報の
重要性が異なると考えられるため、あらかじめユーザが
各イベントについて重要度を定めておく必要がある。
しかし、一定の時間間隔で観測を行う場合など、重要

度に差異がない場合がある。この場合は、取得時刻の差
や値の変化率に着目して重要度を変更し、忘却する際の
基準とする。以下に一定の時間間隔で観測を行う場合の
重要度の変更方法を述べる。



�� 取得時刻の差を基準として重要度を変更する

任意のログエントリとその �つ前のログエントリとの
取得時刻の差��が適当な時間間隔になるように忘却を
行う。まず、忘却の基準とする時間間隔 � を求め、��

と大小比較し、 � よりも��が小さい場合は重要度を低
くする。ただし、 � の値はその時々の状況に依存し、
状況に合わせた演算式によって求める。

�� 変化率の差を基準として重要度を変更する

ログエントリ内の情報同士で大小比較が行えるとき、
その値の変化に着目し、忘却実行前後で大差のない結果
が得られるようにする。そのために、任意のログエント
リの前後の値の変化率を比較し、値の変化が小さいログ
エントリの重要度を低くすることで、特徴的でないログ
エントリから逐次忘却を行う。たとえば、観測結果から
極値や変曲点などに相当する特徴的なデータを忘却しな
いことで、忘却した後も補間などによって精度良く観測
結果を再生できるようにする。今回は、前後の変化率��、
���� を以下の式 ���、式 ���で求めることとする。ただ
し、任意のログエントリの取得時刻を ��、値を �� とす
る。変化率��、���� の差���� ��� の大小を他のロ
グエントリと比較し、重要度を変更する。
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� 実装および実験
ロギング機能として必要とされるデータの取得、記憶、

忘却という動作の並列化を行うため、図 �のようにマル
チスレッドを用いて実装した。
ロギング機能の実装後、実際の ��タグ上でロギング

機能が動作するかを検証するため、実際の ��タグを用
いると仮定してパラメータを指定し、シミュレーション
によって動作確認実験を行った。本実験環境を表 �に示
す。また、本実験内において ��タグによる観測値と仮
定して入力するデータとして、電気通信大学情報基盤セ
ンターのインターネット百葉箱 	�
によって公開されて
いる気象データを利用した。なお、本実験では ��������

�����の数を �つと限定し、ゾーンの数、容量は初期条
件のまま固定とし、実験中に変化させないこととした。
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図 �� マルチスレッドによるロギング機能の実装
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表 �� シミュレーション実験環境

��� 実験 ��取得時刻の差を基準とした忘却方法の確認

動作確認および評価のために取得時刻の差を基準とし
て忘却を行った。実験条件を表 �に示し、実験条件 ���

～ ���の結果を図 �としてまとめた。図 �は横軸にある
時刻における ������������の要素番号、縦軸に ��� ��

!�"の取得時刻を示した。また、初期条件の違いによる
忘却への影響を比較するため、各条件下において ����

���������が初めて ��� �!�"を記憶してから与えられ
た全ての ��� �!�"を記憶し終えるまでの時間を ��回
測定して平均値を求めた。
実験結果より、取得時刻の古いデータほど多く忘却し

ていることが読み取れる。今回の結果より、昔の ��� ��

!�"を比較的多く残したい場合はゾーン分割数をあまり
多くしないことが望ましいと考えられる。また測定結果
より、ゾーンの分割数を多くすることによるプログラム
の実行速度の違いは特にないことがわかった。

実験条件 ��� ��� ���

入力データ数 �����	
�����個�

�����������	
における 
���
�����個�

最大 ������
数

忘却停止閾値 
���������個�

忘却方法 取得時刻の差を基準とした

ゾーン分割数 �個� ��個� ���個�

�つのゾーンにおける ����個� ����個� ���個�

最大 ������
数

各ゾーンの忘却レベル ������������� ��������������� �����������������

表 �� 実験 �の各実験条件

���の結果 �� ���の結果 �� ���の結果 ��

��
����± ����� �������± 	���� �������± 	����

表 �� 実験 �の測定結果の平均値
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図 �� 取得時刻の差を基準にした忘却結果例

��� 実験 ��変化率の差を基準とした忘却の確認

動作確認および評価のために変化率の差を基準として
忘却を行った。忘却方法以外は実験 �の実験条件 ���と
同様の実験条件によって実験 ���を行ったところ、図 #の
ような実験結果が求められた。図 #は入力データと実験
結果を示しており、横軸にデータの取得時刻、縦軸に温
度を表した。実験結果より、取得時刻の古い情報が失わ
れつつあるが、入力データの特徴点が大方捉えられてい
ることが読み取れる。しかし、この実験 ���は計算時間
が �週間程度かかったため、 ��タグ上で動作させるに
は実用的ではないアルゴリズムであったか、もしくは実
験条件があまり現実的ではなかったと考えられる。その
ため、異なる初期条件にて実験 ���を行った。
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図 #� 実験 ����変化率の差を基準にした忘却結果

����� 実験 �	��変化率の差を基準とした忘却の確認

表 �に実験条件を示し、図 $に降水量データ、図 �に
温度データを入力したときの結果を示す。各図において
入力データと、全てのデータを入力し終わった後に ����

���������内に残っている ��� �!�"の持つ %�&�'!(&)

と値を各条件ごとに色を変えて表した。また、初期条件
の違いによる忘却への影響を比較するため、各条件下に
おいて ������������が初めて ��� �!�"を記憶してか
ら与えられた全ての ��� �!�"を記憶し終えるまでの時
間を ��回測定して平均値を求めた。
実験結果より、古い時刻に取得したデータの大半は保

持できずに忘却されていることが読み取れる。この原因
として、変化の激しい入力データに対して本実験の初期
条件では ������������容量が小さく、特徴点を残しき
れないと判断し、昔の ��� �!�"から *��+! �� *��+! ,�!

で順に忘却したことが挙げられる。また、降水量データ
を入力したときよりも温度データを入力したときの方が
全ての ��� �!�"を記憶し終わるまでの時間が短くなっ
ている。これは降水量データと温度データとを比べると
温度データの方が変化が激しく、 *�*,による忘却割合
が高いためであると考えられる。 *�*,で忘却する場合、
変化率の差を基準として忘却する場合よりも忘却処理の
単純化により計算時間が短縮されるため、温度データを
入力したときの方が処理時間が短くなるはずである。最
後にゾーンの分割数について着目すると、分割数を多く
指定した方が測定時間が短くなっている。これは �つの
ゾーンあたりのサイズが小さくなることにより、計算時
間が短縮されるためである。また、ゾーン分割数が多い
方がより昔のデータを保持していることがわかる。従っ
て変化率の差を基準として忘却する場合はゾーン分割数
をなるべく多くする方が望ましいと考えられる。

� 考察
実験結果より、選択する忘却アルゴリズムやゾーンの

分割数によって忘却結果や計算時間が異なることがわかっ
た。そのため、ユーザは ��タグを利用する状況に応じ
て適切に初期条件を設定する必要がある。
また、入力データ全体としての特徴を捉え、なるべく

全体の雰囲気を忘却せずに保持し続けることが可能にな
るように、新たな特徴点を抽出する方法を考案すること
が今後の課題である。

� おわりに
本研究では、アクティブ型無線 ��タグが賢く忘却す

るためのアルゴリズムを考案し、時系列データを扱う場

実験条件 ����������� ����������� ����������


入力データ数 �����������個�

������������

における最大 ���������個�

������� 数

忘却停止閾値 ���������個�

忘却方法 変化率の差を基準とした

入力データ 降水量 � 温度

ゾーン分割数 �個� �個� �
個�

�つのゾーン

における最大 ����個� ����個� ���個�

������� 数

各ゾーンの ��������� ��������� ����������

忘却レベル

表 �� 実験 ���の各実験条件

�����の �����の �����の �����の �����の ����
の

結果 �� 結果 �� 結果 �� 結果 �� 結果 �� 結果 ��

������	 �
����� �
���� ����
�
 ������� 
��	��

± �
��� ± ����� ± ���� ± 		��� ± �	��� ± �����

表 #� 実験 ���の測定結果の平均値
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合の忘却アルゴリズムに関して実装した。そして実装
後、シミュレーション実験によって実用性を検証し、実
装したプログラムの適用範囲を確認した。
今後の課題として、今回実装しなかった部分の実装と、

より賢く忘却できるように忘却アルゴリズムを改良する
ことが必要である。
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