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1 背景
　近年，自律分散ロボット群の協調動作のためのア

ルゴリズム設計が注目を集めている．特に，分散アル
ゴリズム分野においては，与えられたタスクが求解可
能であるために必要なロボットの最小の能力を明らか
にするという課題が理論的な観点から数多く研究され
ており，そのための様々な計算モデルが提案されてい
る [1, 2]．ロボットの能力は，典型的には以下のよう
な因子によって特徴づけられる：(1)ロボットの動作
タイミングが同期しているか（同期性），(2)ロボッ
ト毎に複数の異なるアルゴリズムを動作させることが
できるか（匿名性），(3)ロボットは過去の行動履歴
を記録する必要があるか．（無記憶性），(4）ロボット
は他のロボットの位置をどの程度把握できるか（可視
性）,(5)ロボットに故障は生じうるか，またシステム
は故障が生じても正しく動作するか（故障耐性）．
本研究では，視野の制限された自律分散ロボット群

による線分上の被覆問題について検討する．この問題
では，各ロボットは，他のロボットの位置を感知でき
るセンサー，および，侵入者を感知できるセンサーの
２種類を備えており，それぞれが異なる検出可能範囲
を持つ．問題の最終的な目標は，与えられた線分上の
全ての点を各ロボットの侵入者検出領域で被覆するよ
うに，侵入者を検出できる障壁範囲を形成することで
ある．
各ロボットの侵入者を検出できる範囲をｒ，他の

ロボットを感知することができる視野をRとする．ま
た，ロボットは固有の ID，および過去の行動履歴を
記録するためのメモリを持たないものとする．各ロ
ボットは初期状態において，被覆対象となる線分上の
任意の有理数点に配置されており，移動は線分に沿っ
た移動のみが可能である．このとき，ロボットは，視
野内の他のロボットの位置を確認し，アルゴリズムを
用いて自分の移動先を計算し，計算した場所に移動
する．
被覆線分の長さをLとすると，各ロボットが，被覆

できる領域は高々2rであるので，線分被覆問題を解
くためには少なくとも n̄ = ⌈L/2r⌉台のロボットが必
要である．また，被覆問題の可解性はその他にも (1)
視野範囲 Rの大きさ，(2)余剰ロボットの台数，(3)
各ロボットが左右の方向付けに関して合意が取れてい
るかどうか，(4)ロボットの同期モデル，等の因子に
より影響される．
ロボットの同期のスケジュールは以下の３つがあ

る．完全同期モデル（FSYNC）は，すべてのロボッ
トが同時に行動を開始し，行動に掛かる時間を考え
ないものとする．準同期モデル（SSYNC）は，すべ
てのロボットではなく，一部のロボットのみが行動す
る．このとき，行動するロボットは同時に行動し，行
動に掛かる時間を考えないものとする．非同期モデル
（ASYNC）は，ロボットの同期をまったく行わず，行
動の開始や，行動に掛かる時間を定義しない．

2 既知の結果
過去の研究では，ロボットの数が n̄台であり，ロ

ボットの方向の合意が取れているとき，非同期の場合
でも，線分被覆問題を解くことができるアルゴリズ
ムが [1]で提案されている．対して，ロボットの方向
の合意が取れていないとき，線分被覆問題を解くこ
とができるアルゴリズムが，すべてのロボットの同期
が取れている場合について示されている [3]．このア

表 1: 被覆問題の可解性

視野 余剰台数 同期モデル 方向付け 可解性

R = 2r 0 FSYNC なし 可解

R ≥ 2r 0 ASYNC あり 可解

R = 2r 0 SSYNC なし 不可能

R > 2r 0 SSYNC なし ϵ-近似

ルゴリズムは O(n2)ラウンドで線分被覆を達成する
が，ロボットが記憶容量を持ち，かつ初期配置の座標
が有利点であるときに，O(n)ラウンドで線分被覆が
達成出来ることアルゴリズムも併せて示されている．
また，準同期と非同期のロボットの方向に合意が取れ
ていない場合，n = ⌈L/2r⌉線分被覆問題を解くアル
ゴリズムが存在しないことを [1]で証明されている．
ロボットの視野に制限を設けず，距離にかかわらず自
分に最も近いロボットの位置が分かる場合において，
準同期の線分被覆問題を解くことができるアルゴリ
ズムが [2]で提案されている．上記の可能性，不可能
性はいずれも R = 2r，すなわちロボットの視野タイ
トな条件下での結果であるが，視野が 2rより僅かに
大きい場合，準同期において，任意の小さな ϵに対し
て，ϵ-近似で解く手法が [1]で提案されている．ここ
で ϵ-近似とは線分被覆問題の条件を弱めたもので，被
覆に関して幅 ϵ以下の隙間が空くことを許した問題で
ある．これらの結果を表 1にまとめる．
本研究の結果は，上記の結果と異なる以下の２条件

について，線分被覆問題の可解性を検討し，その結果
として，これらの条件下で同問題を解くアルゴリズム
を示す．
• ロボットの余剰台数を１台増やす．
• ロボットに行動と視野内の他のロボットの位置を
記憶するメモリを持たす．

3 余剰台数１を持つ場合における線分被覆
ロボットを１台増やすことで SSYNCの線分被覆問

題を解くことができる．アルゴリズムは [1]と同じア
ルゴリズム 1を用いる．ρを任意の正の定数として，
各ロボットの元々の視野を R− ρ，検出範囲を r − ρ
とみなし，このアルゴリズムを用いることで，ϵ-近似
でない，線分被覆を達成することができる．
余剰代数が１台存在する場合，最終的な被覆完了状

態において，各ロボットの被覆している範囲はわずか
に重なることになる．このことは，各ロボットが（自
身が本来被覆可能な範囲よりも）すこし小さい被覆半
径を持つとしたときに，線分をタイトに被覆しよう
としている状況と見なすことができる．このとき，ロ
ボットの視野は（仮想的に小さいと見なした）被覆半
径に対して相対的に大きくなる．すなわち，R > 2r
であるようなシステムと見なすことができる，アル
ゴリズムのアイデアは，この点を利用して，既存の
R > 2rにおける ϵ-近似アルゴリズムを動作させるこ
とである．



Algorithm 1 CONVERGENT COVERAGE

Algorithm for sensor si ∈ S

if only one sensor sj ∈ {si+1, si−1}is visible to si

and d = dist (si, sj) < 2r then

si move distance 2r−d
2 + ρ

2 away from si.

else

if both si+1, si−1 are visible. then

if d1 = dist (si−1, si) < d2 = dist (si−1, si)

(resp. d1 = dist (si+1, si) < d2 =

dist (si−1, si)) then

si moves d2−d1

2 toward si+1(resp. toward

si−1)

end if

end if

end if

4 初期配置の変更
過去の研究では，FSYNCで線分被覆問題を解くた

めに，初期配置が有理数点であることが条件であった．
本研究では，この条件を外すことができた．そのため
のアルゴリズムの概要を以下に示す．
1. まず，各ロボットは現在の状況を観測し，自身の
視野内におけるロボットとの距離を観測しておく．
次に，自分の座標系における正の方向に，向って，
隣接するロボットと移動先で衝突が生じない距離
だけ移動する．このとき，移動する距離も併せて
記録しておく．

2. 移動後，記録しておいた移動距離を下に，自身の
移動前の位置を推定する．そして，移動前の位置
を基準として，現時点における他のロボットの距
離を測定する．測定の結果，自身の正方向に移動
したロボットは自分と同一の方向付けを持ってい
ると見なし，そうでない場合は異なる方向付けを
持っているとみなす．

3. 方向付けに関する情報を得た後，記録していた移
動距離に基づき，測定前の位置に戻る．

4. 方向付けの情報を下に，線分被覆アルゴリズムを
動作させる．

方向検知，方向付けの下での線分被覆アルゴリズムの
疑似コードは Algorithm 2，3 にて示される．このア
ルゴリズム全体について，以下の定理が得られる．

定理 1 上記アルゴリズムは線被覆問題を O(n)ラウ
ンドで解く．
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Algorithm 2 方向の算出
for i = 0ton′ − 1 do

d← min (|di − di+1|, d)
end for

ローカルの右へ d
3 移動

for i = 1 to n′ do

if s′i が右にいる then

if (d′i +
d
3 )− di > 0 then

s′i の方向付けは同じ

else

s′i の方向付けは反対

end if

else

if (d′i − d
3 )− di < 0 then

s′i の方向付けは同じ

else

s′i の方向付けは反対

end if

end if

end for

ローカルの左へ d
3 移動

Algorithm 3 方向付けを利用した線分被覆
Algorithm for robot si ∈ S

ϵ ≤ r is a fixed positive (arbitarily small) constant

if si−1 is not visible to si (there is a gap to its

left) then

si move distance r to the left.

else

if both si+1, si−1 are visible. then

if d1 = dist (si−1, si) < d2 = dist (si−1, si)

(resp. d1 = dist (si+1, si) < d2 =

dist (si−1, si)) then

si moves d2−d1

2 toward si+1(resp. toward

si−1

end if

end if

end if


