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1. は じ め に
近年，センサネットワーク技術の発展，スマートフォンをはじめとしたネットワーク機能
を備えた小型携帯端末の普及，GNSS（Global Navigation Satellite System：全世界的航
法衛星システム）機能を備えたデバイスの普及により，ユビキタスコンピューティング社会
の実現が期待されている．生活空間に大量のセンサが埋め込まれることで，大量のデータを
処理するサービスが展開され膨大な携帯端末から利用されるといったシステムやネットワー

センサネットワーク技術の発展，GNSS（Global Navigation Satellite System）機
能を備えた小型デバイスの普及により，位置情報サービス（Location-based Service，
LBS）の利用分野が拡大している．LBS では実世界の膨大な情報を扱うため，分散
環境上に実現される必要があるとともに，位置依存情報を管理するための枠組みが
必要となる．本論文では，位置依存情報に適したオーバレイネットワークの構成手法
GeoSkip を提案する．GeoSkip は，2 次元の平面上のピア間を角度分割と隣接ピア
へのリンクを行うことにより論理ネットワークを構成する．さらに，Skip Graph を
2 次元に拡張した階層構造を与えることにより，各ピアはより遠方のピアへのリンク
を持つことができる．これらにより，2 次元の情報を効率的に検索することができる
特徴を有する．また，シミュレーションによる評価を行い，経路表の大きさと検索コ
ストが O(log N ) に抑えられることを確認した．

クが構成されることが予想されている．
このような実世界の事象を扱うようなシステムで質の高いサービスを実現するためには，
現状の多くのアプリケーションやサービスで用いられているようなサーバを中心とした集中
管理型のアーキテクチャでは，負荷の集中や耐故障性の点からスケーラビリティを保つこと
が難しい．このため近年，各端末が自律的にデータを分散管理し，協調してサービスを提供
するオーバレイネットワークを用いたアーキテクチャが注目されている．従来の集中管理型
では，データを 1 カ所のサーバに一括管理しているため負荷の集中や障害などが起きた際
のサービスの質の低下，停止などの問題が生じやすいが，オーバレイネットワークでは，膨
大な数の端末で構成されたネットワークでもサービスを提供することが可能となり，また，

GeoSkip: An Overlay Network with Skip Structure
for Location-based Service

各端末はあらかじめ定められた機構に従い自律的に動作するため，一部のネットワークや端
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オーバレイネットワークの 2 つに分類される．非構造化オーバレイネットワークは，ピア間

Mobile devices equipped with Global Navigation Satellite System (GNSS)
functionality and the advance of technology for sensor networks have enabled
Location-Based Services (LBS). The location-based services deal with realworld information which is collected from mobile devices and sensors. Due
to the large amount of collected data, we should manage such data in distributed architectures. This paper proposes a scalable overlay network architecture, called GeoSkip. GeoSkip extends one-dimensional Skip Graphs to
two-dimensional content space in order to achieve eﬃcient data processing for
location-based contents. As a result, we are able to reduce cost to search for
two-dimensional information to O(log N ). The beneﬁt of GeoSkip is validated
by simulations.

にある資源を見つけることが困難となるため，規模拡張性が問題となる．非構造化オーバレ
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末に障害が発生してもサービス全体が停止する可能性は低い．
オーバレイネットワークを構築する方式は，非構造化オーバレイネットワークと構造化
のトポロジを規定していないオーバレイネットワークである．目的とする資源を検索する際
にはすべての隣接ピアに対してフラッディングを行うことから，ピア数が増えるに従い遠く
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イネットワークを用いた代表的なアプリケーションには，Gnutella や BitTorrent などがあ

ミュレーションによる評価を行う．6 章で関連研究を紹介し，最後に，7 章で本論文のまと

げられる．一方，構造化オーバレイネットワークは，ピア間のトポロジに一定の構造を規定

めと今後の課題について述べる．

することで資源の検索や経路制御の効率を高めたオーバレイネットワークである．目的とす
る資源を検索する際は，トポロジに従い効率的にルーティングが行われ規模拡張性が高い．

2. 構造化オーバレイネットワーク Skip Graph

代表的な構造化オーバレイネットワークには，Chord 1) ，CAN 2) ，Kademlia 3) などの分散

Skip Graph はデータ構造であるスキップリストを応用した構造化オーバレイネットワー

ハッシュテーブル（DHT）が知られている．DHT では，ハッシュ変換に基づいて分散され

クである．スキップリストのピアをオーバレイネットワーク上のピアとし，任意のピアか

たピアで情報を管理し，ルーティングテーブルを構築することにより効率的なデータの分散

ら検索を行うことができる．Skip Graph の構造の例を図 1 に示す．図中の円の中の A〜Z

管理と検索を実現している．また，Skip Graph

4)

はスキップリスト

5)

の構造を分散環境で

実現している手法である．スキップリストは確率的アルゴリズムを用いてつねに平衡な木構

がピアの保持する序列性を有する識別子であるキーを表し，円は経路表のエントリを表す．
ピアはキーの序列順に並び，隣どうしのピアへの双方向リンクを保持する．たとえば，キー

造となるような経路を構築することで効率的な検索が可能なデータ構造である．これらの構

A を持つピアは，キー D，E，M を持つそれぞれのピアへのリンクを保持し，キー I を持

造化オーバレイネットワークは，高い規模拡張性，高速な検索，頻繁なピア参加・離脱への

つピアは，キー E，M，D，T，Z を持つそれぞれのピアへのリンクを保持していることを

対応，すべてのピアへの到達性の保証などの利点がある．以上から，従来集中管理型で行っ

示す．円の下の数値は，membership vector と呼ばれる整数値である．membership vector

ていたサービスを実現する基盤として，構造化オーバレイネットワークが有用である．

は，ピアがネットワークに参加するときに生成される．

一方，ユビキタスコンピューティング社会においては，センサなどから得られたデータを集

各ピアは，キーの序列順に隣どうしのピア間の双方向リンクを保持する．この 1 列のリ

約し，位置に関する情報として提供する位置情報サービス（LBS，Location-based Service）

ストをレベル 0 とする．レベル 1 以上では，membership vector によって途中のピアをス

に注目が集まっている．構造化オーバレイネットワークを用いて LBS の基盤を構築する際

キップするリンクを形成する．具体的には，membership vector の接頭 i 桁までが一致す

に必要とされる要件は，情報の持つ順序の保存性，2 次元情報の保存性，規模拡張性の 3 点
である．しかしながら，代表的なオーバレイネットワーク技術である DHT は，ハッシュ変
換によってデータの持つ順序性を保存しないため位置情報を扱うのには向かない．また，位
置情報のような多次元情報を一次元空間に対応させる手法として空間充填曲線が知られて
いる．しかし，多次元空間上の情報をすべて保存することはできないため，対象空間上の距
離とマッピングされた ID 間の距離が乖離してしまうことや，範囲検索において対象領域以
外のピアまで検索対象としなければならないなどの問題がある．
本論文では，Skip Graph のルーティング手法を応用し 2 次元に拡張することで，2 次元
の対象空間の情報をそのまま扱うことができる規模拡張性を備えたオーバレイネットワー
ク構造 GeoSkip を提案する．GeoSkip では，2 次元のキー空間上に分散配置されたピアに
よって対象空間の座標情報とデータを管理する．さらに，確率的アルゴリズムを用いた 2 次
元のスキップ構造を有する経路表でピア間のルーティングを行うことで対象空間の情報の分
散管理を可能とするものである．本論文の構成は以下のとおりである．本章に引き続きま
ず，2 章で Skip Graph の構造を説明し，3 章で GeoSkip ネットワークの基本原理について
述べる．さらに，4 章では GeoSkip の検索アルゴリズムについて述べる．また，5 章ではシ
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図 1 Skip Graph の構成例
Fig. 1 Network structure of Skip Graph.
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るピア間のリンクをレベル i において形成する．たとえば，図 1 のレベル 2 では，ピア A
は membership vector が 000 であり，接頭 2 桁の一致するピア M（membership vector が

001）へのリンクを保持する．これにより，membership vector に乱数のような均等に分散
された値を割り当てることで，レベルが i 上がれば 2i に近いピア数をスキップするリンク
を保持することができる．
検索を行う際には，上位のレベルのリンクが下位のレベルに比べて目的のキーまで進める
距離が大きいため，上位のレベルから下位のレベルへと目的に近づくように進むようにす
る．ピア数 N に対して，単一のキーを検索する場合の平均ホップ数は O(log N ) であるこ
とが知られている．

3. GeoSkip の構造
GeoSkip では，2 次元座標およびそのデータを分散配置されたピアで管理する．また，
DHT のようなハッシュ変換を行わずに，Skip Graph の経路制御を 2 次元に拡張すること
で，空間情報の連続性を保ったネットワーク構造を保持する．本章では，GeoSkip のネット
ワーク構造と経路制御について述べる．

3.1 ピアの定義
各ピアは，ピア ID と Key = (x, y) の 2 つの値を有する．ピア ID は GeoSkip ネット

◦
図 2 平面分割角 θ = π
6 （30 ）の経路表の例
◦
Fig. 2 Routing table with θ = π
6 (30 ).

ワーク全体で一意であるものとし，偏りなく分散された値であることが望ましい．これは

Skip Graph における membership vector に相当するものである．また，ピア ID は DHT
などのオーバレイネットワーク構造に用いられる同程度の桁数が望ましい．次に，Key は
ピアの持つ位置情報，すなわち 2 次元座標である．位置情報は全ピアが同じ座標系を用いな
ければならない．

GeoSkip では，ピア ID と Key の 2 つの値を用いてオーバレイネットワークを構築する．
キーとして 2 次元座標を用いるため，元の 2 次元情報の持つ空間の連続性や順序性を保持

(1)
(2)

分割した各面を反時計回りに順に Si （i = 0, 1, 2, ... 2π
− 1）とする．
θ
図 2 を用いて 1 つのピアが保持するリンクについて説明する．例として，ピア ID が 332
であるピアの第 1 象限を考える．図中の円はピアを表し，数値は基数を 4 として表記した

することが可能となる．

3.2 経路表とピア間リンクの構成

ピア ID である．

ピアが保持する経路表について述べる．
各ピアは，自ピアを基準とした周囲のピアの方角と距離を保持する．方角は，ユークリッ
ド平面上で自ピアを中心に一定の角度 θ ごとに平面を分割したとき，周囲のピアがどの分
割平面上にあるかを示すものである．なお，θ は式 (1) および (2) の条件を満たすように設
定する．

情報処理学会論文誌

π
0<θ<
2
π
mod θ = 0
2

経路の構築は分割された平面ごとに行われる．まず，分割平面内での最近傍ピアとのリン
クを作成し，これをレベル 0 とする．図 2 では，
（S0 , S1 , S2 ）において最近傍ピアとなる

ID 131，011，231 へのリンクがレベル 0 として保持される．
このような経路を各ピアが保持することにより，各ピアで座標を指定した経路選択が可能
となる．すなわち，目的地のピアに対して各ピアでの転送経路が一意に定まり，目的座標に

Vol. 52

No. 2

334–346 (Feb. 2011)

c 2011 Information Processing Society of Japan


337

GeoSkip：位置情報サービスに向けたスキップ構造を用いるオーバレイネットワーク

対するクエリの転送が可能である．各ピアは，経路表の中にあるピアから目的座標までの
距離が最も近いピアを選択し転送を行う．この手法はピアの位置的な角度と隣接関係により
ネットワークを構築するため拡張性に優れるが，ピア数の増大に対して，任意の 2 ピア間の
転送に要するホップ数も増大する．このため，上位層に短縮経路を設けホップ数を低減させ
ることで効率的な転送を行うことを考える．
図 2 を用いて，短縮経路の構成法について説明する．ピア ID 332 は，分割平面 S1 にお
いて，最近傍ピアである 011 へのリンクを保持するとともに，遠隔のピア 321 と 331 への
リンクも保持する．経路選択の際に，この短縮経路を用いればより少ないホップ数で目的の
座標に近づくことが可能となる．

図 3 ピア ID 332 の分割平面 S1 における経路
Fig. 3 Route of peer ID 322 in S1 .

上位層の短縮経路はピア ID をもとに次のようにして構築される．この手法は，member-

ship vector の接頭部分からリンクを構築する Skip Graph の手法をもとにしている．まず，
自ピアと接頭 1 桁の一致するピアの最近傍ピアとのリンクをレベル 1 として形成する．次
に，接頭 2 桁の一致するピアの最近傍ピアとのリンクをレベル 2 として形成する．各レベ
ルでの最近傍ピアを探索する処理は，分割平面の範囲内で 1 つ下のレベルの経路を用いた
検索として行われる．以下，同様にしてピア ID の接頭 n 桁が等しいピアについて，レベル

n のリンクを構築することで，経路表の作成が完了する．
図 2 では，接頭 1 桁が 3 であるピア ID 322，321，311 のピアがレベル 1 のリンクを構
成し，接頭 2 桁が 33 であるピア ID 333，331，334 のピアがレベル 2 のリンクを構成する
ピアとなる．また，図 3 はピア ID 332 の図 2 の S1 における経路を，距離を指標として 1
次元に表したものである．経路表からの矢印は，物理アドレスなどのピアへの参照を示して
いる．経路表は階層的に構成され，上位層ほど遠距離のピアへのリンクを保持していること
が分かる．
なお，このような確率的アルゴリズムに基づいた階層的経路構築により，最下層の最近傍
図 4 2 次元空間上にマッピングした経路表
Fig. 4 Routing table mapped in 2-dimensional space.

ピアに対して上位層は「急行列車」のように働き，レベル n のリンク先のピアは確率 pn で
選ばれたピア群の中での最も近いピアとなる．よって，レベル i + 1 のリンク先ピアまでの
距離の期待値は，レベル i の 1/p 倍となる．また，ピア ID が一様に分散した値であること
を利用すると，p をピア ID の基数によって決定することができる．具体的には，ピア ID

2 次元空間上に割り付けたものである．

の基数を b としたとき，ピア ID の接頭 1 桁が一致する確率は 1/b となり，接頭 2 桁が一

3.3 ネットワーク構築アルゴリズム

2

致する確率は 1/b となり，以下同様となる．ピア ID が一様に分散していれば，レベルが

1 上がるごとにリンク先のピアまでの距離は平均的にはほぼ b 倍となることが期待できる．
以上から，レベルが高いほどピアとの距離は指数的に増加する．図 4 は，ピアの経路表を
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本節では，具体的に新規ピアが GeoSkip のネットワークに参加する際の手順を説明する．

(1)

新規ピアは，入り口となるすでにネットワークに参加している任意のピアに対して，
新規ピアの座標に対して検索を行い，新規ピアの座標の最近傍ピアを得る．
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(2)

新規ピアは最近傍ピアに対して参加要求（join メッセージ）を送る．

る分割平面（areaIndex），経路表のレベル（lv）を受け取り，その分割平面とレベルの中で

(3)

join メッセージを受け取った最近傍ピアは，このピアの経路表を返信する．

最も新規ピアに近いピアを再帰的に検索する．このアルゴリズムは，新規ピアとの距離がつ

新規ピアは，受信した経路表から最近傍ピアのレベル 0 の経路を参照し，レベル 0 の

ねに縮まる方向に動作していき，最近傍ピアに達した時点で停止する．

(4)

リンク先のピア群に対して再度 join メッセージを送る．

(5)

新規ピアは，図 5 に示すアルゴリズムに従い，各分割平面での周囲のピア群から経
路表を再帰的に探索し，最も近いピア群からなるレベル 0 のリンクを構築する．この

(6)

4. 位置情報に基づく検索アルゴリズム
本章では，検索目的の座標が与えられたとき，その座標の情報を管理するノードへ到達す

アルゴリズムは，周囲のピアを検査しながらより近くにあるピアへと進む働きをし，

るための検索手法について説明する．GeoSkip では，スキップ（Skip）と絞り込み（Narrow

これ以上近いピアが見つからなくなった時点で終了する．

down）の 2 つの手順を行うことによって目標のピアへと到達する．まず，スキップによっ

新規ピアは，周囲のピアに対してフラッディングを行うことでピア ID の接頭 1 桁が

て経路表の上位レベルから下位レベルへとリンクをたどることで目的座標まで近づき，次

一致するピアを検索し，同様にしてレベル 1 の経路を構築する．以下同様にして上位

に，近接ピアの絞り込みを行うことで候補となるピアから目的のピアを特定する．

層の経路を構築する．

以下では，スキップと絞り込みのそれぞれのアルゴリズムについて述べる．

図 5 のアルゴリズムは，入力パラメータとして，新規ピアの情報（newnode），join メッ
セージにより経路表を返した周辺ピアの情報（peer），新規ピアからみた周辺ピアの存在す

4.1 スキップアルゴリズム
任意のピアに対して検索目的のキー，すなわち座標が与えられたとき，この座標に近い目
的候補のピアへの到達を行う方法を以下に示す．なお，本アルゴリズムで得られる目的候補

Algorithm: Join
Input
newnode: 新規参加ピア
peer: 新規ピアの最近傍ピア
areaIndex: 分割平面
lv: 経路構築レベル
1 rtlist ← entry of level lv routing tabel of peer
2 nearest ← peer
3 for each i ∈ rtlist
4
if i is within areaIndex on newnode then
5
if distance of i and newnode < distance of nearest and newnode then
6
nearest ← i
7
end if
8
end if
9 end for
10 if nearest = peer then
11
return nearest
12 else
13
send join message to nearest
14 end if
図 5 Join アルゴリズム
Fig. 5 Join algorithm.
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のピアは，後に述べる絞り込みによって最も近いピアを特定するために使われる．

(1)

目的の座標が経路表上のどの分割平面に入るか判定を行う．

(2)

得られた分割平面から，上位のレベルから順に，隣接ピアのうち目的座標まで最も
近くかつ目的座標を超えないピアを検索する．該当するピアが見つからない場合は 1
つレベルを下げ，再び隣接するピアで該当するピアを探す（図 6 (a)）．

(3)

上の条件を満たすピアが見つかった場合，このピアにクエリを転送する．クエリを受
信したピアは ( 1 ) および ( 2 ) の手順を行い，さらに近いピアにクエリの転送を行う．

(4)

条件を満たすピアが見つからない場合（図 6 (b)），当ピアを目的候補ピアと決定しア
ルゴリズムを終了する．

以上のように，キーの検索は上位のレベルから下位のレベルへと行われていく．これは，

図 6 （a）経路上に目的座標により近いピアが存在する場合，
（b）存在しない場合
Fig. 6 (a) In case of existence of peer near target, (b) In case of not existence.
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目的候補ピアの座標を A，目的の座標を D，A からみた目的座標 D の存在する分
割平面を Sj とし，A と D との距離を d(A, D) とする．さらに，D を中心とし半径を

d(A, D) とした円を R(D, d(A, D)) とし，座標 D からみた座標 A の存在する分割平面 i
（i = 0, 1, 2, . . . ,

2π
θ

− 1）の前後の分割平面との領界線（傾き tan(i · θ) の直線）を Li と

する．ここで，円 R(D, d(A, D)) と各直線 Li （i = 0, 1, 2, . . . ,

2π
θ

− 1）との交点を Gi と

したとき，近傍に式 (3)，(4)，(5) のうちいずれかが成り立つピア Bi が存在する場合，円

R(D, d(A, D)) 内に A の経路表にはないピアが存在する可能性がある．よって，絞り込み
アルゴリズムではこの条件を満たすピアが存在するか検索を行う．

π
j+1≤i≤j+
かつ d(A, Bi ) < d(A, Gi )
2θ
π
j−
≤ i ≤ j − 1 かつ d(A, Bi ) < d(A, Gi+1 )
2θ
i = j かつ d(A, Bi ) < 2d(A, D)

(3)
(4)
(5)

スキップアルゴリズムによって目的候補のピアが決定された後，目的候補のピアを起点と
して絞り込みの対象領域に存在する近傍ピアに対して反復的に絞り込みメッセージを転送す
図 7 目的候補ピアと最近傍ピア，および絞り込みの対象となる領域
Fig. 7 Candidate of destination, final destination and narrow down area.

る．この処理の流れを以下に示す．

(1)

目的候補のピア（図 7 の A）は，レベル 0 のリンク先にあるピアに対し，絞り込み
メッセージを送信する．

上位レベルでのリンクが下位レベルのリンクと比べて検索キーに近づく距離が大きく，キー

(2)

の周辺までのホップ数の削減が期待できるからである．

4.2 絞り込みアルゴリズム

領域に存在する近傍ピアを探す．

(3)

前節で求められた目的候補ピアは検索目的の座標の最近傍ピアの候補となる．ここで，検索

(4)

の円内にピア C が存在し，かつこの円外に C よりも A に近いピア B が存在する状況を考

(5)

索された時点でアルゴリズムが停止することとなる．
このことを図 7 を用いて説明する．スキップアルゴリズムでピア A が検索された時点で

近傍ピアに対してさらに絞り込みメッセージを送信し，図 8 のアルゴリズムを実行
する．

目的の座標を D とし，目的候補ピアの座標を A としたとき，D を中心とした半径 d(A, D)
える．この場合，最近傍ピア C は 4.1 節のスキップアルゴリズムでは検出されず，A が検

絞り込みメッセージを受信したピアは，図 8 のアルゴリズムに従い，絞り込み対象

( 3 ) を近傍ピアが存在しなくなるまで実行する．
( 2 )，( 3 )，( 4 ) のすべての近傍ピアの中で最も目的座標に近いピアが目的のピアと
なる．なお，1 つも近傍ピアが存在しない場合，当初の候補ピアが目的のピアになる．

図 8 のアルゴリズムでは，まず，絞り込み検索の対象となる分割平面の特定を行う．絞り
込みは，目的座標が含まれる分割平面に対して時計回り方向または反時計回り方向に π/2θ

は，目的座標 D の最近傍ピアは A または，D を中心とした半径 d(A, D) の円内のピアと

個の分割平面に対して行う．2 行目で，目的座標の方角に応じて時計回りか反時計回りかを

なる．各分割平面において，円の内側の領域にピアが存在しかつ図 7 の網かけ領域に円内

判定している．次に，経路表から絞り込み領域にあるピアを探す．7，8 行目で，レベル 0 の

のピアよりも A に近いピアが存在する場合，円内にある最近傍ピアはスキップアルゴリズ

経路表から取り出されたピアが，目的候補からみた絞り込み対象領域内にあるかを判定する．

4.3 円形範囲検索アルゴリズム

ムだけでは到達不可能となる．
このようなピアが存在する条件を以下にまとめる．
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Algorithm: Narrow down
Input
Node A: 絞り込みクエリを送信したピア
Node this node: 絞り込みクエリを受信しこのアルゴリズムを実行するピア
Location D: 目的座標
Area Sa to this: ピア A から見た this node のある分割平面
Area Sthis to d: ピア this node から見た D のある分割平面
Output
NodeList nodeList: 絞り込み対象領域に存在するピア群
Funciton
boolean isClockwise(Node A, Location P): ピア A に対して座標 P が
第一・第二象限にあれば false，第三・第四象限にあれば true を返す
1 for i = 0 to π/2θ
2
if isClockwise(this node, D) then
3
Si = Sthis to d + i
4
else
5
Si = Sthis to d - i
6
end if
7
target = entry of this node’s level 0 routing table in Si
8
if target is within Sa to this then
9
add target to nodeList
10
end if
11 end for
12 return nodeList

図9

円範囲検索のメッセージ転送とマルチキャストツリー
Fig. 9 Multicast tree for area search.

Algorithm: Range query for root node
Input
Node root: このアルゴリズムを実行する根のピア
Location D: 円形領域の中心
Range R: 円形範囲の半径
1 nodeList ← all entry of root’s level 0 routing table
2 for each node ∈ nodeList
3
if distance of D and node ≤ R then
4
send area search query to node
5
end if
6 end for
図 10 円形範囲検索アルゴリズム（根のピア）
Fig. 10 Area search algorithm within circle (root node).

図 8 絞り込みアルゴリズム
Fig. 8 Narrow down algorithm.

ウェアサービスにおいて目的地の周辺の情報を知ることや，コンテキストアウェアサービス
において，その場の周囲の状況を取得することなどが考えられる．本節では，目的の座標と
半径を指定し，その範囲に入っているピアを見つける円形範囲検索アルゴリズムについて説
明する．
まず，4.1，4.2 節で説明した検索アルゴリズムによって，円形領域の中心に最も近いピア
を得る．次に，このピアを根とし円形領域に存在するピアによるマルチキャストツリーを構
築する．図 9 に，送信元ピアから円の中心に対してクエリを転送し，円形領域中に選択さ
れるピアとツリーの様子を示す．具体的には，ツリーの根のピアは図 10 のアルゴリズム，
根以外のピアは図 11 のアルゴリズムに従うことで実現する．
根のピアは，図 10 の 2〜6 行目に示すように，レベル 0 の経路表のピアの中から，目的
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Algorithm: Range query except for root node
Input
Node this node: このアルゴリズムを実行するピア
Location D: 円形領域の中心
Range R: 円形範囲の半径
Area K: クエリ送信元上での this node の存在する分割平面
1 nodeList ← all entry of this node’s level 0 routing table
2 for each node ∈ nodeList
3
if distance of D and node ≤ R textbf && node is within K then
4
send area search query to node
5
end if
6 end for
図 11 円範囲検索アルゴリズム（根以外のピア）
Fig. 11 Area search algorithm within circle (except for root node).
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図 12 円範囲検索クエリの転送例
Fig. 12 An example of query processing for area search.
図 13 ピア数に対する経路表上のレベル数の平均（θ = 30◦ ）
Fig. 13 Number of peer and number of level in routing table (θ = 30◦ ).

座標からの距離が指定範囲の半径以下であるピアに対して範囲検索のクエリを送信する．そ
して，範囲検索クエリを受け取ったピアは，クエリ送信元ピア上でのこのピアの分割平面

K 内に存在し，かつ中心座標からの距離が半径以下のピアに範囲検索メッセージを転送す

分割角度 θ は 30◦ である．各レベルにおいて基数 4 の接頭からピア ID が一致するピアで経

る．図 12 に例を示す．

路がリンクを形成されるため，レベルが 1 上がるごとに同一レベル上に存在するピアの数

以上を再帰的に各ピアが行うことで，指定した円形範囲の内側のピアから構成されるマル

が

1
4

に絞られる．したがって，レベル数の平均は，ピア数の指数的な増加に対して一定の増

チキャストツリーが形成され，円形範囲検索が可能となる．なお，ここでは円形を目的範囲

加に抑えられており，ピア数 N に対して O(log N ) であると考えられる．ピア数が 16,384

としているが，矩形や多角形のような領域でも同様である．

のとき平均経路レベル数は 6.9，最大でも 13 である．

5. 評

5.1.2 経路レベルごとの 1 ホップによる地理的距離

価

次に，各ピア間の地理的距離の評価を行う．GeoSkip では，スキップリストや Skip Graph

GeoSkip のネットワークの特性とアルゴリズムの有効性を確認するため，シミュレーション

と同様にレベルが 1 上がるごとに

1
4

のピアが選出されるため，レベルの増加にともない 1

による評価を行った．シミュレーションでは，ピア数が 16，32，64，128，256，512，1,024，

ホップの距離は指数的に増加すると考えられる．これにより，離れたピアへ効率的な到達を

2,048，4,096，8,192，16,384 の 11 通りの各場合について，1,000 × 1,000 の 2 次元領域上

することが可能である．図 14 は，各レベルごとにネットワークの大きさに対する 1 ホップ

にピアを一様分布させ計測を行った．ピア ID は一様に分布した 128 bit の数値を用い，各

の距離を示している．上位のレベルになるほど 1 ホップの距離は指数的に増加するが，より

レベルごとに基数を 4 としたときピア ID が一致する最近傍ピアへの経路の構築を行った．

上位においては増加が抑制され一定の値に収束していることが分かる．この理由としては，

なお，以降に示す計測値は，同じ条件で実験を 100 回実験繰り返すことで得た平均の値
である．

高いレベルになるほどリンクを構成するピアが減少していき，効果的に遠いピアどうしが選
択されにくくなるためだと考えられる．また，ピアの密度が粗であれば，ピア間の平均距離

5.1 GeoSkip ネットワークの特徴

が長くなるため，ピアの総数が少ないほど 1 ホップの距離が長くなることも分かる．

5.1.1 経路レベル数

5.1.3 経路表サイズの評価

ピア数に対する，各ピアの経路表に有する経路レベル数の平均と最大を図 13 示す．平面

各ピアの有する経路表の大きさの評価を行う．この実験では，平面分割角度 θ に，15◦ ，

情報処理学会論文誌

Vol. 52

No. 2

334–346 (Feb. 2011)

c 2011 Information Processing Society of Japan


342

GeoSkip：位置情報サービスに向けたスキップ構造を用いるオーバレイネットワーク

図 14 ピア数に対する 1 ホップの地理的距離の平均（θ = 30◦ ）
Fig. 14 Number of peer and distance per hop (θ = 30◦ ).

図 15 ピア数に対する経路表サイズの平均
Fig. 15 Number of peer and size of routing table.

30◦ ，45◦ の 3 通りを用い比較を行った．
図 15 はピア数に対する各ピアの経路表の大きさの平均を表している．ここでの大きさと
は，経路表に登録されているピア数のことである．結果から，3 通りの平面分割角度すべて
において，ピア数の指数的増加に対して一定の増加に抑えられていることが分かる．さら
に，増加の割合が角度の比率に比例していることが確認できる．また，ピア数 16,384 の角
度 15◦ の経路表の大きさは，30◦ のそれの 2 倍程度となったことが分かる．これは，角度
が

1
2

になれば，経路表作成において倍の範囲の近接ピアが登録されるためであると考えら

れる．

5.2 検索アルゴリズムの評価
本節では，任意の 2 地点間で一方の地点からもう一方の地点への検索を行う際のホップ
数の評価を行う．この実験では，ピア数を変化させたときの，レベル 0 の経路のみを用いた
結果と，上位レベルの経路を用いた結果の比較を行う．

図 16 ピア数に対するホップ数の平均
Fig. 16 Number of peer and hop count.

図 16 は，経路レベル 0 のみを用いた際ホップ数と，上位のレベルの経路を用いた際の
ホップ数の比較である．なお，平面分割角度は θ = 30◦ ，45◦ の 2 通りとし，ここでのホッ

度でも同様に，ピア数の指数的増加に対してほぼ一定の増加で済むことが分かる．

プ数は，スキップアルゴリズムと絞り込みアルゴリズムに要したホップ数の合計を示してい

図 17 は，図 16 と同じ条件での，検索に要した総ホップ数とこのうち絞り込みに要した

る．レベル 0 経路のみを利用した場合では，ピア数の増加にともない，ホップ数も比例して

ホップ数を示している．ホップ数がピアの増加とともに一定の増加をするのに対し，絞り込

増加していることが分かる．一方，階層的にリンクをたどる場合では，いずれの平面分割角

みに要するホップ数はピア数にかかわらず 1 未満のほぼ一定の値をとることが分かる．し
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図 17 ピア数に対するホップ数と絞り込み回数の平均
Fig. 17 Number of peer, hop count and hops for narrow down.

たがって，絞り込みに要するホップ数は十分小さいことが確認された．これは，絞り込みの
対象となるピア数は，ピア全体の数に大きく影響されないためだと考えられる．また，平面

図 18 P2P ドロネーネットワークとの比較 (1)：レベルに対する 1 ホップの距離（16 ピア）
Fig. 18 GeoSkip vs. Delaunay network (1): Level and distance of 1 hop (16 peers).

分割角度が小さいほど絞り込みに要するホップ数が少ないことも分かる．角度を小さくし分
割平面数が多ければ，多くの隣接ピアへのリンクを保持するため絞り込みを行わずに目的地

実験では，ドロネーネットワークに階層化された短縮経路を加えた P2P ネットワーク6) を

にたどり着くことができるからである．

対象とし，GeoSkip とのネットワーク特性と利用時の性能の比較を行った．両手法とも，ピ

また，スキップアルゴリズムに要する計算量については，階層的に経路表のエントリと座
標を比較しメッセージの転送先を決定する処理の回数で決定されるため，経路表のサイズに

アは 2 次元領域上に乱数分布させ，3.2 節で示した確率的アルゴリズムに基づき 1 階層ごと
に 1/2 の確率でピアが選択される短縮経路の構築を行った．

依存することとなる．図 15 より，経路表のサイズは，ピア数の指数的な増加に対して一定

まず，ネットワーク特性の評価では，両手法とも階層化された経路制御機構を有し，経路

の増加に抑えられることが確認されているため，スキップアルゴリズムの計算コストも同様

選択手法に幾何的欲張り法を用いているため，各ピアの経路における地理的距離の観点か

に低いと考えられる．

ら評価を行い，目的ピアへの経路が効率的に形成されるか確認した．平面分割角度を 30◦ ，

以上の結果により，GeoSkip はピアの数 N に対して，1 ホップで到達可能な距離，経路

45◦ ，60◦ としたときの GeoSkip および，P2P ドロネーネットワークの各階層における 1

表の大きさ，検索に要するホップ数のいずれも O(log N ) 程度で実現でき，規模拡張性があ

ホップの距離について，ピア数 16，256，4,096 の際に計測した結果をそれぞれ図 18，図 19，

ることが確認できた．また，平面分割角度は，経路表の大きさと検索に要するホップ数に影

図 20 に示す．なお，ここでの 1 ホップの距離とは，実際の 1 ホップの距離をネットワーク

響を与え，角度が大きいほど経路表が小さくなる反面，検索のホップ数が増大し，角度が小

直径（最も離れた 2 ピア間の距離）で除した値である．両手法とも，階層の増加にともない

さいほど経路表が大きくなるが検索のホップ数を低減させることが分かった．

1 ホップの距離は指数的に増加し，一定の階層からは増加は収束に向かう特性が確認された．

5.3 P2P ドロネーネットワークとの比較

これは，両手法においても 5.1.2 項で考察したことが原因と考えられる．また，GeoSkip で

従来の研究と比較した GeoSkip の特徴を明らかにするため，本研究と同様に対象空間を

は，平面分割角度が小さいほどレベルに対する 1 ホップの距離が大きいことが分かる．P2P

幾何学的に分割する手法である P2P ドロネーネットワークとの比較実験を行い評価を行う．

ドロネーネットワークでは一般的には各ピアの次数が平均 6 程度になることが知られてお
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図 19 P2P ドロネーネットワークとの比較 (1)：レベルに対する 1 ホップの距離（256 ピア）
Fig. 19 GeoSkip vs. Delaunay network (1): Level and distance of 1 hop (256 peers).

図 21 P2P ドロネーネットワークとの比較 (2)：ピア数に対するホップ数
Fig. 21 GeoSkip vs. Delaunay network (2): Number of peer and hop count.

り，平面分割角度を 60◦ として次数を 6 に設定した GeoSkip が同等の特性を有することが
分かる．
次に，利用時の性能評価のため，任意の 2 ピア間でユニキャストを行いホップ数を計測
した．ピア数を変化させたときの 2 ピア間のホップ数の平均を，平面分割角度を 30◦ ，45◦ ，

60◦ としたときの GeoSkip および，P2P ドロネーネットワークについて計測した結果を
図 21 に示す．P2P ドロネーネットワークと GeoSkip ともに，階層化を行わない場合はピ
ア数の指数的な増加に対してホップ数も比例して増加しているのに対し，階層化を行った場
合は一定の増加にとどまっていることが分かる．このことから，両手法とも，ピア数 N に
対して任意の 2 ピア間を O(log N ) ホップで到達可能であることが分かる．
これらの結果から，両手法とも同等の性能を有し，P2P ドロネーネットワークでは，各
ピアの次数は各ピアの位置関係により決定されネットワーク構築時に変更することは不可
能であるのに対し，GeoSkip では，平面分割角度によって各ピアの次数を設定できるため，
経路表とネットワークのサイズを適用するアプリケーションの特性に合わせて設定できる柔
図 20 P2P ドロネーネットワークとの比較 (1)：レベルに対する 1 ホップの距離（4,096 ピア）
Fig. 20 GeoSkip vs. Delaunay network (1): Level and distance of 1 hop (4,096 peers).

軟性を有していると考えられる．また，GeoSkip は，次数がすべてのピアで同じ値となる
ため経路制御が簡単に行えるという特徴がある．
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6. 関 連 研 究

7. お わ り に

従来，LBS の基盤技術に関する研究がいくつか行われてきた．LL-net 7) や Globase.KOM 8)

本論文では，位置依存情報に適した高いスケーラビリティを実現可能とするために，一定

は，空間を階層的に分割してリンクを形成するオーバレイネットワークである．しかし，分

角度による空間分割を用いてスキップ構造を持つ経路作成を行うオーバレイネットワーク

割された領域を管理するためのスーパノードの存在を仮定する必要があるため，スーパノー

GeoSkip を提案した．シミュレーションによって，一様分布配置によるピア数の増加とに

ドの負荷集中やスーパノードが単一故障点となる問題がある．また，P2P ドロネーネット

よる検索にかかるホップ数の変化を調べ，規模拡張性を確認した．今後は，ネットワークの

ワーク9),10) は，領域分割を効率的に行うための離散幾何学で知られるドロネー図をトポロ

構成に要するコストの評価，範囲検索の応用方法や接検索といった応用技術，悪意のあるピ

ジとした P2P ネットワークである．しかし，P2P 環境においてドロネーネットワークを構

ア対策などの実用面での課題などを検討していく予定である．

築するには，各ピアが局所的なドロネー図を作成し，さらに各ピアが相互に情報交換するこ
とを反復して行うことで P2P ドロネーネットワーク全体を構築していくアルゴリズムが用
いられる．しかしながら，この反復処理が収束するまでの計算時間が不明であるという問題
がある．GeoSkip では，各ピアが分割角度の範囲内で各レベルにおいて最近傍のピアを発
見した時点で経路構築が終了するため，局所的な処理のみで済み全体的に再構築を行うよう
な反復操作が必要とはならないことが特徴としてあげられる．
また，近年，Skip Graph に対する関心が高まりつつあり，現在いくつかの拡張，改善手
法が提案されている．範囲検索に関する研究として，TSAR 11) では，センサネットワーク
によって得られた幅を持つ値を管理するために，Interval Skip Graph が提案されている．

Interval Skip Graph ではピアが一定期間に取得した値の high，low，max の値をインデッ
クスとして保持し，幅を持った値を扱うことができる．また，小西ら12) は単一ピアに複数
キーを保持可能とする Muti-key Skip Graph を提案している．従来の Skip Graph のルー
ティング方式でのホップ数の増大を防ぐため，マルチレンジフォワード方式を用いることで
最適化している．これらの研究の共通点はキーの所持方法の拡張である．しかしながら，1
次元情報を対象としているため，多次元情報である位置情報を扱うには向いていない．
一方，また，位置情報のような多次元情報を 1 次元空間に対応させる手法として空間充填
曲線が知られている．Skip Graph を用いて多次元の検索を行う手法の研究には，Znet 13)
がある．Znet は，空間充填曲線であるルベーグ曲線（Z-Ordering）によって，多次元のデー
タセットを 1 次元に写像する手法を用いている．しかし，対象空間上の近接関係とマッピン
グされた ID の近接関係が必ずしも一致せず，範囲検索などに利用する場合では経路選択が
複雑になる．また，空間全体の大きさを固定とする必要があるため，空間の動的な拡張には
対応が難しい．GeoSkip は，ピアの角度と位置によりネットワークを構築することで，平
面の拡張に対しても範囲検索を効果的に実行することができると考えられる．
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