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処理の動的分割再配置により負荷分散を実現する
Publish/Subscribe システム
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概要：広域センサネットワークにおいて Publish/Subscribe システムを用いることで，ストリームデータ
として生成されるセンサデータの配送時に，データの選別と計算処理によるトラフィックの削減が可能と
なる．ただし，センサデータが特定の処理ノードへ集中することによって過負荷状態が発生することが問
題となる．本提案では広域センサネットワークの特性を考慮した，三段木のトポロジを配送ネットワーク
として採用する．また，Publish/Subscribe 型センサネットワークにおいて地理位置情報に基づいてノー
ドや Subscription の情報を管理し，負荷に応じて動的にオペレータの分割および再配置を可能とする手法
を提案する．これにより，配送負荷を分散しつつ，リアルタイムなデータ配送を行うことが可能となった．
提案システムを実環境に構築し，三段木のトポロジを用いた動的な分割および再配置による負荷分散手法
によって特定の処理ノードが過負荷に陥らず処理の継続が可能であることを検証した．
キーワード：Publish/Subscribe system，large sensor networks，sensor data processing，stream data
management，overlay network
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Abstract: On large scale sensor networks, Publish/Subscribe systems reduce data transmission via delivery
networks. This is because equip ﬁltering and calculating mechanisms. On the contrary, a particular node
sometimes has to process concentrated sensor data. This overloaded node makes the system unstable. We
adopt a topology of three step tree, considering features of large scale sensor networks. We propose a method
by which the proposed Publish/Subscribe system manages information of nodes/subscriptions based on geographical location and dynamically divides/reassigns operators based on loads of nodes. The method realizes
load balancing among processing nodes and real-time data transmission on large scale sensor networks. We
made a testbed on a real environment to show that the proposed method distributes overload and keeps
stability of the system, dividing and reassigning on the three step topology.
Keywords: Publish/Subscribe system, large sensor networks, sensor data processing, stream data management, overlay network
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1. 序論
近年，センサデバイスの高機能化とネットワーク技術
の発展により身近な機器に組み込んだセンサから得られ
る環境情報を利用するための情報共有基盤が構築されつ
つある．センサデータは連続的にデータを生成するため
データ更新頻度が高く，データ取得の即時性が重視される
ことが特徴である．センサデータの配送を行うための条
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件を満たすデータ配送機構の 1 つに Publish/Subscribe シ
ステム [3], [4] がある．Publish/Subscribe システムはデー
タの利用者（Subscriber）からの処理要求（Subscription）
を保持する．Subscription には Subscriber が要求している
処理の内容（オペレータ）が記述されており，データの
提供者（Publisher）がシステムに提供するデータの中に

Subscription と合致するものがあった場合には Subscriber

• 地理位置情報に基づくオーバレイネットワークを用い
た Publish/Subscribe センサネットワーク

• in-network processing を用いたスケーラブルなデータ
処理

• 地理位置オーバレイネットワーク上での，三段木構造
のトポロジを用いた動的な負荷分散
本論文の構成を以下に示す．2 章でセンサデータの配送

へとデータを通知するシステムである．このとき，Pub-

に関連したサービスや研究について述べ，3 章では今回提

lish/Subscribe システムではデータの提供者とデータの利

案するシステムの概要と構成について述べる．4 章では提

用者を直接通信させることなく非同期なデータの配送を

案システムの動的な負荷分散手法について述べる．5 章で

可能とすることが特徴である．このように Publisher と

は実装したシステムの実験と評価を示し，6 章で本論文の

Subscriber が非同期で動作可能であり，高いリアルタイム

結論を述べる．

性を保ちデータ配送が可能であるため，Publish/Subscribe
システムはセンサの数や地理位置，ユーザの数や要求が動
的に変化するサービスの構築に適している．
従来の Publish/Subscribe システムでは，配送ネットワー

2. 関連研究
本章では，分散型のデータ配送アーキテクチャについて
概観する．

ク内でデータのフィルタリングを行うオペレータを配置す

Scalable Internet Event Notiﬁcation Architecture

ることでデータの取捨選択のみを行い，Subscriber が任意

（SIENA）[2] は，イベント通知時の通信量削減を目的と

のデータ処理（比較，平均などの演算）を行う形式であっ

して開発された分散型 Publish/Subscribe システムであ

た．しかし，数万以上の大規模なセンサ群が毎秒データを

る．SIENA は，Publisher に近い処理ノードでのフィル

生成するような環境ではネットワーク内の帯域が圧迫され

タ リ ン グ と ，Subscription の 包 含 関 係 に 基 づ く 重 複 処

る．そこで，Publish/Subscribe システムの配送過程でデー

理の排除を行うことで通信量の削減を実現する．他方，

タの計算や集約を行うことが配送データ量を削減しデータ

SIENA はメッセージのフィルタ処理のみが可能であり，

の協調を行うためには有効である．しかし，計算オペレー

in-network processing の機能を持たない．したがって，柔

タは加工を行うためにデータを集める必要があり，特定の

軟な Subscription への対応や，メッセージを加工すること

処理ノードがデータの過集中により過負荷に陥る可能性が

によるトラフィックの削減が不可能である．また，SIENA

ある．データの集中は Subscriber の要求が特定の地域に

は地理情報を扱うことができないため，地理情報に基づい

集中することで起こり，Subscriber の要求はその時々で異

た経路制御やトラフィックの削減，負荷分散が不可能であ

なるため一部の処理ノードが強力なだけでは Subscriber の

る．SIENA はトポロジを管理するためのメッセージをブ

要求データや地域の変化に対応できない．そのためセンサ

ロードキャストする．そのため，大量のノードがシステム

データ配送においては，データ生成位置に近い段階での加

に所属している場合や，ノードの参加・離脱が短時間に繰

工をし，複数の処理ノードがお互いに協調し合うことで動

り返されるような場合にはシステムのスケーラビリティに

的に処理負荷を分散してデータ配送を行うことが望ましい．

問題が生じる．

本研究では，Publish/Subscribe 型センサネットワークに

Li らの研究 [7] は，Distributed Hash Table（DHT）を

おける処理ノードの動的な負荷分散のために，処理過程を

用いたオーバレイネットワーク上で動的な負荷分散を実現

分割し，処理過程の再割当てを行う手法を提案する．再割

する分散型 Publish/Subscribe システムである．Li らの研

当て手法は地理位置に基づくオーバレイネットワークを構

究では，Subscription と Event の対応付けを行うため，シ

築し，その上に三段の木構造のトポロジからなるデータ配

ステムが扱うデータタイプに基づいた論理空間を構成し，

送用のサブネットワークを構築する．処理ノードの負荷が

その上に地理位置情報をマッピングしている．このシステ

動的に変化する環境において，このような配送ネットワー

ムは，構成した論理空間に対応するように DHT を用いて

クを構築することで，周辺ノードと協調し，各処理ノード

二分木からなるデータ配送用のトポロジを構築し，その葉

の CPU のピークを抑えることが可能となる．システム上

ノードのみを処理ノードとして利用する．また，このシス

のノードが高負荷状態に陥ることを防ぐことで，サービス

テムでは，ある葉ノードにおける負荷の高まりを検知する

自体の停止を避け，システムの可用性を担保している．本

と，トポロジに未参加のノードを DHT 上から新たに 2 つ

研究の目的は上記の手法を用いて，ストリームデータを扱

選出し，負荷が高まっている葉ノードの子とする．これに

う大規模分散 Publish/Subscribe システムにおける可用性

より，負荷が高まっていたノードは，自身のデータを半分

とスケーラビリティを向上させることである．提案手法の

ずつ新たな葉ノードへと割り当てることで負荷分散を行

特徴を以下に示す：

う．Li らの研究ではノードを追加することによる負荷分
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散を行うため，システムへの負荷が上がるにともない新規

タを再配置するため，そのノードに負荷が集中する．その

ノードを追加するコストが必要となる．また，Li らの研究

ため，ノードや Subscription が動的に変化する環境におい

において，新規ノードは既存の木の葉として追加されるた

てスケーラビリティに問題が生じる．Pietzuch らの研究は

め，ノード数の増加にともないスケーラビリティ上の問題

Borealis を改良したものであるため，Borealis と同様に地

が生じる．

理位置情報を基にしたデータ管理機構を持たない．

Miyagi らの研究 [10] は，配送過程におけるデータの加工

Tatbul らの研究 [13] は，Borealis を改良することで CPU

と，地理位置情報に基づいた処理オペレータの分割を行う

の負荷分散を行うための手法を 2 つ提案している．1 つ目

ことで静的な負荷分散を実現するセンサネットワークのた

の手法として，中央集権型の手法を提案している．この手

めの分散型 Publish/Subscribe システムである．Miyagi ら

法では，各処理ノードと処理オペレータの状態に関する情

の研究では，データの配送とシステムの管理のために，地

報を管理ノードに集め，線形計画法により処理オペレータ

理位置情報に基づくオーバレイネットワークを構築してい

の配置先を算出している．2 つ目の手法として，分散型の

る．このとき，地理位置情報を利用して Publisher の付近

手法を提案している．この手法では，Feasible Input Table

でデータの加工を行い，通信量を削減することで処理ノー

（FIT）という各処理ノードにおけるインプットレートの許

ドの負荷を抑制する．また，このシステムでは，ある処理

容値と，現在の状態について記述した表を用いる．各処理

ノードの負荷が高まると，そのノードが持つ Subscription

ノードは，自身の情報と FIT のエントリ情報を近隣ノード

に記述された処理オペレータを分割して，周辺のノードへ

と交換することで周辺ノードの情報を取得し，扱うデータ

配置することで負荷分散を行う．Miyagi らの研究はシス

量の多いオペレータがある場合には，その再配置を行う．

テムを二分木として構築し，負荷分散の際にも新規ノード

Tatbul らの研究では，いずれの手法においても処理オペ

の追加を必要としない．また，Miyagi らの研究における負

レータを再配置するノードの計算コストが大きくなる．そ

荷分散はオペレータの分割によってのみ行われるため，再

のため，ノードや Subscription が動的に変化する環境にお

配置と組み合わせた手法は検討されていない．

いてスケーラビリティに問題が生じる．

Borealis [1] は，分散環境のための Stream Processing En-

Pietzuch らの研究と Tatbul らの研究は Borealis の改良

gine（SPE）である．Borealis は，ユーザからの問合せから

手法であるため，これらの手法を Publish/Subscribe シス

処理オペレータの木を構成し，各ノードの負荷情報に基づい

テムとして利用するためには Borealis の場合と同様の機能

て各処理オペレータをノード上に配置する．Borealis は静

を追加しなければならない．

的なトポロジのみに対応しているため，新規 Subscription

本研究は大規模分散 Publish/Subscribe システムにおけ

到着時や負荷分散のための動的経路制御が不可能である．

る可用性とスケーラビリティの向上を目的としたもので

Borealis は地理位置情報を基にしたデータ管理機構を持たな

ある．本研究の目的を実現するためには，1 章で示した，

い．また，Borealis は SPE であるため，Publish/Subscribe

1) 地理位置情報に基づいたオーバレイネットワーク，2) in-

システムとしての機能を持たせるためには Subscription と

network processing を用いたスケーラブルなデータ処理お

query の対応付けやユーザにデータを転送するためのルー

よび，3) 地理位置オーバレイネットワーク上での三段木構

ティング機能が必要となる．

造のトポロジを用いた動的な負荷分散が有効である．これ

Pietzuch らの研究 [12] は，Borealis を改良することで動
的な処理オペレータの配置最適化を行うシステムである．

Pietzuch らの研究では，処理ノードにおけるリンクのデー

らすべての要件を満足するものは関連研究に存在しないた
め，本論文では上記 3 要件を満足する手法を提案する．

に基づき Stream-Based Overlay Network（SBON）という

3. 地理位置に基づく Publish/Subscribe シ
ステム

Optimizer を構築することで処理オペレータの配置位置を

本章では提案する Publish/Subscribe システムを実現す

管理する．SBON は物理ネットワークと SPE が構築する

るための前提となる地理位置情報に基づくオーバレイネッ

オーバレイネットワークの中間に位置し，Cost Space と

トワークおよびデータ配送トポロジについて記述する．

タレートと遅延から，ネットワーク使用率を算出し，これ

いう論理空間を用いてネットワーク使用率をモニタリング
する．このシステムでは，処理オペレータの配置最適化の
ために Relaxation というバネの原理を応用したアルゴリ

3.1 情報管理と配送を分離したシステムアーキテクチャ
提案システムは，1. 管理ネットワーク（Core Network）
，

ズムを用いている．このアルゴリズムは，Cost Space 上に

2. 配送ネットワーク（Transfer Network）の 2 種類のオーバ

おける処理オペレータ間の結び付きの強さをバネの弾性力

レイネットワークの 2 つのレイヤーから構成される（図 1）
．

に見立てており，その結び付きが強ければ，バネが収縮す

管理ネットワークは Publisher や Subscriber および処理

るように結び付きが弱くなるよう処理オペレータの移動を

ノードの情報を管理する．これらの情報には静的な ID や

行う．Pietzuch らの研究では特定のノードが処理オペレー

デバイスの情報をはじめ動的なノードのステータス情報な
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ドは Filter オペレータと Calculation オペレータの 2 種類
の役割を担う．Filter オペレータは受信したセンサデータ
のデータタイプ，値，取得された地域に基づいて，データ
を廃棄するか他の処理ノードにデータを転送する．また，

Calculation オペレータは一定時間またはデータ個数ごと
に平均値の算出を行ったり，データ集約，四則演算などの
計算を行ったりすることが可能である．配送ネットワーク
は，これらのオペレータを用いて配送途中のデータ加工，
図 1 システム概要

Fig. 1 System overview.

動的な処理オペレータの分割と再配置およびそれにともな
う配送経路の変更を行う．
配送ネットワークは Subscription が登録された時点で

どが含まれる．一方，配送ネットワークは Publisher が生

構築される．これは SIENA [2] をはじめとしたその他の研

成するデータを Subscriber に届ける役割を持つ．加えて，

究 [6], [8] との大きな違いである．この理由としては，処理

配送ネットワークはデータを加工し，配送経路上の負荷を

ノード間での通信方法が大きく異なることがあげられる．

分散する役割も担う．提案システムはこれら 2 種類のネッ

既存の Publish/Subscribe システムの多くはブロードキャ

トワークを使用することでスケーラビリティを保持し柔軟

ストを用いて，処理ノード間で情報を共有するが，提案シス

性の高いデータ配送を行うことが可能となっている．

テムでは地理位置情報に基づくオーバレイネットワークを

3.1.1 管理ネットワーク

利用して情報を共有できるために，Subscription ごとに適

管理ネットワークの役割は Publisher や Subscriber およ

切な配送ネットワークを構築することが可能となる．ここ

び処理ノードに関わる情報を管理し，これらの情報を検索

で最も単純で効率の良い転送方法は対象となるデータを該

可能にすることである．提案システムの対象は広域セン

当する Subscriber が接続している処理ノード（Root ノー

サネットワークであり，数百万，数千万規模のセンサ数や

ドと呼ぶ）に直接転送することである．しかし，Root ノー

ユーザ数を対象としている．そのために管理ネットワーク

ドへすべてのデータを配送した場合，1 度に多量のデータが

は広域分散環境において，高いスケーラビリティと検索性

Root に集中することとなる．そこで，Root と Publisher

能を求められる．そこで我々は地理位置情報に基づくオー

から直接データを受け取っているノード（Edge ノードと

バレイネットワーク [9] を採用し，管理ネットワークを構

呼ぶ）との間に，負荷を分散しながらデータを配送する処

築することとした．採用したオーバレイネットワークは

理ノードを設ける必要がある．

distributed hash table（DHT）に基づいているため，高い
スケーラビリティと高速な検索性能を備えている．
管理ネットワーク上の ID は緯度および経度から Z-

そのために配送ネットワークのトポロジとして三段の木
構造を選択した．この三段木はデータを受け取る処理ノー
ド（Edge ノード）と受け取ったデータを処理する Joint

ordering [11] を利用して決定される．提案システムに接続

ノード（Filter/Calculation オペレータを実行するノード）

するノードはすべて緯度経度を基に ID が割り振られ，オー

およびデータをまとめユーザに届ける Root ノードから

バレイネットワーク上で管理される．Z-ordering に基づく

構成される．Publish/Subscribe システムにおいて，Edge

ID 空間では一次元の連続する ID が特定の矩形領域に該当

ノードに近い位置でデータを廃棄することがパフォーマン

するために範囲検索が可能となる．

ス向上に効果的であると知られている．なぜならば，デー

処理ノードは自身の持つ ID とは別に，担当する矩形領

タ発生源に近いところでデータを廃棄できるので，配送コ

域の情報を連続した ID として保持する．この領域に含ま

ストが低減されるためである．加えて，平均などのデータ

れる Publisher のデータを処理する．担当領域は隣接する

処理はデータ量を大幅に低減させることが可能である．上

処理ノードの ID により決定される．具体的には自身の ID

記のデータ受信，データの廃棄や計算によるデータ量の

から隣接する処理ノードの ID 未満の範囲が担当領域とな

削減を提案システムでは三段木の三段目の層（下層）と二

る．新規に処理ノードが参加する場合や，処理ノードが離

段目の層（中間層）で行い，一段目の層（上層）の Root

脱する場合には上記と同様の方法で処理ノードが担当する

ノードがデータを集約しユーザにデータを届ける．三段木

領域を再編する．

の構成はつねに最適な配送経路をとれるわけではないが，

3.1.2 配送ネットワーク

Publish/Subscribe システムにおけるデータ配送が考慮さ

配送ネットワークの役割は Subscription に基づき，Pub-

れており，またトポロジが単純で高負荷時の経路変更も行

lisher が生成したデータを処理し，Subscriber にデータを届

いやすいため，多くのシナリオで高いパフォーマンスが得

けることである．配送ネットワーク上における処理ノード

られることが確認されている [5]．

のトポロジは Subscription に基づいて決定され，処理ノー
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から直接データを受け取る Edge ノードとして配送

4. データ配送時におけるデータ処理の分割と
再配置手法

が終了すると，Joint ノードは Root ノードに配送ネッ

本章では配送ネットワークのトポロジである三段木の構

トワークが構築されたことを通知する．つまり初期状

築手順を示し，配送過程における負荷分散手法を示す．

ネットワークに組み込まれる．Edge ノードの割当て

態では，Root ノードおよび Joint ノードはそれぞれ

1 つのノードで構成され，Edge ノードは複数のノー
4.1 オペレータの初期配置と配送ネットワークの構築
配 送 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 は 1. Subscription の 登 録 ，

ドで構成される三段木のトポロジができあがる．次
に Joint ノードは Subscription に記述されているオペ

2. Joint ノードの決定，3. オペレータの配置の 3 つの

レータを自身に割り当てる．この際，冗長なデータ配

過程を経る．この一連の過程を，図 2 に示す．配送ネット

送を抑えるため，Filter に該当するオペレータは可能

ワークが構築された後に，配送負荷状況に応じて負荷の動

な限り Edge ノードに割り当て，Joint ノードは Edge

的分散処理が行われる．

ノード群からデータの加工のために必要なデータの

( 1 ) Subscription の登録

受信に専念し，受信したデータを加工する [5], [10]．

Subscriber は既知の処理ノードのうち，地理的に最
も近いものに対して Subscription を送信する．Sub-

Root ノードには加工済みデータに対して集約処理を
行うオペレータを配置する．

scription には得たい情報に関する地理位置情報，デー

上記の手順で配送ネットワークを構築することで，Pub-

タタイプ，Filter の条件，およびデータ加工のための

lisher（データの発生源）に近い位置に Edge ノード群およ

計算手順などが含まれる．Subscription を受け取った

び Joint ノードが割り当てられることになる．また一方で

処理ノードはこの Subscription の配送ネットワーク

Root ノードは Subscriber（ユーザ）に近い位置に割り当

の Root ノードとなる．Root ノードは Subscription に

てられる．Edge ノードおよび Joint ノードは Filter およ

記述された地理位置情報を基に，該当範囲を検索し，

びデータの加工を通して Subscriber に必要なデータを生

Joint ノードを決定する．
( 2 ) Joint ノードの決定

成する．多くの場合この生成されたデータは Publisher が
発生させたデータ量に比べて非常に小さいため，配送する

Joint ノードの割当て過程では，配送ネットワークの

データ量を抑えることができる．削減量は Subscription に

Joint ノードとなるべき処理ノード候補をいくつか発見

依存するが，たとえば半分のデータを Filter し，100 個の

し，Subscription に記述された地域に近いノードから

データから平均を算出する場合であれば，転送量は発生し

選出する．具体的には Subscription に記述された対象

たデータ量と比較して 0.5%である．三段木のトポロジは

範囲外で ID が近いノードの CPU 使用率を調べ，CPU

Publish/Subscribe の転送パターンの特性を考慮し，デー

負荷が特定の閾値を下回っていたノードを Joint ノー

タ発生源の近くで Filter だけでなくデータ処理もあわせて

ドとする．Joint ノードとして選出された処理ノード

行い，必要なデータを Root ノードに転送するという過程

は Root ノードから Subscription の情報を得る．

をシンプルなトポロジで実現することが可能である．

( 3 ) オペレータの割当て
Joint ノードは Subscription に記述された該当範囲の
ノード群を検索し，該当範囲内のノード群は Publisher

4.2 オペレータの動的な再配置
本項では配送ネットワーク上の Joint ノードが過負荷に
陥った場合の負荷分散手法を示す．
配送ネットワーク上の処理においてデータの受信および
送信処理は高負荷になりやすい．なぜならば広域センサ
ネットワークでは大量のセンサが定期的にデータを生成し
ているため，1 つ 1 つのデータは小さくても，高頻度にデー
タの受信および送信処理を行う必要があるためである．ま
たデータの加工に関しても一定の負荷が発生する．一方で
データの加工はデータ量を削減する効果が期待できるので
（e.g., 平均や積算の処理など）送信処理の負荷を下げる効
果がある．

Joint ノードは上記のデータ受信，データの加工および
データの送信を行う必要があり，配送ネットワーク上で最
図 2 配送ネットワーク構築アルゴリズム

も高負荷になりやすいノードである．Joint ノードは高負

Fig. 2 Topology construction algorithm for delivery network.

荷になると自身の持つオペレータを基に，負荷分散処理
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を行う．この負荷分散処理には大別して 2 つの手法があ

ノードはオペレータの再配置を行う．これは，複数経路か

る．1 つは Joint ノードが管理する複数のオペレータのうち

らの入力データが過負荷を引き起こしていると推測される

1 つを他の処理ノードに割り当てる方法である．この処理

ためである．オペレータの再配置のために，まず，過負荷

をオペレータの再配置と呼ぶ．もう 1 つはオペレータ自体

ノードは自身が持つ 1 つのオペレータの内容を新規 Joint

を分割し，一部を他のノードに割り当てる方法である．こ

ノードに通知する．通知された情報から，新規 Joint ノー

の処理をオペレータの分割再配置と呼ぶ．

ドは自身に新たなオペレータを生成し，処理を開始する．

いずれの場合においても，Joint ノードはオペレータの

また，新規 Joint ノードは新たなオペレータの生成が完了

割当て先を探す必要がある．オペレータの割当て先の処理

し，処理を開始すると，その旨を過負荷ノードに通知する．

ノードが決まると，そのノードは配送ネットワーク上の

この間，過負荷ノードでは再配置するオペレータの処理が

Joint ノードとしての役割を担う．つまり，初期状態では

継続されており，データの欠落を防ぐ．新規 Joint ノード

1 つであった Joint ノードは負荷の高まりに応じてオペレー

から処理開始の通知を受け取ると，過負荷ノードは再配

タを他の処理ノードに割り当て，三段木のトポロジを維持

置したオペレータを自身から消去する．本手法では，新規

した状態で Joint ノードの数が増加することになる．

Joint ノードでのオペレータ生成完了から過負荷ノードで

過負荷状態にある Joint ノード（以下，過負荷ノードと

のオペレータ消去完了までにおける重複データの送信は許

称する）は地理的に近い位置から徐々に遠くを検索し，新

すものとする．これは，オペレータの再配置の遅滞による

規 Joint ノードを決定する（図 3）
．Z-ordering では ID の

データ欠損を防ぐための機構であり，データが欠損するこ

プレフィックスを比較することで特定の矩形内にノードが

とによるリスクよりも重複データが送信されるコストの方

存在するかどうかが確認できる．まずオペレータの該当す

がシステムの運用上軽微であると考えるためである．実際

る地理位置情報を包含する正方を表すプレフィックスを算

に，本手法によるオペレータの再配置処理による遅滞は 5

出し（図 3 における左下 4 分の 1 領域が該当）
，その領域中

章の評価実験において 100–200 ms 程度であり，負荷分散

に存在する Edge ノード以外の処理ノードを検索する．こ

処理はシステムに大きな影響は与えないことを確認してい

のとき，Edge ノードは 1 つ以上の Publisher からデータを

る．以上の処理によりオペレータの再配置が完了し，過負

受けており，つねに一定以上の負荷がかかり続けていると

荷ノードの負荷が分散される．

想定されるため，オペレータの再配置先から除外する．検

過負荷ノードが単一の経路を保持している場合，当該

索メッセージを受信したノードは自身の ID と CPU 使用

ノードはオペレータの分割再配置を行う．特定のオペレー

率を過負荷ノードへ伝える．その中で，CPU 使用率が特定

タに対応する負荷が大きい場合は，オペレータの再配置先

の閾値以下であれば，そのノードを新規 Joint ノードとし

の新規 Joint ノードの負荷が高まり，再度オペレータの再

て配送ネットワーク上に追加する．また同時にオペレータ

配置が起きてしまうことを防ぐための手法である．この場

を再割り当てし，Root ノードに対してトポロジおよびオペ

合は当該オペレータでデータ取得範囲として指定されてい

レータの変更を通知する．オペレータの再割当ての手法と

る領域を地理位置情報に基づいて 2 分割するようにオペ

して，過負荷ノードが持つ経路の数に応じて再配置と分割

レータを分割し，それを自身の上に生成する．そのうえで

再配置の 2 種類を提案する．以下にそれぞれの詳細を示す．

上記と同様の過程を経て，分割した Subscription の一部を

過負荷ノードが複数の経路を保持している場合，当該

新規 Joint ノードへと再配置する．この再配置処理は，上
述した再配置処理と同様である．以上の処理によりオペ
レータの分割再配置が完了し，過負荷ノードの負荷が分散
される．該当する領域内で Publisher の偏りが大きいと地
理的な領域分割は負荷分散に対して効果がない場合があ
る．オペレータの分割は地理位置情報に基づく方法だけで
なく，Publisher の ID を基に直接 Publisher の数を分ける
ことも可能となっている [10]．

Publish/Subscribe ネットワークの利用例としては特殊
な例であるが，非常に広範囲に対して未加工のデータをす
べて受け取るような Subscription を記述した場合は Root
ノードの負荷が最も高まってしまう．このようなシナリオ
に近い場合は Subscriber 自身が対象範囲を分割してデータ
を収集するなど Subscription の記述に注意を払う必要があ
図 3

新規 Joint ノードの検索手順

Fig. 3 Procedure to search a new Joint node.
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低減されている．そのため Root ノードの負荷は基本的に

表 1 実験条件

問題にならない．本節で示したオペレータの分割再配置を

Table 1 Evaluation settings.

行うことで，Publish/Subscribe ネットワークの特性を考

項目

設定

慮した三段木のトポロジを維持したまま，負荷分散を行う

処理ノード数

30

ことが可能となる．

PIAX 物理ホスト数

10

Publication 生成頻度

200–5,000 data/s

5. 性能評価
負荷分散手法の性能評価のため，本章では提案手法を

試行時間

30 sec

Subscription 処理内容

平均処理

Subscription 処理間隔

3s

実機に実装し，各処理ノードの負荷を評価する．評価指

過負荷状態閾値（CPU usage）

80%

標として CPU 使用率に着目し，システムに入力される

負荷分散実行閾値（CPU usage）

50%

Publication（センサデータ）量が各処理ノードの CPU 使
Subscriber（システム利用者）に配送するものとする．負荷

用率に及ぼす影響を調査する．
本評価では，負荷分散開始の閾値を CPU 使用率 50%と

分散処理を開始するための閾値（CPU 使用率）はすべての

し，CPU 使用率 80%以上のノードを過負荷として判断す

処理ノードで 50%とする．すなわち各処理ノードの CPU

る．本研究は大規模分散 Publish/Subscribe システムにお

使用率が 50%を超過した時点で負荷分散処理が開始され

ける可用性とスケーラビリティの向上を目指したものであ

る．Publication の生成レートは試験時間の経過にともない

り，ノードが過負荷状態に陥ることによるサービスの停止，

200 data/s から 5,000 data/s まで増加させる．このとき，

システムの可用性の低下を防ぐことを目的としている．上

生成レートは実験開始時を 200 data/s として，5 秒経過ご

記リスクが発生した場合，システム復旧のコストが大きい．

とに 1,000 data/s，2,000 data/s，5,000 data/s と変化させ

そこで，CPU 使用率が 80%を超えると上記リスクが高ま

る．5,000 data/s という生成レートは，250 m メッシュとい

ると考え，閾値として性能目標として設定した．したがっ

う非常に高密度なセンサを管理しサービスを行っている東

て，評価実験において，提案手法を用いた場合，すべての

京アメッシュ*2 などのサービスにおいて，関東全域のデー

ノードの CPU 使用率がつねに 80%以下であれば性能目標

タを収集する場合に相当する．また，本評価実験はすべて

を満たすこととした．

の実験において平均処理を行う単一の Subscription を用い
たものである．これは，Subscription に記述される計算処

5.1 実験条件

理のうち，最も高負荷であるものが平均処理であるため，

本研究では提案システムのプロトタイプを peer-to-peer
（P2P）プラットフォームの 1 つ P2P Interactive Agent

eXtensions（PIAX）*1 上に実装した．PIAX

この場合において負荷を分散できれば，他の Subscription
にも対応できるためである．実験条件を表 1 に示す．
なお，比較対象として，(i) オペレータの分割を行わず，

は日本各地に

配置された複数の物理ホストから構成される構造化オーバ

再配置による配送経路変更のみで負荷分散を行う手法，お

レイネットワークであり，広域分散型システムをスケーラ

よび，(ii) 2 分木のトポロジを用いてオペレータの分割の

ブルに実現するプラットフォームとして利用できる．また，

みで負荷分散を行う手法，の 2 つの手法を PIAX 上に実装

PIAX は地理位置を用いたオーバレイネットワークを構築

し，提案手法と同様の条件下で評価する．手法 (ii) につい

することから，本論文における提案手法との親和性が高い．

ては，既存の Publish/Subscribe 型センサネットワークの

提案システムにおける処理ノードは PIAX 上のソフトウェ

1 つである文献 [7], [10] の負荷分散手法を用いる．

アコンポーネントとして実装されることから，単一の物理
ホスト上で複数の処理ノードが動作することとなる．

5.2 予備実験

本論文の性能評価では，30 の処理ノードからなるオー

実験環境の基本性能を検証するため，単一の Subscription

バレイネットワークを 10 台の物理ホスト上で構築し実験

を用いて分割および再配置処理時の各処理ノードの負荷傾

を行う．システムに入力される Publication には実験用に

向を確認した．

生成した疑似センサデータを用いる．疑似センサデータの

負荷分散を行わない場合の各処理ノードの CPU 使用率

発生源はランダムに決定され，領域内において一様に分

の遷移を図 4 に示す．負荷分散を行わない場合，データの

布している．したがって，評価におけるオペレータの分割

集約点となる Joint ノード（図 4 における Host1）に負荷

処理時には，領域を 2 分割する．各 Publication は 1 種類

が集中する．
他方，オペレータの分割により負荷分散を行った場合

の計測値を保有する．Subscription の内容は 3 秒ごとにこ
れらの Publication に含まれる計測値の平均値を算出し，
*1

PIAX for intelligent peer-to-peer framework.
http://www.piax.org/
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の CPU 使用率の遷移を図 5 に示す．これは Host1 が処理
中のオペレータを分割し，Host2 へと配置した際の各処理
*2

東京アメッシュ http://tokyo-ame.jwa.or.jp/
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図 4 負荷分散を行わない場合の各処理ノードの CPU 使用率の推移

図 6 オペレータ再配置処理時の各処理ノードの CPU 使用率の推移

Fig. 4 CPU load of processing nodes without any load balanc-

Fig. 6 CPU load of processing nodes with dividing/reassigning

ing method.

operator method (proposed method).

分散のためにオペレータの再配置のみを行う文献 [12] を本
研究の要件である 1) in-network processing，2) 地理情報
の利用に適応させた場合，(c) が Publish/Subscribe システ
ムにおける負荷分散のために Subscription の分割のみを行
う文献 [7] や文献 [10] を (b) と同様に本研究の要件に適応
させた場合の結果である．本評価により，既存研究である

Subscription の再配置のみによる負荷分散手法とオペレー
タの分割のみによる負荷分散手法より，分割と再配置を組
み合わせた本提案手法が有効であることを示す．
提案手法を用いた場合，負荷分散処理は 16 回実行され
た．図 7 (a) および図 8 (a) に示すとおり，CPU 使用率が

80%を超過したノードは存在しない．また，他の 2 手法と
比較して CPU 使用率が 60%を超過した時間割合が最も少
図 5

オペレータ分割処理時の各処理ノードの CPU 使用率の推移

Fig. 5 CPU load of processing nodes with only dividing operator method.

ないことが分かる．すなわち提案手法を用いた場合，極
端に CPU 使用率が高い処理ノードが見られず，安定して
データの配送が行われたといえる．

ノードの負荷を示している．分割処理によって 2 つの処理

図 7 (b) および図 8 (b) は再配置のみを用いる手法のも

ノードが負荷を分担することで，個々の処理ノードの CPU

とでの CPU 使用率を示す．再配置のみを用いる手法の場

使用率を低減できていることが分かる．

合，Publication 生成頻度が毎秒 5,000 件に達した時点で

また，処理の再配置が行われた場合の CPU 使用率の推

特定の処理ノードの CPU 負荷が 100%に達し，配送の継

移を図 6 に示す．ここでは，単一のオペレータが処理ノー

続が不可能となった．再配置のみに依存する方式は個々の

ド Host1 から Host2 へと再配置される際の各処理ノードの

オペレータが扱うデータの量を制御できないことから，大

CPU 使用率の遷移を表している．図 6 のとおり，再配置

量のデータを扱う，または複雑な処理を実施するような

処理は対象のオペレータに起因する処理負荷をそのまま再

Subscription が発生した場合，該当するオペレータが扱う

配置先に移動する．

データ量に処理ノードが耐えられなくなると考えられる．
図 7 (c) および図 8 (c) は 2 分木のトポロジを用いて文

5.3 実験結果

献 [7], [10] の方式でデータ配送を行う手法のもとでの各処

Publication 生成頻度を毎秒 200 件から 5,000 件まで変化

理ノードの CPU 使用率を示す．この手法では負荷分散処

させた場合の，各処理ノードにおける CPU 使用率を図 7

理は実験期間中に 15 回実行された．当該手法はオペレー

に，また試験時間に占める各処理ノードの CPU 使用率の

タの分割処理のみで負荷分散を行うため，負荷分散処理を

割合を図 8 に示す．各評価結果における (a) が提案手法

実行するたびに該当するオペレータが扱うデータ量が半

であり，(b) が Publish/Subscribe システムにおける負荷

減することから，効率的に CPU 使用率を低減させること
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図 7

Publication 生成頻度の CPU 使用率への影響

Fig. 7 Impact on CPU load by publication rate.

図 8

CPU 使用率の時間割合

Fig. 8 Percentage of CPU load of processing nodes during experiment time.

ができる．しかしその一方，負荷分散処理のたびに新たに

を満足している．再配置のみを行う (b) は Host3 と Host10

2 分木の部分木を生成する，すなわち処理ノードが新たに

に負荷が集中し，CPU 使用率が 80%を超える時間がある．

2 つ必要となるため，低負荷状態にある処理ノードを多数

(b) の結果は比較した 3 手法のうち CPU 使用率が 80%を

待機させておく必要がある．

超えている時間が最も長く，性能目標を満足していない．

オペレータの移動が生じる際，4.2 節で示したように一

分割のみを行う (c) は Host2，Host3，Host4 および Host10

部のデータが重複して送受信されることがあった．これは

に負荷が集中し，CPU 使用率が 80%を超える時間がある．

前述のとおりデータの欠落を防ぐことを目的としており，

(c) の結果は比較した 3 手法のうち CPU 使用率が 80%を

この重複データによる配送遅延への影響はなかった．

超える物理ノードの数が最も多く，性能目標を満足してい
ない．以上の評価結果より，本研究における提案手法が，

5.4 考察

システムの可用性向上のために最も有効であるといえる．

本研究は大規模分散 Publish/Subscribe システムにおけ

オペレータの再配置のみによる負荷分散手法では個々の

る可用性とスケーラビリティの向上を目的としている．シ

オペレータが扱うデータ量を調整できないため，システム

ステム上のノードの CPU 使用率が高まり，過負荷状態に

内のすべての処理ノードの負荷が平均的に高い場合，適切

陥るとサービスの停止によるシステムの可用性低下が発生

な再配置先が存在しなくなってしまうことが起こりうる．

する．また，このようにサービスが停止してしまった場合，

また，単一のオペレータが他のものと比べてきわめて大き

システムを復旧するコストが大きい．そこで，本章冒頭で

な処理負荷をもたらす場合（大量のデータを処理する，ま

述べたとおり，本評価ではシステム上の全ノードの CPU

たは複雑な処理を行うなど），このようなオペーレータを

使用率がつねに 80%以下となることを目標として提案手法

適切に処理できるノードがそもそもシステム内に存在しな

の有効性と既存手法に対する優位性について示した．

いということも起こりうる．

図 7 と図 8 に示した結果より，提案手法である (a) は全

他方，オペレータの分割を行う手法では個々のオペレー

ノードの CPU 使用率がつねに 80%未満であり，性能目標

タの扱うデータ量を低減させることができるため，より高
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精度な負荷の分散が行えることとなり，高負荷ノードは存

る Edge ノードに近い位置でデータの収集・加工が可能と

在するものの配送処理を継続することは可能であった．こ

なり，配送途中のデータ加工が可能である．また，三段木

の手法は個々のオペレータがもたらす処理負荷を均質化で

型のトポロジは配送経路の変更が柔軟にできるため，管理

きるものの，分割のたびにオペレータの数が増加し，かつ

ネットワークの持つ地理位置情報を利用することで動的な

このオペレータを新たな処理ノードに割り当てる必要があ

処理オペレータの分割再配置，および動的な配送経路の変

ることから，提案手法と比べて多くの処理ノードが必要に

更が可能となった．

なってしまう．

センサデータストリーム環境下において，提案システム

提案手法はオペレータ再配置および分割処理をともに用

が過負荷に陥ることなくデータ配送が可能であることを

いて負荷分散を行うため，上に述べた 2 つの手法の特徴

示すために，テストベッド環境を用いた実機上で評価実験

を兼ね備え，かつ状況に応じてそれらの手法を切り替える

を行った．評価実験の結果より，提案手法はすべてのノー

ことができる．この特性は，トポロジが簡素で構築が容易

ドの CPU 使用率が，過負荷状態としてあらかじめ設定し

であり，かつデータ生成源付近でのデータのフィルタリン

た閾値よりつねに低く，性能目標を満足していることを示

グ（Edge）
，システム内部でのデータの集約/加工（Joint）
，

した．また，既存手法との比較において，負荷分散コスト

および Subscriber 付近での加工済みデータの配送（Root）

の低さや，性能目標を満足している点から，研究目的にお

という機能を明瞭に分割可能な三段木を用いた配送トポロ

ける提案手法の優位性を示した．負荷分散処理による配送

ジを用いることで実現されている．各処理ノードの機能を

データの正確性と配送遅延への影響に関しては，一部デー

これら最小限の単位で分担することで，提案手法ではオペ

タの重複が起こるが，配送経路変更以外の配送遅延への影

レータの再配置，分割のどちらを行っても配送処理に対す

響はなかった．これらのことより，提案手法は連続的に多

る悪影響を少なく抑えることができる．

量のデータが生成されるセンサデータストリーム環境にお

本実験では Publisher の分布が一様なものとして，オペ
レータの分割処理時には対象となるオペレータが指定して

いて継続的なデータ配送を可能とするための要求事項を満
たすことができたといえる．

いる領域を 2 分割するものとした．現実のサービスを考え

本論文における評価では東京アメッシュを例にとり，関

たとき，Publisher の分布に偏りが存在している場合が考

東地方全域を対象とした実際のサービスを想定した場合に

えられる．そのような場合には，偏りに応じたオペレータ

おける提案手法の有効性を示した．そのために利用した処

の分割を行うことで，その影響を吸収することが可能であ

理ノード数は 30 台であった．ここで，日本全国でのサー

る．たとえば，ある正方形の領域上の右上に Publisher が

ビスを考えると，関東地方と日本の面積比より，全国で約

集中していたとして，その領域のデータを要求しているオ

350 台程度の処理ノードがあれば，本手法を用いることで

ペレータを分割する場合は，正方領域を 4 分割し，一方の

大規模分散 Publish/Subscribe システムを実現できる．シ

オペレータには右上のみを，もう一方のオペレータにはそ

ステム全体のスケーラビリティを考慮すると，この台数は

れ以外の 3 つの領域を担当させる，といった分割の手法が

十分に現実的な台数であると考えられる．

考えられる．

6. 結論
本研究は大規模分散 Publish/Subscribe システムにおけ
る可用性とスケーラビリティの向上を目的としたものであ

今後の課題として，異なる Subscription 間の配送ネット
ワークの協調，信頼性の向上，モビリティ，セキュリティ
などの観点があげられる．
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る．そのために地理位置情報を活かした動的なデータ配送
負荷分散機能が可能な Publish/Subscribe システムおよび

参考文献

負荷分散手法を提案した．本論文における負荷分散手法は

[1]

オペレータの分割と再配置を組み合わせた手法である．評
価実験においてオペレータの再配置のみ，分割のみを行う
既存研究との比較を行い，提案手法の有効性を示した．
提案システムは管理ネットワーク，配送ネットワークの

2 つのオーバレイネットワークにより構築した．管理ネッ

[2]

トワークでは，処理ノードや Subscriber などのエンティ
ティの ID 付けに地理位置情報を用いるオーバレイネット
ワークを用いることで，各エンティティの情報と地理位置
を結び付けることを可能とした．配送ネットワークでは，
三段木型のトポロジを採用したことでデータの受信元であ

c 2014 Information Processing Society of Japan


[3]

Abadi, D.J., Ahmad, Y., Balazinska, M., Cetintemel, U.,
Cherniack, M., Hwang, J.-H., Lindner, W., Maskey, A.,
Rasin, A., Ryvkina, E., Tatbul, N., Xing, Y. and Zdonik,
S.B.: The Design of the Borealis Stream Processing Engine, 2nd Biennial Conference on Innovative Data Systems Research, pp.277–289 (2005).
Carzaniga, A., Rosenblum, D.S. and Wolf, A.L.: Design
and evaluation of a wide-area event notiﬁcation service,
ACM Trans. Comput. Syst., Vol.19, pp.332–383 (2001).
Carzaniga, A. and Wolf, A.L.: Content-Based Networking: A New Communication Infrastructure, Revised Papers from the NSF Workshop on Developing an Infrastructure for Mobile and Wireless Systems, pp.59–68
(2002).

298

情報処理学会論文誌

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Vol.55 No.1 289–299 (Jan. 2014)

Eugster, P., Felber, P. and Guerraoui, R.: The many
faces of publish/subscribe, ACM Computing, Vol.35,
No.2, pp.114–131 (2003).
Fukui, T., Noguchi, S., Matsuura, S., Inomata, A. and
Fujikawa, K.: Analysis of Transmission Topology and
Operator Location Strategy of Publish/Subscribe System for Sensor Network, Multimedia, Distributed, Cooperative, and Mobile Symposium, No.4A-4 (2012).
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