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あらまし 筆者らは，店舗の営業時間やキャンペーン情報といった，位置と時間に依存する地域コンテンツの効率的

な検索を P2Pネットワークで実現する手法として，検索クエリに指定された時間帯とコンテンツの時間依存の重要度

から決定されるコンテンツの適合度を定義し，検索クエリに対して適合度の高いコンテンツをより多く取得する手法

をこれまでに提案している．しかし，適合度が高いコンテンツの取得漏れの問題や，検索トラフィックの増大の問題

が残っていた．本稿では，上記の問題を解決するために，クエリの送信方向を考慮したルーティング手法と，リンク

テーブルの再構築手法を提案する．また，提案手法をシミュレーション実験によって評価し，各手法の特性について

考察する．
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Abstract The information services that provide users with location-aware contents with time-dependent impor-

tance, e.g., store information, are attracting attention. We have defined query relevance for each content based on

its time-dependent importance and the time-period specified in a query, and we have proposed a retrieval method on

a P2P network that realizes efficient retrieval of contents with high relevance for a query. However, some problems

remained such as retrieval leakage of highly relevant contents and increase of network traffic. In this paper, we pro-

pose another query routing method which takes account of routing directions, and also propose a link restructuring

method, for resolving the above problems. We show some simulation results for evaluating the proposed methods.
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1. ま え が き

近年，携帯端末の普及やネットワーク技術の発展にともない，

ユビキタス環境が整いつつある．今後，ネットワーク中の端末

数や情報量は飛躍的に増加すると考えられる．このような環境

では，端末間の通信形態として P2P ネットワークが適してい

る．P2Pネットワークは，ピアと呼ばれる端末がクライアント

とサーバの両方の機能をもち，ピア自身が情報を管理し発信で

きる論理ネットワークアーキテクチャである．従来のサーバ・

クライアント型アーキテクチャは，情報をサーバが管理するた

め，クライアントの要求が集中してサーバの負荷が増大する問

題がある．P2Pネットワークは各ピアが情報を管理しており，

負荷が分散するためボトルネックが生じにくく，サーバを必要

としないため低コストでサービスが提供できる．また P2Pネッ

トワークでは，あるピアがサービスを提供できない状態になっ

た場合でも，他のピアに配置されたキャッシュを利用できる可



能性があり，可用性の高いデータ共有サービスの実現に非常に

有効である．この環境を利用し，店舗の営業時間やキャンペー

ン情報といった，地域に密接に関連し，かつ，時間に依存した

重要度をもつコンテンツを，ユーザが位置と時間帯を指定して

検索するようなサービスが実現されると考えられる．

筆者らの研究グループではこれまでに，位置依存の P2Pネッ

トワークを基盤とし，コンテンツのもつ時間依存の重要度と位

置情報に着目したクエリの転送方式として Distance方式を提

案した [6]．Distance 方式では，各ピアは自身のもつコンテン

ツの位置情報によるトポロジを構築する．その後，基盤とする

P2Pネットワークのリンクに加え，nホップ内の他ピアとのリ

ンクを構築するとともに，それらのピアがもつコンテンツの位

置情報と時間に依存する重要度をリンクテーブルに保持する．

クエリを送信するときは，クエリの探索時間帯とリンクテーブ

ルの情報からクエリを送信するリンクを選択する．これにより，

基盤とする P2P ネットワークのリンク上でフラッディングを

行うときと比較して，ある地域を検索するときにクエリに対し

て適合度の低いピアへのクエリ転送を抑制することで，高い適

合度のレスポンスを取得しつつトラフィックを削減することが

できた．一方，Distance方式では，クエリに対する適合度とピ

アまでの距離のみに基づいてクエリを送信するピアを選択し，

複数のリンクに送信する場合にリンク間の位置関係は考慮しな

い．そのため，同一方向に位置する複数のピアへクエリが送信

され，同一ピアがクエリを重複して受信しやすいという問題が

あった．また，リンクを構築する最大ホップ数 nの値が固定で

は，環境に応じた柔軟なリンクの構築ができないことも考えら

れた．

そこで本研究では，Distance方式を拡張し，検索に要するト

ラフィックをさらに削減するためのクエリの転送方式を提案す

る．提案方式において，各ピアはリンク間の位置関係を考慮し

てクエリを送信するリンクを複数選択する．また，ピアがもつ

情報量を抑制しつつリンクを構築する最大ホップ数 nの値を大

きくする方式として，リンクテーブルの再構築を検討した．

以下，本稿では 2. で関連研究について述べ，3. で想定環境

を述べる．4.で提案方式の詳細について述べたのち．5.で提案

方式についての評価を行い，6.で提案方式の課題及び拡張案に

ついて述べる．最後に 7.で本稿をまとめる．

2. 関 連 研 究

地域コンテンツを扱うには, 位置要素が重要となる．位置要素

によるトポロジの構成手法としては LL-Net (Location-based

Logical Network) [5]やGeoPeer [2]が提案されている．LL-Net

は，各ピアは地域をエリアに分割して階層的に捉えることで，

近くのエリアには密に，遠くのエリアには疎に外部リンクを構

築する．そのため，遠距離のピアへも少ないホップ数でクエリ

が届く．一方，GeoPeerは，ピアの位置情報によるドロネー図

を用いたトポロジを構成する．各ピアはクエリの探索領域に最

も近づくリンクを選択してクエリを探索領域まで送ることがで

きる．また，クエリの転送状況に応じて，遠距離のピアまでの

ホップ数を短縮してクエリが探索領域まで届くようにリンクを
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図 1 保持するコンテンツの位置情報によるネットワークの例

Fig. 1 Example of network by location of contents that each peer

keeps.

構築する．しかしこれらの手法では位置情報以外は考慮されず，

クエリに適合しないコンテンツをもつピアにもクエリが転送さ

れるという問題がある．

隣接ピアの保持するコンテンツの情報によってクエリの送信

先を決定する手法として，RI (Routing Indices) [3]が提案され

ている．ピアは隣接するピアのもつコンテンツの情報を管理し，

クエリを受信すると，検索対象となっている情報を最も多く保

持しているピアへクエリを転送する．これを繰り返すことによ

り，要求される情報を保持するピアへクエリを転送することが

できる．しかし，クエリは深さ優先探索で転送されるため，一

度に複数のピアからコンテンツを取得したい場合には，応答時

間が長くなるという問題がある．また，時間に依存するコンテ

ンツの重要度は 1時間単位や 1週間単位で連続的に変化するこ

とが考えられ，離散的な分類ができない．RI はカテゴリに分

類される情報を対象としており，そのままでは本研究の想定環

境では適用できない．

3. 想 定 環 境

実際に地域コンテンツを検索するときには，位置情報以外に

時間が重要となる．例えば，ユーザが「近くの飲食店」を探し

たい場合，近くの店のコンテンツ全てがユーザの意図する検索

に適合するわけではない．ユーザが実際に訪れる時間に営業時

間外の店舗のコンテンツは価値が低い．また，昼も夜も営業し

ている店舗では昼と夜で評判が違うこともある．このように，

地域コンテンツの有用性は時間帯によって変化する．以降この

有用性を，重要度と定義する．検索するときには時間帯を指定

することで，指定時間帯で重要度の高いコンテンツを選択する

ことが可能となり，便利なサービスを実現できる．

地域コンテンツは，店舗がキャンペーン広告のために作成し

たり，個人が時間を指定して不用品を引き取ってくれる相手を

探すために作成する場合が考えられる．コンテンツには位置情

報と時間帯によって変化する重要度が含まれているものとし，

以降この 2つの情報をコンテンツの情報とする．また，各ピア

はそれぞれただ 1つのコンテンツを保持するものとする．

図 1のように，ピアは位置情報によってドロネー図となる論



理ネットワークを構築する．ただし，この位置情報とは実空間

上においてピアが存在する地理的位置ではなく，コンテンツに

付与された位置情報である．例えば，パン屋のコンテンツが店

員の所持する携帯端末に存在するとき，店員が帰宅しても端

末はパン屋の位置情報で論理ネットワークに参加する．ネット

ワークの分断はなく，全体で 1つの論理ネットワークを形成し

ているものとする．このような論理ネットワークは，文献 [4]

や文献 [2]で提案されている手法を利用するものとする．以下，

この論理ネットワークを位置ネットワークと呼ぶ．

クエリには一意の識別子が付与されており，ピアは受信した

クエリの識別子の履歴を作成することで，同じ識別子のクエリ

を重複して処理することはないものとする．また，クエリには

経由したピアのアドレスが経路履歴として保持されており，経

路履歴にあるピアにはクエリを送信しないことで，クエリの

ループを防止する．

3. 1 コンテンツの問合せに対する適合度

コンテンツの時間帯別重要度とクエリの指定時間帯から，コ

ンテンツのクエリに対する価値として適合度を定義する．適合

度は以下の式で計算する．

F =

∫ th

tl

I(t)dt (1)

ここで，F は適合度，I(t) は時間帯 t でのコンテンツの重要度

を示す関数である．クエリが時間 tlから th を指定時間帯にす

るとき，コンテンツの適合度は指定時間帯における重要度の積

分で求まる．図 1の例ではパン屋のコンテンツの時間帯別重要

度が I(朝) = 3，I(昼) = 4，I(夜) = 0であるため，朝から昼

を指定するクエリに対する適合度は 7となる．

4. 提 案 方 式

本章では，Distance 方式の概要と，Distance 方式を拡張し

たクエリ転送方式について述べる．

4. 1 Distance方式

位置ネットワークのトポロジであるドロネー図において，各

ピアの平均リンク数は 6である．隣接するピアがもつコンテン

ツの情報を保持すれば，適合度が低いピアにクエリを転送しな

いことによってトラフィックを削減できるが，全ての隣接ピア

の適合度が低い場合，クエリの転送を止めてしまうか，あるい

はランダムに転送先を決定するしかない．ここで，位置ネット

ワーク上の隣接ピアを経由せずに 2ホップ先あるいは 3ホップ

先のピアへ直接クエリを転送できれば，転送先の選択肢が広が

り，トラフィックを削減できる可能性が高くなる．

ピアは位置ネットワーク上で nホップ先までのピアともリン

クを構築する．その際，ピアは他ピアの保持するコンテンツの

位置情報および時間帯別重要度をリンクテーブルに保持する．

図 2 は，位置ネットワークに対してピア A が 3 ホップ以内の

ピアをリンクテーブルに管理している例である．ピアAがクエ

リを送信するときには，リンクテーブルとクエリの指定時間帯

から送信先を選択して，検索効率を向上させる．テーブルサイ

ズを現実的な大きさにすることと，トラフィック削減効果の向

A
ピアAからドロネー図上で3ホップの範囲ピアAは範囲内のピアとリンクを構築

A
小さく適合するピア大きく適合するピア 適合するピアを選択してクエリ送信

図 2 リンクテーブルによるクエリの送信

Fig. 2 Query forwarding by link table

上とを併せて考慮し，n= 3とした．このときの平均リンク数

は 40となる．

検索領域外に存在するピアがクエリを受信した場合，リンク

テーブル内のコンテンツの情報から最も検索領域に近づくもの

を選び，そのコンテンツを保持するピアにクエリを転送する．

クエリが検索領域内に到達すると複数リンクへのクエリ転送が

開始される．以降，これをセレクティブフラッディングと呼ぶ．

同一ピアにクエリが複数送信されると，同一クエリが重複し

て受信されてしまうため，不要なトラフィックが生じる．そこ

で，クエリの送信方向を制限することによって，同一クエリの

重複受信を抑制する．各クエリには，セレクティブフラッディ

ング開始ピアの位置情報が付加される．クエリを受信したピ

アは，セレクティブフラッディング開始地点に近づくリンクに

はクエリを送信しない．その判断は，クエリ受信ピアとセレク

ティブフラッディング開始ピア間の位置情報による距離を半径

r とし，セレクティブフラッディング開始ピアを中心とする円

内に位置するピアを除外することで行う．以降その円内の地域

を除外区域とする．

Distance方式では，より多くのレスポンスを取得できるよう

に送信先をスコアで選択する．スコアは F/dで算出する．ここ

で，F はクエリに対するコンテンツの適合度，dはクエリ受信

ピアと送信候補ピアの距離を示している．距離はピアのもつコ

ンテンツの位置情報から決定される．適合するピア全てにクエ

リを転送するとトラフィックが大きくなってしまうため，クエ

リを送信するピアはリンク先のピアそれぞれに対するスコアを

算出した上で，スコアの上位 s個のピアにクエリを送信する．
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図 3 DAV 方式のクエリ転送例

Fig. 3 An example of query forwarding by DAV method

4. 2 DAV（Direction Aware Value）方式

送信先を選択するときに，同一方向に位置するピアを複数選

択すると，送信先がすでにクエリを受信済みのピアに転送して

無駄なトラフィックが生じる．そこで，Distance方式の拡張と

して，同一方向には 1つのクエリしか送信しないように，送信

先を一つ選択すると，その方向に位置する他のピアは選択しな

いものとした．図 3では，s = 2のときに，ピア Sからクエリ

を受信したピア Aがクエリを転送している．ピア Aは，クエ

リの送信先としてリンクから適合度が高く最も近いピア Cを選

択する．送信先を一つ選択すると，選択したピア方向の角度 α

度以内に位置するピア以外から他の送信先を選択する．選択し

たピア方向の角度 α度以内に位置するピアの識別は，ピアの位

置情報と余弦定理を用いて行う．図 3でピア Aはもう一つの送

信先をピア C 方向に位置するピア B～E 以外から選択するた

め，ピア Fに送信している．

同一方向に複数のクエリを送信しないことで，検索領域全体

にクエリが均等に広がり，取得できるレスポンス数が向上する．

その結果，Distance方式のように距離を考慮したスコアを用い

ずに適合度のみで送信先を選択しても，十分な数のレスポンス

を取得できると考えられる．そこで，トラフィックの削減効果

を高めるために，適合度 F をそのままスコアとして，送信先

を選択するものとした．以降，適合度のみで送信先を選択し，

同一方向に複数のクエリを送信しない転送方式を DAV方式と

する．

なお，シミュレーションによる予備実験で検討した結果α = 90

が最も安定していたため，本稿の評価では α = 90とした．

4. 3 リンクテーブルの再構築

あるクエリに対して，適合度別のコンテンツの数は通常一様

にはならない．クエリに適合するコンテンツが少なく，クエリ

を送信するピアのリンクテーブルに適合するリンクがないとき，

送信先をランダムに選択するため検索効率が低下する．また，

クエリに適合するコンテンツが多くとも，適合度が低いコンテ

ンツの取得数を少なくすることでトラフィックを削減できる．

リンクテーブルで管理する最大ホップ数 nを大きくすること

で，上記の場合に対応できるが，nホップ以内全てのピアとリ

ンクを構築するとテーブルサイズが増大し，ピアの負荷が増大

したり，コンテンツの情報を更新するトラフィックが増大する

という問題が生じる．

そこで，n を大きくしてより広い範囲を探索した結果から，

自コンテンツと類似したコンテンツをもつピアを選択してリン

クを構築すると同時に，リンクテーブルにある最も類似度の低

いリンクを代わりに破棄してテーブルサイズを維持する．以降，

これをリンクテーブルの再構築とする．ただし，ネットワーク

の分断を防ぎ，検索地域まで確実にクエリを配送できるように，

基盤となる位置情報に基づいたドロネー図を構築するリンクは

再構築しないものとする．

同じ時間帯で重要度が高いピアを判断する値として，類似度

を定義する．

C =

∫ end

start

min (Ia(t), Ib(t)) dt (2)

ここで，C は類似度，startから endは類似度を求める時間帯，

Ia(t)，Ib(t)は時間帯 t におけるピア a，ピア bのコンテンツ

の重要度を示す関数である．ピア a，ピア b間の類似度はコン

テンツの重要度を示す関数が重なる面積となる．コンテンツの

重要度は 1日単位や 1週間単位で周期的に変化することが想定

され，類似度を求める時間帯はそれらの周期に応じて変わる．

本稿の評価では，簡単のためにコンテンツの重要度は 1日単位

で変化するとして，類似度を求める時間帯も 1日とした．

全てのピアが再構築を行うと，探索のトラフィックが増大し

て，ネットワークの負荷が高くなってしまう．再構築の目的は，

適合度の高いピアのみを経由してクエリが転送されるトポロジ

の構築である．そこで，再構築を行うピアは，リンクテーブル

内に自コンテンツと類似したリンクがないピアと，自コンテン

ツの適合度が最大となる時間帯で自分より高い適合度となるリ

ンクがないピアとした．

類似したリンクがないピアは，自コンテンツに適合するクエ

リを受信したときに適合するピアを選択できないため，より広

い範囲を探索して類似したピアとリンクする必要がある．自分

より高い適合度となるリンクがないピアは，低い適合度のピア

に囲まれた状態であることが考えられ，より広い範囲を探索す

る必要がある．

本稿では，n= 3を基準とし，3ホップ内のピア全てとリンク

した状態から nの値を大きくして再構築するときの評価を行っ

た．再構築を行うピアは n= 3のリンクテーブルを構築したと

きに，上記のいずれかの状態となるピアのみである．以降，再

構築を用いる方式は，方式名に-Rをつけて識別する．

4. 4 TZS（TTL Zero Send）方式

再構築によって，位置ネットワーク上でより離れたピアまで

クエリを送信することが可能となり，クエリが経由するピア数

が少なくなる．ここで，同一方向のリンクは一つしか送信先に

選択しないため，送信元ピアと送信先ピアの間にあるピアはス

キップされてクエリが配送されず，取得するレスポンス数が低

下する．

多くのレスポンスを取得するためには，スキップされるピア

にもクエリを送信する必要がある．ただし，同一方向に複数の

クエリを送信するとクエリの重複が生じて不要なトラフィック



表 1 評価環境の設定値

Table 1 Simulation parameters

設定項目 設定値

ピア数 1000

初期状態のリンクテーブルで管理する最大ホップ数 n 3

再構築後にリンクテーブルで管理する最大ホップ数 n 6

クエリに対するコンテンツの適合度 0 から 10

エリアサイズ 半径 500 の円

検索地域 エリア全体

クエリ数 1000

TTL 100

クエリ転送数 s 2

が生じるため，スキップされるピアには TTLを 0にしてクエ

リを送信する．スキップされるピアはクエリを転送しないため，

クエリの重複は抑制される．また，TTLを 0とするクエリの

送信は，クエリの最大転送数 sには含めないものとする．

クエリが必要とするレスポンス数を指定するとき，検索地域

内に位置するコンテンツの適合度が高いものから指定された数

だけ取得することが理想である．TOP-Kの手法はさまざまな

手法が研究されているが [1], [7]，本稿では TOP-K手法への拡

張のための検討として，再構築したトポロジにおいて，スキッ

プされる全てのピアにクエリを送信することで得られる最大の

レスポンス数を評価した．クエリが必要とするレスポンス数を

指定し，指定されたレスポンス数に応じてクエリの送信先を限

定することで，トラフィックを削減する余地はある．

以降，スキップされる全てのピアに TTLを 0とするクエリ

の送信を行う方式を，TZS方式とする．TZS方式によって，取

得するレスポンス数を増加させることができる．

5. 評 価

本章では，提案手法の評価のために行ったシミュレーション

実験の評価環境と評価結果を示す．

5. 1 評 価 環 境

シミュレーション評価における評価環境の共通設定を表 1に

示す．1 日は設定を単純にするために 10 のタイムスロットと

する．

位置ネットワークはドロネー図のため，外周部は遠距離のピア

とリンクして一様なリンクとならない．そこで，シミュレーショ

ンは 3000平方の領域を設定し，領域の中心座標（1500,1500）

を中心とする半径 500の円形のエリアを検索地域とする．エリ

ア外には位置情報のみをもつダミーのピアを配置し，外周部の

リンクの影響を除外した．エリア内にはコンテンツをもつピア

を配置した．地域コンテンツの数の参考のために，Yahoo!地図

情報 [9]において「北千里駅周辺の飲食店」で検索したところ，

検索結果は 444件であった．想定するサービスでは，個人によ

るコンテンツの作成も考えられるため，ピア数は 2倍強の 1000

と設定した．

ピアはそれぞれ 1つのコンテンツをもち，コンテンツは位置

情報と時間帯別重要度が設定されている．位置情報は重要度と

は関係なく，コンテンツは検索地域内に一様に分布する．クエ

リに対するコンテンツの適合度は 0から 10のいずれかとなる．

実際の環境では，高い適合度のコンテンツほど少なくなるよう

な適合度の偏りが考えられる．そこで，2種類の評価環境で提

案手法を評価する．

評価環境 Aでは，クエリに対するコンテンツの適合度は 1か

ら 10が一様に 60個ずつ存在する．あるクエリに対して適合度

ごとのコンテンツの数を統一することで，適合度と取得するレ

スポンス数の関係を評価する．

評価環境 B では，適合度が低いコンテンツほど多く存在す

る．環境 Aの結果と比較することで，検索地域内に高い適合度

のコンテンツが少ないときに，どのような影響が生じるかを評

価する．

初期状態で，ピアは保持するコンテンツの位置情報によって

ドロネー図となるトポロジを構成する．その後，提案手法では

ピアが 3ホップ以内の他ピア全てとリンクを構築して，リンク

先のピアがもつコンテンツの情報をテーブルに保持する．再構

築を行う方式では，各ピアが n= 3の状態のリンクテーブルを

構築した後，再構築の条件をみたすピアだけが n= 6で再構築

を行う．

クエリは各ピアが 1つ発行する．クエリの検索地域における

クエリの転送のみを評価するため，クエリの検索地域はエリア

全体とする．

5. 2 評 価 項 目

提案手法について，2種類の評価を行う．評価項目は以下の

通りである．

評価 1 ネットワークトラフィックの変化

評価 2 適合度別のレスポンスの取得数

評価 1 では，論理ネットワークにおいて提案手法を適用し，

トラフィックの変化を確認する．クエリあたりの平均ホップ数

を基準とする．

評価 2では，論理ネットワークにおいて，取得したレスポン

スの適合度ごとの取得数を確認する．検索地域中に存在するコ

ンテンツのうち，取得できたコンテンツと取得できなかったコ

ンテンツの数を，それぞれ取得したレスポンス，未取得のレス

ポンスとしてグラフに示す．示したグラフはクエリごとの結果

を平均したものである．

以下ではシミュレーション実験の結果を示し，評価項目の結

果を示す．

5. 3 評 価 結 果

トラフィックの参考に，位置情報のネットワーク上でのフラッ

ディングを行った．環境 Aにおいて，提案手法と同様に送信方

向の制限を設けることで，地域内のピア全てにクエリを配送し

つつトラフィックは 40%削減され，平均の検索トラフィックは

2924.6であった．環境 Bにおいても，平均の検索トラフィック

は 2914.0と，環境 Aと同様の結果であった．

図 4 に，環境 A における提案手法のトラフィックとレスポ

ンス数を示す．フラッディングは検索地域内の全てのピアにク

エリが到達する反面，トラフィックも膨大となる．Distance方

式はレスポンス数も低下するものの，フラッディングからトラ
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Fig. 5 Environment A: Number of response messages by adapta-

tion of responses (Distance method and DAV method)

フィックを 80%以上削減している．

図 5 に，環境 A における提案手法による適合度別のレスポ

ンス数を示す．DAV方式は Distance方式と比較して，レスポ

ンス数とトラフィックが低下している．しかし，適合度別のレ

スポンス数をみると，適合度 10の取得数は向上し，適合度 9，

8の取得数もほぼ維持できている．提案手法において，クエリ

が経由するピアのほとんどは適合するコンテンツをもちレスポ

ンスを返すことから，図 4のグラフの 2直線の間隔は同一ピア

に重複して送信されたクエリの割合とみなせる．DAV方式は

Distance方式よりもクエリが経由するピアが少なくなり，クエ

リの重複による転送中止が生じにくいため，検索地域全体にク

エリが配送されることで適合度 10のレスポンス取得数が向上

したと考えられる．

図 4において，DAV方式と比較して DAV-R方式ではレス

ポンス数が半減しつつも，レスポンス数以上にトラフィックが
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図 6 環境 A: DAV-R 方式と DAV-R-TZS 方式の適合度別レスポン

ス取得数
Fig. 6 Environment A: Number of response messages by adap-

tation of responses (DAV-R method and DAV-R-TZS

method)

削減されている．レスポンス数以上にトラフィックが削減され

るのは，再構築によってより広い範囲のピアから送信先が決定

されることでクエリの重複が減少したためと考えられる．適合

度別のレスポンス数を図 6で確認すると，再構築によって適合

度が 10より小さいレスポンス数は減少している．これは，再

構築によって適合度が 10のピア間のリンクが増加し，適合度

が 10のピア以外へクエリが送信される頻度が少なくなったた

めである．環境 Bにおける図 9，図 7の結果でも，DAV-R方

式は適合度 10，9の取得率を高く維持しつつトラフィックを半

減できている．再構築によって，適合度が高いレスポンス数を

維持しつつ，トラフィックを大きく削減できることが分かる．

図 7，8，9に環境 Bにおける結果を示す．適合度別のレスポ

ンス数から，適合度ごとのコンテンツ数が一様なときも偏ると

きも，提案方式は高い適合度のレスポンスほど取得率が高い特

性があると分かる．

環境 A の結果と比較して，Distance 方式以外のトラフィッ

クとレスポンス数は，ほとんど変化していない．環境 B にお

いて，ピアがもつリンクの多くは低い適合度のリンクとなる．

Distance方式でスコアを計算しても，わずかにもつ高い適合度

のリンクが送信先に選択されやすく，環境 Aよりも DAV方式

と似た結果になったと考えられる．このことから，高い適合度

のピアが少ない環境では Distance 方式と DAV 方式の差は小

さくなることが分かる．

TZS方式の環境 Aの結果を図 4，6に，環境 Bの結果を図

7，9 に示す．両環境において，TZS 方式によってレスポンス

数とトラフィックは増加しているが，増加する適合度ごとのレ

スポンス数は異なる．環境 A では高い適合度のレスポンスほ

ど増加する一方，環境 Bでは低い適合度のレスポンスほど増加

している．この相違は，環境 Bにおいて高い適合度のピアがそ

もそも少ないことだけでなく，再構築によって構築されるトポ

ロジも一因と考えられる．環境 Aでは，高い適合度のピアが多

く，高い適合度のピアは再構築によって低い適合度のピアとの

リンクの多くを破棄し，高い適合度のピアのみのクラスタとな

るトポロジが構築される．クエリは高い適合度のピアを経由し
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Fig. 8 Environment B: Number of response messages by adapta-

tion of responses (Distance method and DAV method)

て転送され，高い適合度のピアがもつリンクは適合度の高いも

のが多く，TZS方式で増加するレスポンスも高い適合度ほど多

くなる．一方，環境 Bでは，高い適合度のピアが少なく，高い

適合度のピアは再構築しても低い適合度のピアとのリンクもも

ちやすい．つまり，再構築してもピアがもつ適合度 10，9のリ

ンクはそれほど増加せず，クラスタとなるようなトポロジが構

築されない．そのため，TZS方式によるレスポンスの増加は適

合度ごとのピア数に応じた結果になったと考えられる．

また，TZS方式においてクエリが必要とするレスポンス数を

指定し，指定されたレスポンス数と転送状況を考慮して送信先

を選択することで，トラフィックはさらに削減できる．転送状

況は，クエリが転送される過程でそれまでに取得した適合度別

のコンテンツ取得数を付加することで把握できる．クエリが少

数のレスポンスを要求する場合，転送状況から十分なレスポン

スを取得できると推測できれば，TTL0で送信するリンクを閾
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tation of responses (DAV-R method and DAV-R-TZS

method)

値で限定してトラフィックを削減できる．クエリが多数のレス

ポンスを要求する場合，適合度が中位，下位のレスポンスも多

く取得する必要がある．しかし，TZS方式では中位以下の取得

率はそれほど向上していない．これは，高い適合度となるピア

は再構築によって低い適合度のピアとのリンクを破棄しやすく，

TZS方式では低い適合度のピアにクエリが配送されにくくなる

ためである．低い適合度の取得数を向上させるためには，TTL

を 0より大きくして低い適合度のピアにクエリを転送すること

が考えられる．

6. 提案方式の拡張

本稿ではコンテンツベースでのネットワークとして考えたが，

今後ピアが複数の情報をもつことを考慮した手法に拡張する必

要がある．ピアが複数のコンテンツをもつときには，各コンテ

ンツ毎にリンクテーブルをもち仮想的に複数のピアとして参加

するのが単純であるが，リンクテーブルのサイズが大きくなる

問題がある．この問題は，類似度によってリンク先を選択する

再構築の手法を用いることで，高い適合度のレスポンス取得数

を維持しつつテーブルサイズを小さくする対応が可能となる．

しかし，複数のコンテンツをもち，それらのコンテンツの時間

帯別重要度の特性が異なる場合，類似度は単純に求められない．

ピアが複数のコンテンツをもつときに，どのようにリンクテー

ブルを集約すべきかについて今後検証する予定である．

7. ま と め

本稿では，コンテンツの位置と時間帯別の重要度に着目した

リンクの構築とクエリのルーティング手法を提案した．またシ

ミュレーション実験による評価を行った．その結果から，リン

ク先のピアがもつコンテンツの情報をもつことで，価値の高い

レスポンスの取得数を上げつつトラフィックの削減を行うこと

に成功した．今後は，複数コンテンツをもつためのテーブルの

集約とクエリの要求するレスポンス数に対応する TOP-K手法

への拡張を行う予定である．
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