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高次元データへのアクセス回数を削減する近傍グラフ更新手法
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あらまし 高次元空間におけるデータの近傍探索は，データベースやデータマイニングなどの様々な分野で活用され

る重要な技術の一つである．近傍グラフは，直観的に理解しやすいメカニズムで各データに対する近傍（隣接データ）

を定義したグラフ構造であり，近傍探索を実現する上で各データに対する近傍への索引として利用できる．しかし，

近傍グラフの構築に加え，構築したグラフの更新に要する計算量が大きいという問題がある．この問題に対して近傍

グラフの更新を局所的に実現する手法も提案されているが，この手法では全てのデータに 2回のアクセスする必要が

あり，データサイズが膨大になった場合に課題が残る．本稿では，この手法を改善して，高次元データへのアクセス

回数を削減する近傍グラフ更新手法を検討する．

キーワード 近傍グラフ，更新手法，高次元データ

A Neighborhood Graph Updating Method with Reduced Database

Access for High Dimensional Data

Tetsuya YOSHIDA† and Hakim HACID††

† Grad. School of Info. Science and Technology, Hokkaido University N-14 W-9, Sapporo, 060–0814 Japan
†† ERIC Laboratory, Lyon 2 University 5, avenue Pierre Mendès-France, 69676 Bron cedex, France

E-mail: †yoshida@meme.hokudai.ac.jp, ††hhacid@eric.univ-lyon2.fr

Abstract The point location (neighborhood search) in a multidimensional space is a significant problem in sev-

eral fields such as databases (DBs) and data mining (DM). Neighborhood graphs are interesting and widely utilized

representation to realize this due to their intuitive mechanisms for neighborhood determination. One drawback

of this approach is that, besides the construction of graphs, update complexity is very high. A method for local

updating to tackle this problem was proposed previously. However, it might not be so scalable since it requires

two DB scanning, which are time consuming when the size of DB gets huge. Toward reducing the expensive DB

scanning, we propose a neighborhood graph updating method with theoretical properties.
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1. は じ め に

情報技術の発展に伴い，ますます複雑で高性能な情報処理の

実現が求められるようになっている．マルチメディア，ウェブ

など，様々な表現形式やメディアを通じて情報が伝えられるが，

異なるデータ表現形式の処理に加えて，データの大規模性や高

次元性が情報処理をいっそう困難なものとしている．

大規模で高次元なデータを処理するために重要な処理の一つ

として高次元データ空間における効率的な近傍探索が挙げられ

る．高次元データ処理の自動化において効率的な近傍探索の実

現は必須であり，これまでも多くのアルゴリズムや技術が考案

されてきた．たとえば，自己組織化マップ [12]，k-近傍アルゴ

リズム [2] などはデータマイニングの分野でも頻繁に用いられ

ており，また，多くのデータベース索引付け技術にも用いられ

ている [4].

近傍グラフは人間の直観的な近傍決定メカニズムをある種反

映したやりかたで各データに対する近傍（隣接データ）を定義

した構造であり，一旦近傍グラフを構築すれば，高次元データ

における近傍探索を実現する際の索引として利用できる表現形

式である [3], [10], [13]．しかし，近傍グラフの構築に要する計

算量に加え，近傍グラフの更新に要する計算量が大きいという

課題がある．この課題に対し，文献 [6], [7]ではデータの追加に

対する近傍グラフの局所的な更新手法が提案された．この手法

では，高次元空間において追加するデータを中心とする超球を

— 1 —



構築し，更新対象とすべきデータを超球内に局所化することを

通じて効率的な更新を実現している．しかし，超球の構築には

データに 2回アクセスして全データをスキャンする必要がある

ため，データサイズが膨大になった場合に課題が残る．

本稿では，文献 [6], [7]での手法を発展させ，データへのアク

セス回数を低減した近傍グラフ更新手法を検討する．全ての

データ対間の距離に対する最大値を dmax として保存し，dmax

に基づいて文献 [6], [7]での手法に対する上限の役割を果たす超

球を構築して更新対処とすべきデータを局所化して効率的な更

新を実現する．更に，dmax の利用に伴う問題への対処を検討

し，更新手法として提案する．

2. 節では，近傍探索および近傍グラフについて簡単に紹介

し，近傍グラフの更新手法についても概説する． 3. 節では本

稿で提案するデータへのアクセス回数を低減した近傍グラフ更

新手法の詳細について述べる． 3. 節での手法の正当性に対す

る検証実験の結果を 4.節で報告し， 5.節で本稿のまとめにつ

いて述べる．

2. データベースにおける近傍探索

データベースにおける近傍探索の役割は，データベースに保

存するデータをあらかじめ前処理しておき，クエリとなるデー

タに対する近傍データを比較的短時間で見つけることにある．

1 次元データに対する近傍探索は，データをソートしておき 2

分探索を用いることにより，nをデータ数として O(n log n)で

効果的に実現できる．2次元データに対する近傍探索も，多次

元空間におけるトポロジーモデルの基礎となるボロノイ図を用

いることで比較的容易に実現できる [10].

しかし，次元数 pが増加した場合には，高次元空間における

近傍探索は複雑になり実現することが困難になる．これまでに

も高次元空間における近傍探索に対して様々な手法が提案され

てきた．たとえば，1つの軸に対するデータの射影を利用する

手法 [2], [5], [9] や，データ間の部分距離を用いる手法 [1] など

が提案されてきた．

本稿では，上記の問題に対する別のアプローチとして，デー

タベース中のデータの関係を近傍グラフを用いて表現し，近傍

グラフを用いて近傍探索を実現するアプローチに着目する．以

下では，近傍グラフを用いる手法について簡単に紹介する．

2. 1 近傍グラフ

近傍グラフ（Neighborhood graphs，proximity graphs）とは

近傍の概念に基づく幾何構造であり，各データに対する近傍

データを同定するために用いられる．

2. 1. 1 表 記

p 次元空間 Rp におけるデータの集合をVと表記する．|V |
で集合Vの要素数を表す．集合Vの各要素 v を頂点に対応させ

ることを通じて，頂点集合Vと辺集合 E : V × V からなるグ

ラフを G(V , E) と表記する．

頂点集合Vの各頂点 v に対し，関数 N(v) は頂点 v に接続

する隣接頂点の集合を返す．すなわち，N(v) に含まれる全て

の頂点 v′ に対し，任意の頂点対 (v, v′)は辺集合Eに含まれる．

距離関数 d : V × V → R+ は何らかの距離尺度に基づいて定

図 1 2 次元空間における相対近傍グラフの例

義され，通常，関数 d(·, ·)は対称であることが仮定される [14]．

以下では，グラフ G(V , E)は無向な単純グラフであると仮定

する．

2. 1. 2 近傍グラフの例

これまでに様々な近傍グラフの表現が提案されている．近傍

グラフの表現として，たとえば，ドローネ三角形 [10]，相対近

傍グラフ (RNG) [13]，ガブリエルグラフ [3]，最小全域木 [10]

などがある．以下では相対近傍グラフを例として説明する．

相対近傍グラフ GRNG(V , E)においては，頂点集合Vに含

まれる任意の 2頂点 (vi, vj)は，以下で定義される相対近傍性

を満たす時に限ってその頂点間に辺を持つ．

［定義 1］（相対近傍性） 頂点 vi を中心として半径 d(vi, vj)で

ある超球をH(vi, vj)とし，頂点 vjを中心として半径 d(vj , vi)で

ある超球をH(vj , vi)とする．2つの超球H(vi, vj)とH(vj , vi)

の交わりから成る領域 A(vi, vj)に任意の頂点 v ∈ V が含まれ

ない．すなわち，

A(v1, v2) = H(v1, v2) ∩ H(v2, v1) (1)

(vi, vj) ∈ E iff A(vi, vj) ∩ V = φ (2)

与えられた頂点集合Vに対して定義 1の相対近傍性を満たす頂

点間にのみ辺を張ることにより，相対近傍グラフGRNG(V , E)

が構築される [13]．2 次元空間における相対近傍グラフの例を

図 1に示す．

他の近傍グラフに対しても，定義 1に対応する近傍性を適宜

定義しなおすことにより，与えられた頂点集合Vに対して近傍

グラフが構築される．なお，以下の節で述べる近傍グラフの更

新手法は，相対近傍グラフに限らず一般の近傍グラフに対して

も適用可能であることに注意されたい．

2. 2 近傍グラフ構築アルゴリズム

これまで様々な近傍グラフ構築アルゴリズムが提案されてき

た．ここでは図 1に示した相対近傍グラフに対するアルゴリズ

ムについて説明する．ドローネ三角形などの他の表現に対する

アルゴリズムに対しては文献 [16] を参照されたい．

近傍グラフ構築アルゴリズムの多くに共通して用いられる技

法として，グラフを逐次的に洗練させていくアプローチがある．

このアプローチでは，対称とする近傍グラフ表現を定義する近
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傍性を満たさない辺を逐次的に削除することを通じて近傍グラ

フを構築する．辺の削除は，通常，近傍グラフの定義や幾何的

性質を通じて行われる．

このアプローチでは，

1) データ v の近傍にあるデータ集合の列挙

2) 近傍グラフを定義する領域（近傍性）に 1) で求めたデー

タが含まれるか否かの確認

を繰り返すことでグラフを構築する．相対近傍グラフの場合で

は，頂点 vの近傍集合 N(v)に含まれる各頂点 v′ に対し，領域

A(v, v′) に含まれるデータの有無を確認することに対応する．

上記の操作は，n = |V |, V ⊂
=Rp として，標準的な手法を用い

ると O(n3)の計算量を要する．

Toussaint は，ドローネ三角形から出発して相対近傍グラフ

をO(n2)で構築するアルゴリズムを提案した [14]．Katajainen

は同じ計算量を要する別のアルゴリズムを提案し [8]，Smithは

O(n23/12) で構築するアルゴリズムを提案した [11]．これらの

アルゴリズムはO(n3)を要する標準的な手法と比較して低い計

算量で近傍グラフを構築でき，高速に動作するという利点があ

る．しかし，一旦構築した近傍グラフの更新は考慮していない

ため，新しいデータを追加するためには新たなグラフを再構築

しなおす必要がある．

2. 3 データ追加に対する近傍グラフ更新手法 [6], [7]

文献 [6], [7]では，追加されるデータと，追加されるデータに

より影響を受ける辺を考慮した近傍グラフ構築手法が提案され

た．この手法では，下記のステップによりデータ q の追加に伴

う近傍グラフ G(V , E)の更新を行う．

1) Rp において，q を中心として半径 r の超球 SR を構築す

ることで，q の近傍となりうる頂点（データ）を超球 SR内に

限定する．

2) 超球 SR内に限定してグラフG(V , E)の更新を計算し，辺

集合Eを修正する．

上記では，データ q の最近傍データに隣接するデータが全て超

球 SRに含まれるように半径 rを決定する．なお，データ q の

追加に伴うグラフの更新により，q に対する近傍（隣接）デー

タを得ることができるため，q をクエリと見なすことができる．

以下では，半径の長さおよびその半径で規程される超球 SRを

添え字で区別して表記する．たとえば，文献 [6], [7]の手法にお

ける半径および超球はそれぞれ rnf，SRnf と表記する．

文献 [6], [7]での手法では，半径と超球を下記により決定して

いた．追加するデータ qの最近傍頂点を頂点 vq1とし，その間の

距離を d1 = d(q, vq1)とする．また，頂点 vq1に接続する頂点の

うち最遠頂点を頂点 vq2とし，その間の距離を d2 = d(vq1, vq2)

とする．頂点 vq1, vq2 に基づき，半径 rnf を下記で定義する．

rnf ≡ (d1 + d2)(1 + ε) (3)

ここで，ε ∈ [0, 1]はパラメータであり，扱うべきデータの性質

に応じて決定される．

上記で，データ数を n(=|V |)，超球 SRnf に含まれるデータ

数を n′ (n′ � n)とすると，更新に要する計算量はO(2n+n′3)

である．この中の各項は

1. 全データ中から qに対する最近傍データ vq1 の決定 (O(n))

と，超球 SRnf に含まれるデータの決定 (O(n))

2. 超球 SRnf に限定した頂点に対する辺の追加および削除

(O(n′3))

に対応する．上記で，仮定 n′ � nより 2. に対する処理は標準

的な手法を用いていた．

以下では，上記の手法を LocalInsert(G(V , E),q,ε) と表記す

ることとする．LocalInsert(G(V , E),q,ε) はパラメータ εのも

とでデータ q をグラフ G(V , E)を追加したグラフを返す．文

献 [6], [7] での評価実験を通じ，LocalInsert(G(V , E),q,ε) によ

り与えられたデータ集合Vに対してデータ q を追加することに

より正しい近傍グラフ（注1）が得られることが確認されている．

3. データへのアクセス回数を削減する近傍グラ
フ更新手法

計算幾何学の分野において，近傍グラフの構築や管理におけ

る計算量の低減に向けて様々な研究がなされてきた [15]．本稿

では， 2. 3節で紹介した近傍グラフ更新手法に焦点を当て，こ

のアプローチに沿いながらデータへのアクセス回数を削減する

更新手法を検討する．

3. 1 データへのアクセス回数を削減したデータの追加

2. 3節で述べた LocalInsert(G(V , E),q,ε) においては，デー

タ量が増えた場合にはデータのスキャンに要する時間がボトル

ネックとなる可能性がある．特に，データ q の追加に伴う近傍

グラフの更新を超球 SRnf に限定して実行する際，q に対する

最近傍データ vq1 の同定と，構築した超球 SRnf 内に含まれる

データの同定を行うために，それぞれ全てのデータをスキャン

する必要があった．

データへのアクセス回数を減らすために，本稿では超球の半

径を LocalInsert(G(V , E),q,ε) とは異なるアプローチで決定す

ることを検討する．具体的には，近傍グラフG(V , E)を構築す

る際，グラフ Gに加えて，辺集合Eにおける最大距離を dmax

として保存し，この値を半径の決定に利用する．

dmax ≡ arg max
vi,vj∈V

d(vi, vj) (4)

式 (4)の定義より，以下の性質が成り立つ．

［性質 1］ 頂点集合Vに含まれる任意の 2頂点 vi,vj（vi |= vj）

に対し，頂点間に辺 (vi, vj) があれば，d(vi, vj) <= dmax が成

り立つ．

dmax に基づき，半径 rdmax を以下で定義する．

rdmax ≡ 2dmax(1 + ε) (5)

性質 1より，辺集合Eに含まれる全ての辺に対し，d1 <= dmax，

d2 <= dmax が成り立つ．このため，以下の性質がなりたつ．

（注1）：本稿では，与えられた頂点集合Vに対し，近傍グラフの性質を満たすの

に必要十分な辺集合のみを含むグラフを正しい近傍グラフと呼ぶ．頂点集合Vに

対して構築した近傍グラフ G の正しさは，O(n3) を要する標準的な手法で構築

したグラフ G′ との同型性の判定により確認できる．
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図 2 q を中心とする超球 SRdmax の構築

［性質 2］ rnf = (d1 +d2)(1+ ε) <= 2dmax(1+ ε) = rdmax for

∀q ∈ V .

dmax を用いることにより，集合 V に含まれる任意の q に対

して rnf の上限に対応する rdmax を計算し，q を中心とした半

径 rdmax の超球 SRdmax を構築する．

超球 SRdmax の定義より，以下の性質が成り立つ．

［性質 3］ SRnf⊂=SRdmax for ∀q ∈ V .

上記のアプローチでは，集合Vに含まれる任意の q に対して

最近傍点 vq1（および，vq1 に対する最遠近傍点 vq2）を求める

必要がないため，1回のみのスキャン（O(n)）で超球を構築で

きる．このため，dmax に基づく手法の計算量は，n = |V |, 超
球 SRdmax 内のデータ数を ndmax として，O(n + n3

dmax
)であ

る．LocalInsert(G(V , E),q,ε)と同様に，超球 SRdmax に含ま

れるデータの同定には O(n)必要である．

性質 3より q ∈ V に対して SRnf⊂=SRdmax
⊂
=V が成り立つ

ため，以下の性質が成り立つ．

［性質 4］ n′ <= ndmax for ∀q ∈ V .

上記の性質に基づき，q ∈ V に対しては超球 SRdmax を利用

する更新手法に対して以下の性質が成り立つ．

［性質 5］ 2. 3節で述べた LocalInsert(G(V , E),q,ε) が q ∈ V

に対して近傍グラフ G′ の更新により正しい近傍グラフ Gを構

築するならば，超球 SRdmax に基づく手法も正しい近傍グラフ

Gを構築する．

証明 性質 3より，∀q ∈ V に対する更新では超球 SRnf に含

まれるデータは全て超球 SRdmax に含まれる．このため，もし

q を中心とする超球 SRnf に含まれる部分グラフのみを更新す

ることで正しい近傍グラフ Gが得られるならば，同様に q を

中心とする超球 SRdmax に含まれる部分グラフのみを更新する

ことで正しい近傍グラフ Gが得られる．�

図 2，3に dmax に基づく更新手法の挙動を示す．

3. 1. 1 dmax に伴う問題と解決法

dmax に基づく更新手法はデータへのアクセス回数を減らす

ことが可能であるが，dmax を用いるだけでは正しい近傍グラ

フに更新できない場合がある．図 4，5に一例を示す．上述の

手法でも，rnf <= rdmax が成り立つならば q 	∈ V に対しても近

傍グラフを正しく更新できる．しかし，rnf > rdmax であるよ

うな qに対しては，SRdmax ∩ V = φとなり更新時に考慮すべ

きデータを超球 SRdmax 内に限定できないため，更新が正しく

行われないことになってしまう．

図 3 超球 SRdmax に含まれるデータに対してのみグラフの更新

4

1

3

2

近傍グラフ

図 4 近傍グラフ G と，G に対する dmax の計算

4

1

3

2

2dmax(1+ε）

SRdmax内に

データがない

追加

データ

超球
SRdmax

5

図 5 新規データ q の G への追加．集合Vに含まれる任意のデータ v

に対して d(q, v) > 2dmax(1 + ε) の場合，SRdmax ∩ V = φ

となり G が正しく更新されない．

上記の問題は，集合 V に含まれるデータ，および，q 	∈ V

∧ rnf <= rdmax が成り立つようなデータに対しては性質 2–5

が成り立つが，一般には rnf は rdmax より大きい場合があ

るため q 	∈ V に対しては成り立たないことによる．この問

題に対処するため，近傍グラフ G(V , E) に対して dmax と

LocalInsert(G(V , E),q,ε) における SRnf を組み合わせること

により，SRdmax ∩ V = φの場合に対しても正しい更新を実現

する．

この手法では，まずdmaxに基づく更新を試み，SRdmax∩V =

φの場合にのみ SRnf に基づく更新を行う．なお，併用するこ

とによる計算量の増加を防ぐため，超球 SRdmax に含まれる頂

点（データ）を全データ中から探し出す際，同時に q に対する

最近傍点 vq1 も見つけて vq1 への参照を保存しておく．vq1 も

同時にみつけておくことにより，SRdmax ∩ V = φ の場合で

あっても vq1 を見つけるためのスキャンを省いて SRnf に基づ

く更新を行うことが可能となる．

超球 SRdmax を利用する際の別の問題としては，d1と d2に対

して dmaxが非常に大きな見積もりとなった場合，rnf � rdmax

となってしまうことにより |SRnf | � |SRdmax | となる場合が
ある．この場合，超球 SRdmax は更新対象となるデータの局所

化に貢献せず，効率的な更新ができなくなってしまう．

この問題に対処するため，SRdmax を更に利用し，SRnf に

類似した局所化を行い更新を行う．LocalInsert(G(V , E),q,ε)に
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Algorithm 1 LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε)

Require: G(V , E); //近傍グラフ

Require: q; //近傍グラフ G に追加するデータ

Require: dmax; //集合Eに含まれる辺の距離の最大値

Require: ε; //ε ∈ [0, 1]

1: rdmax = 2dmax(1 + ε);

2: V dmax = {v ∈ V |d(q, v) <= rdmax};
3: vq1 = G における q への最近傍点;

4: d1 = d(q, vq1);

5: vq2 = G において vq1 に接続する頂点の中の最遠点;

6: rnf = (d1 + d2)(1 + ε);

7: if (V dmax |= φ) then

8: V SR = {v ∈ V dmax | rnf > d(q, v)};
9: else

10: V SR = {v ∈ V | rnf > d(q, v)};
11: end if

12: V = V ∪ {q} ;

13: G の部分グラフ Gsub に対して集合 E の更新 (Gsub⊂=G であり，

Gsub は V SR 内に含まれる頂点と辺のみを含む)

14: return （更新後の）G(V , E);

おける SRnf との相違は，全データVに対してグラフ Gを更

新するのではなく，SRdmax に含まれるデータに対してのみ更

新を行う点にある．SRdmax
⊂
=V が成り立つため，更新のため

にチェックすべきデータ数（頂点数および辺数）が減少し，単

純に SRdmax を利用する場合に比べて能が向上すると期待さ

れる．

上述した手法を以下では LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε)

と呼び，アルゴリズム 1に示す．提案する手法は近傍グラフの

更新に対して以下の性質を満たす．

［性質 6］ LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε)は，近傍グラフ

の更新に対して LocalInsert(G(V , E),q,ε) と同程度かより少な

いデータアクセス数を要する．

証明 定義より SRdmax
⊂
=V が成り立つため，|SRdmax | <= |V |

が成り立つ．SRdmax ∩ V = φ の場合，LocalInsertdmax

(G(V , E),q,dmax,ε) は LocalInsert(G(V , E),q,ε) と等価であ

る．他方，SRdmax ∩ V |= φの場合，SRdmax
⊂
=V が成り立つ

ため，アルゴリズム 1 の 8 行目の V SR は，10 行目の V SR

（LocalInsert(G(V , E),q,ε)で構築する超球に対応）より小さい．

このため，LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε) で要するデー

タアクセス数はより少なくなる．�

SRdmax ∩ V = φ の場合， 2. 3 節で述べた LocalInsert(

G(V , E),q,ε) と等価になる（注2）しかし，これは追加すべきデー

タ q が集合Vに含まれる全データよりも遙かに遠くにあり，い

わば集合Vに含まれる全データにとって q が外れ値のような場

合にのみ生じる．通常データベースは関連するデータを管理す

るために用いられるため，データベースに蓄えられるデータは

（注2）：最初に述べたように，本稿ではデータへのアクセス回数を減少すること

に焦点を当てるため，q に対する vq1 の同定と同時に行われる超球 V SR の構

築に要する計算量は無視している．ただし，計算機を用いた実測値を比較する場

合には，この計算時間も無視できない．

何らかの意味で類似していると考えられる．このため，多くの

データに対しては dmax に基づいて更新され，LocalInsertdmax

(G(V , E),q,dmax,ε) による性能向上が期待される．

4. 予備的評価

本節では 3.節で提案したLocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε)

に対する以下の２つの観点からの予備的評価について報告する．

1) 近傍グラフ更新の正しさ

2) 実機での実行時間

実験に際し，異なるサイズ (n = |V |=5× 103, 10× 103, 20×
103) を持つデータを生成した．なお，生成したデータにおけ

る次元数 pは 60 とした．データの生成は，Rp における一様

分布からのランダムサンプリングにより行った．また，データ

数 n = 5× 103，次元数 p= 20である実データに対する実験も

行った．実験では，予備実験の結果に基づき εを 0.1 とし，追

加するデータが近傍グラフに対する凸包に含まれる場合を対象

とした．

以下で報告する評価は予備的なものにとどまり，提案手法の

原理的な性質の確認にとどまっている．実機上での性能の検証

については今後実験を重ね，発表時に報告する予定である．

4. 1 評 価 結 果

1) に対しては，LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε) の正し

さを以下の手順により確認した．各近傍グラフ G(V , E) に対

し，頂点集合Vから頂点 v をランダムに選択し，v を含まな

い近傍グラフ G′(V \{v}, E0)) を作成する．次に，頂点 v を

LocalInsertdmax (G′(V \{v}, E0),v,dmax,ε) を用いて G′ に追加

し，もとのグラフ G と同型なグラフが生成されるかを確認し

た．各グラフに対して上記の手順を繰り返したところ，全ての

場合において LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε) もとのグラ

フ G と同型なグラフが生成されることを確認した．これによ

り，提案した LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε) による近傍

グラフ更新の正しさを確認した．

2)に対しては，データ追加に要する実行時間を計測した 10

回平均の結果を表 4. 2 に示す．実行時間の計測は 2.8 GHz の

CPU，512MBのメモリ，Windows XPを OSとする計算機上

で行った．上述のように LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε)

は正しい近傍グラフを構築するが，残念ながら現状では

LocalInsert(G(V , E),q,ε) よりもより多くの時間を要してお

り，実機上での性能向上を確認できなかった．

4. 2 考 察

4. 1節での結果に対し，現状で推測している要因を以下に述

べる．

まず第一に，性質 6 で LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε)

の原理的な性質について述べたが，対象とするデータセットに

よっては rdmax は rnf と比較して非常に大きくなり，性質 6を

保証するためには |SRdmax |が非常に大きくなる可能性がある．
このため，アルゴリズム 1の 2行目で構築する V dmax は近傍

グラフ更新に対するデータを十分に局所化できていない可能性

がある．

第 2に，現在の実装では V dmax に含まれる全データ v に対

— 5 —



表 1 LocalInsert と LocalInsertdmax の平均時間を示す．n = 5×103

に対する行は実データに対する結果．

データセット 実行時間 (ミリ秒)

n (×103) dimension LocalInsert LocalInsertdmax

5 60 55.2 109.2

10 60 139.1 282.7

20 60 256.2 784.6

5∗ 21∗ 24.57 48.71

して距離計算を繰り返すため，距離計算を 2行目と 8行目（あ

るいは 10 行目）の 2 回繰り返してしまっている．データアク

セスに要する原理的な解析結果に加え，実機での実行時間は距

離計算にも影響を受けるため，次元数 pが大きい場合には距離

計算に要する実行時間が無視できなくなる．実装レベルでこの

問題を回避するため，2 行目で行った計算結果を保存し，8 行

目と 10 行目で再利用することで距離の再計算を避けることを

検討している．全データに対する距離値を保存するために更に

メモリを使用することになるが，距離計算に伴う実行時間を抑

えることが可能になると期待される．

第 3に，現状で生成したデータ規模が小さいため，全てオン

メモリでの検索が可能であり，データアクセス数を低減させた

効果が実行時間に反映されていない可能性がある．近傍グラフ

を用いる利点は，近傍グラフの構造を近傍データ抽出に対する

索引として利用することにある．この点を検証するためには，

メモリに入りきらない大規模なデータを生成し，ハードディス

クなどの 2次記憶へのアクセスが必要な場合に対して実験を行

う必要がある．

今後は，上記で検討した項目の検証実験および実装を進め，

その結果を報告する予定である．

5. お わ り に

本稿ではデータへのアクセス回数を削減する近傍グラフ更新

手法について提案した．文献 [6], [7]の手法は近傍グラフの更新

を実現するが，更新には全てのデータに 2回アクセスして更新

のためのデータを同定する必要があり，データサイズが膨大に

なった場合に課題が残る．データへのアクセス回数の削減に向

けて，本稿では全てのデータ対間の距離に対する最大値を dmax

として保存し，dmax に基づいて文献 [6], [7] での手法に対する

上限となるような超球を利用する更新手法を検討した．更に，

dmax の利用に伴う問題に対処する方法を検討し，検討した手

法を LocalInsertdmax (G(V , E),q,dmax,ε) として提案した．提

案した手法を計算機上に実装し，近傍グラフ更新に対する正し

さを検証した．しかし，残念ながら現状では実機での実行速度

に対してはまだまだ課題が残ることも明らかとなった．今後は

実機上での実行速度の向上に取り組む予定である．
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