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＊1 オーバーレイネットワーク：物理的なネ
ットワーク上に構築された論理的なネッ
トワーク．

＊2 IEEE 802.11：米国財団法人であるIEEE
が策定した無線LANの国際標準規格．

＊3 アドホックネットワーク：基地局やアク
セスポイントを必要としない，複数の移
動端末どうしで相互に接続する構成のネ
ットワーク．

移動端末からのオブジェクト追跡システム：
アーキテクチャ，プロトコルとその評価

1. まえがき
人物などの移動オブジェクトの追

跡は，安全なサービス，ユーザ案内

および物流ソリューションを実現す

るための新たな重要なサービスであ

る．そこで，オーバーレイネットワ

ーク＊1技術を基に，移動オブジェク

ト追跡のためのシステムアーキテク

チャを考案・試作した．このシステ

ムは，ドコモとDoCoMo Commu-

nications Laboratories Europe

GmbHとの共同研究により開発さ

れたもので，階層アーキテクチャに

てローカル追跡およびグローバル追

跡という2つの面から追跡を行うこ

とを特徴としている．このシステム

は，これまでの集中管理的なシステ

ムと比較すると，位置データなどを

分散管理できるため，拡張性および

費用対効果が高い．

ローカルな追跡（例：親による子

供の追跡）については，IEEE 802.11

（Institute of Electrical and Electron-

ics Engineers 802.11）＊2対応のノード

を用いたアドホックネットワーク＊3

環境におけるP2P（Peer－to－Peer）

型検索方法の実現可能性を研究して

いる．また，グローバルな追跡につ

いては，上位層のP2Pシステムです

べてのローカル位置追跡システムを

相互接続することにより，グローバ

ルな検索問合せ（クエリ）を可能と

している．なおP2Pとは，特定のサ

ーバを持たずに役割や資源をノード

間で分散共有し，オーバーレイネッ

トワークをノード間で自己組織的に

維持するネットワーク技術である．

本稿の2階層システムではローカル

位置追跡システムとグローバル位置

追跡システムに分離し，それぞれで

P2Pシステムを形成することで，共

有資源の検索および配送を行う．

1台のサーバが位置データなどを

収集・管理する従来の集中的手法

[1]では，移動オブジェクトを大規

模に追跡するには，データ管理およ

び測位が大きな問題となる．移動オ

ブジェクトのデータ管理には，追跡

対象のオブジェクトの数が多く，位

置の変更頻度が高いという性質があ

る．図1に示す従来の集中的手法で

は，中心となる1台のサーバへ更新

データを送信するためにネットワー

ク負荷が非常に高くなる（アップデ

ート型（図1（a）））．一方，ネットワ

ーク負荷を減らすために更新間隔を

大きくするとデータの正確さを保て

なくなり，規模の拡大が難しい．こ

の問題は，オブジェクトの検索クエ

リをすべてのノードに流し広めるこ

とによって回避することができる

（フラッディング型（図1（b）））．し

かし，クエリの頻度によってはネッ

トワーク負荷の許容範囲を超える可

能性があり，その結果ネットワーク

が不安定になってデータを利用でき

ない状況になることがある．

本稿で解説する分散データ管理手

法は，分散ハッシュテーブル

（DHT：Distributed Hash Table）

を使用したP2Pのコンセプトに基づ
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いており，前述のアップデート型と

フラッディング型の両方の特徴を組

み合わせたものである．DHTとは

検索キーと値（例えば追跡対象オブ

ジェクトの位置情報）で構成される

ペアのデータを複数のノード間で分

散して格納するためのデータ構造で

あり，データを管理するための中心

的なノードが必要ない．この手法を

用いた位置追跡システムは複数のノ

ードによって構成され，追跡対象オ

ブジェクトやセンサがDHTにデー

タを書き込む．DHTならば負荷が1

つのノードに集中することがないた

め，大規模なデータを分散して保持

および検索することが可能である．

検索範囲の規模拡張性を確保するた

めに，この位置追跡システムは，頻

繁に発生する局所的な更新を扱うロ

ーカル位置追跡システムと，すべて

のローカル位置追跡システムを相互

接続するグローバル位置追跡システ

ムとに分けた2階層のアーキテクチ

ャで構成される．測位については，

屋内外のさまざまな測位技術

（IEEE802.11 での受信信号強度

（RSSI：Received Signal Strength

Indicator）＊4測定やGPS（Global

Positioning System）など）をそれ

ぞれのローカル位置追跡システムで

使い，それらを相互接続すること

で，大規模な分散リアルタイム測位

システムを構築している．

本稿では，ローカル位置追跡シス

テムのアーキテクチャおよびプロト

コルについて解説するとともに，グ

ローバル位置追跡システムについて

の見通しを述べ，シミュレーション

のシナリオおよびシステム評価につ

いて解説する．

なお，本アーキテクチャについて

ドコモと共同で試作を行っており，

それについては別稿の「移動端末か

らのオブジェクト追跡システム：カ

メラと位置測位センサを用いた試作

システムの構築」を参考されたい．

2. システムアーキテクチャ
アーキテクチャの観点からいえ

ば，位置情報のフレームワークは多

くのローカル位置追跡システムから

構成されるものと想定している．ロ

ーカル位置追跡システムは，追跡対

象オブジェクトが通常移動するロー

カル領域を担当する．ローカル位置

追跡システムのプロバイダ（移動通

信事業者または第三者）が扱うデー

タのトラフィックを最小限にするた

め，必要がない限りデータをその他

のローカル位置追跡システムに送る

べきではない．そのため，ローカル

位置追跡システムと，ローカル位置

追跡システムをまとめるグローバル

位置追跡システムという2つの階層

が位置追跡システムのアーキテクチ

ャを構成することになるが，これら

を論理的に分離することは可能であ

る．位置追跡システムの2階層アー

キテクチャを図2に示す．

理論上，センサネットワーク用に

開発されたデータ収集および管理ア

ルゴリズム[2]をオブジェクト追跡

にも応用することは可能であるが，

本システムのグローバルな規模を考

えると，現実的には不可能である．

ただし，ローカル位置追跡システム

の規模によっては，この方法がロー

カルな規模において適切な場合もあ

る．グローバル位置追跡システムが

不要なトラフィックを削減して規模

拡張性を備えること以外のもう1つ

のメリットは，このような構造的お

よび技術的に異なったローカル位置

追跡システム間のゲートウェイとし

ての機能を果たすことである．

図2に示すように，移動通信サー

ビスプロバイダは，移動端末を介

してユーザにこのサービスを提供

可能であり，移動端末は追跡対象

オブジェクトの位置情報のほかに，

映像・周囲の人々などの追加情報

を表示するために使用される．ま

＊4 受信信号強度：受信機から出力される受
信信号の強さ（電界強度）を表す信号レ
ベル．

（a）アップデート型 （b）フラッディング型 
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クエリを流し込む 
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図1 従来の位置追跡システム
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た，近距離通信技術（IEEE802.11

やBluetooth®＊5など）を用いてロー

カル内で直接追跡対象オブジェクト

の位置を検索するクエリを送ること

も可能である．

2.1 グローバル
位置追跡システム

グローバル位置追跡システムは

P2Pオーバーレイネットワークで構

成され，移動通信事業者とローカル

位置追跡システムのプロバイダとの

協力により提供される．例えば，そ

れぞれのローカル位置追跡システム

のプロバイダが，グローバル位置追

跡システムおよびローカル位置追跡

システムに同時に接続可能なノード

を用意し，グローバル位置追跡シス

テムのP2Pオーバーレイネットワー

クに参加する場合もある．ただし，相

互接続されているローカル位置追跡

システムが少数の場合は，グローバ

ル位置追跡システムをP2Pではなく

集中構成とすることも可能である．

追跡対象オブジェクトに関して，

ローカル位置追跡システムは詳細な

情報を常に保持するが，グローバル

位置追跡システムは，追跡対象オブ

ジェクトが現在いるローカル位置追

跡システムのネットワークを登録す

るのみである．つまり，追跡対象オ

ブジェクトの位置がそのローカル領

域内で変更されている限り，グロー

バル位置追跡システムでの更新は不

要である．ローカル位置追跡システ

ムは，新しいオブジェクトがローカ

ル位置追跡システムに到達したか，

あるいは離脱した場合にグローバル

位置追跡システムに通知するだけで

ある．このように，グローバル位置

追跡システムの主な目的は，ローカ

ル位置追跡システムどうしを接続し，

そこで生成されたデータをグローバ

ルに利用可能にすることである．

2.2 ローカル位置追跡システム
ローカル位置追跡システムにおけ

るアーキテクチャの中心は，図3に

示している階層型のP2Pシステムで

ある[3]．スーパーピアとリーフノ

ードという2つの異なるピアのクラ

スが定義されている．スーパーピア

は，Chord＊6[4]と呼ばれるリング状

のDHTをベースとした，P2Pオーバ

ーレイネットワークを構築する．

リーフノードは，P2Pオーバーレ

イネットワーク上でスーパーピアと

の接続を維持し，それのみと通信す

る．対照的に，スーパーピアは他に

も複数の作業を行う．例えば，スー

＊5 Bluetooth®：米国Bluetooth SIG Inc.の登
録商標．

＊6 Chord：マサチューセッツ工科大学で考
案されたDHTアルゴリズムの一種で，論
理ネットワーク構造がリング状になってお
り，論理空間が1次元なのが特徴．

移動通信 
サービスプロバイダ 

子供に関するクエリ（グローバルに検索する場合） 
1．現在位置 
2．移動履歴 
3．画像 

子供に関するクエリ 
（ローカルで直接検索する場合） 
1．現在位置 
2．移動履歴 
3．画像 

グローバル位置追跡 
システム 

P2Pノード 

ローカル位置追跡 
システム 

学校 お店 

図2 位置追跡システムの2階層アーキテクチャ
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パーピア自身あるいはリーフノード

によって生成されたデータオブジェ

クト（例えば，発見したオブジェク

トのIDと位置など）をP2Pオーバ

ーレイネットワーク内に書き込み，

他のピアからみて，あたかもそのス

ーパーピアがデータオブジェクトを

所有しているかのように振る舞う．

検索実行時には，スーパーピアは

Chordの検索機能を使用して検索対

象のデータオブジェクトがどの検索

キーで管理されているのかをDHT

特定のハッシュ関数＊7を用いて計算

し，そのキーを担当するスーパーピ

アを特定して，検索の実行者に結果

を送信する．

以上の記述は論理的視点からみた

システム構成である．しかしなが

ら，この論理的構成を物理的なネッ

トワークに対応させた場合に，いく

つかの問題が出てくる．例えば，最

適なスーパーピアの数や，それらの

配置場所を決定するのは難しい．ま

た，あるセンサネットワークにおい

て，どのセンサがスーパーピアにな

り，どのセンサがリーフノードにな

るべきかを決定するのは難しい．筆

者らは，これらの問題を今後研究す

る予定である．

このローカル位置追跡システムに

おけるP2Pオーバーレイネットワー

クの構成は，ノード間の負荷をうま

く分散させることを目標にしてい

る．これによってデータ更新頻度や

対応可能なクエリ数などのシステム

性能を向上したいと考えている．し

たがって，センサ領域の中心近くに

あるセンサノードをいくつか選択し

てスーパーピアとし，その他すべて

のセンサノードはリーフノードとな

って，もっとも近いスーパーピアに

接続する（これらの接続は論理的な

ものであって，物理的なものではな

い）．このようにすることで，追跡

対象オブジェクトが生成する大量の

データを中心的な1台のサーバに保

存した場合と比較して，通信のボト

ルネックを回避することができる．

3. ローカル位置追跡システム
における位置管理

前章で述べたシステムの構成は，

センサノードが追跡対象オブジェク

トの位置を決定するため能動的で，

追跡対象オブジェクトが受動的であ

る場合を想定している．この場合，

センサノードのみがスーパーピアま

たはリーフノードになる．しかしこ

の構成は，追跡対象オブジェクトが

能動的な役割を果たす場合にも適用

可能である．試作した分散型の位置

追跡システム[5]では，追跡対象オ

ブジェクト自身が自らの位置を基地

局やアクセスポイントからの電波の

RSSI測定で特定することから，能動

的である．追跡対象オブジェクト自

身が自らの位置を特定し，その位置

データを近傍のスーパーピア（アク

セスポイントなど）を介してローカ

ル位置検索システム内に書き込む．

一方，既存の集中型の位置追跡シス

テムでは受動的な追跡対象オブジェ

クトを使用する場合が多く，基地局

やアクセスポイントでRSSI測定を

行い，中央サーバに測位データを送

信し，中央サーバが最終的に追跡対

象オブジェクトの位置を特定して保

存する．しかし，試作した方式は，

集中型の方式よりも大幅に金銭的コ

ストを抑えることができる．この位

置管理機能のコスト面において，試

作した分散型のシステムと従来の集

中型のシステムを比較する．

試作した分散型システムでは能動

的な追跡対象オブジェクトを利用し

て追跡対象オブジェクト自身で測位

を行うのに対し，従来の集中型シス

テムでは受動的な追跡対象オブジェ

クトを利用するため，追跡対象オブ

ジェクト自身のコストは上昇する．

しかし，分散型では低価格で汎用的

な基地局やアクセスポイントを使用

してDHTのソフトウェアを実行す

ることで実現できるのに対し，集中

型では測位に対応した高価な基地局

や測位サーバなどのハードウェアが

必要となり，総合的には従来のシス

テムのほうがコストが高くなると考

えられる．

DHTを設計するうえで必要な項

目は，ネットワークに保持される

＊7 ハッシュ関数：もとのデータからある一
定範囲の疑似乱数を生成する関数．
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L4
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L6

L7

L8

S = スーパーピア　L = リーフノード 

Chordのリング 

図3 ローカル位置追跡システムの
階層型P2Pアーキテクチャ
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DHTのデータの形式，およびイン

デックスの形式である．これらにつ

いては，以下の2つの基本クエリに

効率よく回答できるかどうかに基づ

いて設計を行った．なお，この基本

クエリを選んだ理由は，その他のク

エリがこのクエリを基として容易に

派生しうるからである．

・追跡対象オブジェクトの現在位

置はどこか

・指定した時刻に追跡対象オブジ

ェクトに近接しているその他の

オブジェクトはどれか

本システムでは，ネットワークに

保持されるDHTのデータ形式には，

「オブジェクトID，スーパーピアア

ドレス，タイムスタンプ」の組合せ

（タプル）を，インデックスにはオ

ブジェクトIDの属性から一意に作

成されるものを使った．このデータ

形式中のスーパーピアアドレスと

は，このタプルをDHTに書き込ん

だスーパーピア（言い換えれば，セ

ンサノードまたは追跡対象オブジェ

クトからの原データを中継配送した

スーパーピア）のアドレスのことで

ある．また，このスーパーピアには

その他にオブジェクトの位置などの

関連情報が保存されている．

基本の2つのクエリは次のように

行われる．あるオブジェクトIDが

DHTに与えられた場合，このオブ

ジェクトIDに対応する最新データ

のタプルを保持しているスーパーピ

アがまず検索される．次に，そのス

ーパーピアから，オブジェクトの位

置情報や他のオブジェクトIDなど，

必要な情報を取得する．他のオブジ

ェクトIDに関する情報は2つ目の基

本クエリに対して必要である．オブ

ジェクトIDがスーパーピアアドレ

スと結びつけて保持されているの

で，オブジェクトがスーパーピア間

を移動した場合にのみDHTに登録

するだけでよく，このDHTをベー

スとするP2Pオーバーレイネットワ

ークで発生するトラフィックが小さ

くて済むため，前述のDHTのデー

タ形式とインデックス形式が最適と

考えられる．

4. シミュレーション
コスト，維持，管理の面から，

IEEE 802.11の無線LANでのアドホ

ックネットワークのトポロジ（ネッ

トワーク構成）での分散型P2P位置

追跡システムの性能分析をシミュレ

ーションにより行った．この無線

LANネットワークは，DHTシステ

ムのオーバーヘッド（アルゴリズム

やシステムを運用するのに必要なネ

ットワーク負荷）やパケット到達率

といった性能の面では最悪のケース

と考えられ，本提案のシステムがこ

のケースで機能するのかについて，

また集中管理型システムと比較して

同程度の性能を示すのかについて注

目した．なお，アドホックネットワ

ークよりも通信オーバーヘッドが少

なくパケット到達率が高い有線ネッ

トワークを混在させた設定にすると

性能の向上が期待できるが，これは

今後の研究の焦点である．

シミュレーションは，ns－2ネッ

トワークシミュレータ＊8を使用して

行われた．100個の静止したセンサ

ノードから構成される格子型のトポ

ロジを用い，各ノードが隣接する4

つのセンサノードと通信できるよう

に設定した．さらに，歩行速度でラ

ンダムに移動する移動オブジェクト

を100個配置した．移動オブジェク

ト自身は通信しないが，センサノー

ドは移動オブジェクトが近接すると

そのオブジェクトの存在を検知する

ことができる．

これらの環境で，本手法のローカ

ル位置追跡システムにおける階層型

DHTシステムを実行する．すべて

のセンサノードはスーパーピアもし

くはリーフノードの役割を担う．ス

ーパーピアとリーフノードが1：9

の比率になるように調整し（トポロ

ジ内でスーパーピアを10，リーフノ

ードを90），シミュレーション領域

の中ほどにスーパーピアを配置し，

リーフノードを近接するスーパーピ

アに接続する．オブジェクトを検知

すると，その検知時刻がオブジェク

トIDとともにDHTシステムに書き

込まれる．具体的には，オブジェク

トIDのハッシュ値と一致するIDを

持つノードに書き込まれる．あるオ

ブジェクトに関するクエリは，これ

に対応する（ハッシュ値に一致す

る）ノードに送信され，そのノード

がオブジェクトの現在位置を答え

る．

一方，集中管理型システムでは，

位置情報は位置データを生成したノ

ードに保存されるため，更新のため

のトラフィックは必要ない．

1台のサーバがオブジェクトの現

＊8 ns－2ネットワークシミュレータ：コン
ピュータ内でネットワークの機能を模擬
実験できるソフトウェア．
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在位置についてフラッディングを使

用してすべてのノードにクエリを送

る，という集中管理型システムの単

純クエリアルゴリズムと，この

DHTシステムのアルゴリズムとを

比較する．

ノード当りの通信オーバーヘッド

とパケット到達率に関するシミュレ

ーションの結果をそれぞれ図4およ

び図5に示す．DHTシステムを管理

するためのオーバーヘッドは，送受

信される更新データやクエリの量に

比例する．オーバーヘッドを測定す

るために，ノードごとのMAC

（Media Access Control）層＊9の送信

に関する全体のトラフィックを測定

し，またクエリ率および更新率を変

化させた場合のパケット配信率を測

定した．全体的なクエリ率は，クエ

リ発信者がオブジェクトの位置を取

得しようとする頻度によって変化す

るのに対して，更新率はすべてのオ

ブジェクトの移動度によって直接変

化する．オブジェクトが一定の距離

を移動するたびに更新が発生するた

め，更新はクエリよりも頻繁に発生

すると思われる．単純クエリアルゴ

リズムでは更新トラフィックがまっ

たくないため，DHTアルゴリズム

に対してのみ更新率を変化させて計

測する．

図4に示すとおり，シミュレーシ

ョンでのネットワークにおけるトラ

フィックの主な原因は更新のトラフ

ィックであり，クエリのトラフィッ

クではない．更新数が1秒当り10～

250である一方，ネットワーク全体

のクエリ数が1秒当り0.1～10に過

ぎないことから，これは明らかであ

る．クエリ率が（X軸に沿って）増

加するのにつれ，トラフィックはほ

んのわずかながら増加するが，更新

率が変化するとDHTアルゴリズム

のオーバーヘッドは大幅に変化す

る．

図5の単純クエリアルゴリズムの

場合のパケット配信率をみると，1

秒当りのクエリ率が3の辺りで大き

く減少していることが分かる．ネッ

トワーク全体の負荷がDHTアルゴ

リズムの場合よりも低いにもかかわ

らず，トラフィックが中央サーバ付

近に集中し，この領域の過負荷を引

き起こして損失率が高くなる．しか

し，この場合でもDHTは更新率が1

秒当り100回以下のケースにおいて

は，80％以上のパケット配信率を維

持している．

＊9 MAC層：通信回線を複数ノード間で共用
する場合に，お互いの通信が衝突しない
ように制御を行う機能を有する．OSI
（Open System Interconnection）7層モデ
ルでは，データリンク層の下部副層に相
当する．
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全体として，単純クエリアルゴリ

ズムは，クエリ率が非常に低い場合

において優れており，反対にDHT

アルゴリズムのオーバーヘッドは高

い．ただし，このDHTアルゴリズ

ムはアドホックネットワーク設定に

最適化されていないため，アルゴリ

ズムを改善（例えば，どのセンサが

スーパーピアになり，どのセンサが

リーフノードになるべきかを決定）

すれば，同じ性能を維持しつつオー

バーヘッドを大幅に減らすことがで

きると思われる．さらに重要なこと

に，このDHTアルゴリズムでは，

一部のノードにデータが集中しない

ため，単純クエリアルゴリズムと比

較すると，はるかに高いクエリ率に

対して高いパケット配信率を維持す

ることが可能である．結論として，

このDHTアルゴリズムは，更新率

が100回／秒以下でクエリ率が高い

（例えば10回／秒）場合において優

れている．位置データが本質的に

ローカルで生成される場合には，こ

のアーキテクチャはより柔軟かつ適

応的となる．

5. あとがき
本稿では，階層構造のP2Pシステ

ムおよびリアルタイム位置追跡シス

テムを基とした，移動オブジェクト

追跡のための分散システムアーキテ

クチャについて述べた．この分散シ

ステムは，本質的にローカルな環境

自体が分散している場合に非常に適

しており，検討シナリオにおいては

従来の集中管理的なシステムを使用

するよりも有益であることをシミュ

レーションにより実証した．
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