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はじめに

携帯端末やセンサ端末が普及したことにより，広域
に配置された多数の端末から膨大な量のデータを計測
することが可能となった．これらの端末で計測される
データを集計することにより，広域の環境変化を観測
することや遠隔地の異常を検知することができる．従
来よりグリッドシステムを対象としたデータ集計シス
テムが開発されてきたが，多くのシステムは中央サー
バでデータ集計を行うためスケーラビリティや対故障
性に問題があった．そこで，構造化オーバーレイネット
ワークのルーティングの特性を利用してデータを集計
する手法が提案された [1]．この手法は高いスケーラビ
リティと耐故障性を有するが，１回のデータ集計に必
要となる通信データ量が O(N)（N はネットワーク内の
ノード数）となるため通信の効率性に問題がある．一
方，構造化オーバーレイネットワークの各ノードが部分
的なデータ集計を非同期に行うことにより，O(log N) の
通信データ量で集計を行うことができる効率的なデー
タ集計手法が提案されている [2, 3]．しかし，これらの
手法では集計対象となるデータの計測時刻を統一でき
ないため，正確な集計結果を得ることが難しい．
そこで，本稿では，構造化オーバーレイネットワー
クを用いて従来よりも正確な集計結果を得ることがで
きるデータ集計手法を提案する．提案手法では，従来
のデータ集計手法にタイムスロットの概念を導入する
ことにより，集計対象となるデータの計測時刻を統一
する．提案手法の特徴を以下に示す．
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図 1: データ集計を行う構造化オーバーレイネットワーク

2 構造化オーバーレイネットワークを用いた
効率的なデータ集計手順
構造化オーバーレイネットワークを用いて効率的に
データ集計を行う手順 [2, 3] は以下の通りである．

1. 各ノードは ID 空間上で自身とルーティング先ノー
ドの間に存在するデータを非同期に集計する．
2. 各ノードが集計した部分的な集計結果を集めるこ
とで全体の集計結果を得る．

以下、このデータ集計手順を Chord#[4] に導入した場
合のデータ集計手順について述べる．
図 1 に効率的にデータ集計を行う構造化オーバーレ
イネットワークの構造を示す．図 1 の括弧内の数字は
集計対象となるデータの値である．各ノードは ID 空間
上で自身とルーティング先のノードとの間に存在する
データを集計し，これをルーティングテーブルのレコー
1. 効率的な集計方式を用いており，1 回のデータ集
計に必要となる通信データ量は O(log N) となる． ドと関連付けて記録する．例えば，図 1 の場合，node
A は ID 空間上で自身とルーティング先のノードである
2. データの計測時刻を考慮した集計方式を導入して
node B，C，E との間に存在するデータを集計し，これ
おり，従来よりも正確な集計結果を得られる．
らを node A のルーティングテーブルのレコードに関連
3. データ集計に時間を要するためリアルタイムに集
付けて記録する．この部分的なデータ集計はルーティ
計結果を得ることはできない．
ングテーブルの更新時に実行される．全体の集計結果
本稿では構造化オーバーレイネットワークを用いたデー
が必要な場合，各ノードのルーティングテーブルに関
タ集計手順について述べ，提案手法であるタイムスロッ
連付けて記録された部分的な集計データを集めること
トの概念を導入した正確なデータ集計手法を提案する．
により全体のデータ集計結果を得る．この全体の集計
さらに，プロトタイプシステムを用いて実験を行い，そ
結果を得るために必要となる通信データ量は O(log N)
の結果を通じて提案手法の有効性を示す．
（N はネットワーク全体のノード数）となる．しかし，
従来手法では，データの計測時刻を考慮せずに部分的
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な集計データを非同期で更新するため，得られる集計
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図 2: 従来手法で集計した計測データの合計値

提案：タイムスロットを用いた正確なデー
タ集計手法

提案手法では，2 で述べた構造化オーバーレイネット
ワークでのデータ集計手法にタイムスロットの概念を
導入する．これにより，同一時刻に計測されたデータ
を集計できるため，従来よりも正確な集計結果を得る
ことができる．まず，構造化オーバーレイネットワー
ク上の各ノードは最新の計測データだけではなく，計
測データの過去の履歴も保持する．ここで，時刻 t に
ノード ni が保持する計測データの履歴を Vi (t) とすると

Vi (t) = {vi (t), vi (t − 1), · · · , vi (t − m)}
となる．ここで，vi (t) はノード ni が時刻 t に計測した
データの値である．また，m は計測データの履歴の長さ
であり，d をルーティングテーブルの更新間隔とすると
m ≥ d log N（N はネットワーク上のノード数）となる．
各ノードが持つ計測データの履歴を計測時刻を統一し
て集計することにより，ネットワーク全体の正確な集
計結果を得る．時刻 t におけるノード ni の計測データ
の履歴 Vi (t) とノード n j の計測データの履歴 V j (t) の集
計結果を Vi j (t) とすると

Vi j (t) =
vi j (k) =

{vi j (t), vi j (t − 1), · · · , vi j (t − m)}
aggregate(vi (k), v j (k))

となる．上記の方法でデータ集計を行うことにより時
刻 t − m の正確な集計結果を得ることが可能となる．ま
た，集計に必要となる通信データ量は O(log N)（N は
ネットワーク上のノード数）である．一方，提案手法
は集計結果を得るために m だけの時間が必要となるた
め，リアルタイムに集計データを得ることは難しい．
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提案手法を導入した構造化オーバーレイネットワー
クのプロトタイプシステムを実装し，このプロトタイ
プシステムを用いて実験を行った．この実験では単一の
コンピュータ（CPU: ADM Opteron 4176 × 2, Memory:
48 Gbyte, OS: FreeBSD 9.2, VM: Java6 JRE）上で 500
個のノードを動作させることで行った．500 個のノード
はそれぞれ個別のプロセスとして動作し，相互の通信
はループバックインタフェースを介して行った．集計対
象となる各ノードの計測値の初期値は 10（全体の合計
は 5000）に設定し，実験開始から 200 秒後に各ノード
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図 3: 提案手法で集計した計測データの合計値
の計測値を 12（全体の合計は 6000）に変更し，実験開
始から 400 秒後に各ノードの計測値を 10（全体の合計
は 5000）に変更した．また，構造化オーバーレイネッ
トワークの ID 空間の大きさは 2256 とし，ルーティング
テーブルの更新間隔は 30 秒，計測データの履歴の長さ
は 480 秒に設定した．上述の条件で任意に選んだ３個
のノードが集計した全体の計測値の合計値を測定した．
図 2 に従来手法 [3] で合計値を集計した結果を示す．
従来手法では計測時刻を考慮せずに集計を行うため，計
測値が変化した場合に正確に集計することは難しい．図
3 に提案手法で合計値を集計した結果を示す．提案手法
ではデータの計測時刻を統一して集計を行うため，従
来手法に比べて正確に集計することが可能となる．

5 おわりに
携帯端末やセンサ端末から得られる計測データを正
確に集計する仕組みが必要とされている．そこで，従
来の構造化オーバーレイネットワークを用いたデータ
集計手法に対してタイムスロットの概念を導入し，従
来よりも正確にデータ集計を行う仕組みを提案した．
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