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1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに    
近年，地上波放送や衛星放送などの無線通信技術の発展に
より，サーバがさまざまなデータアイテムを周期的に放送す
ることでクライアントにデータを配送するプッシュ型情報
システムに対する注目が高まっている[1,2]．プッシュ型情
報システムでは，サーバからの１回の放送によって複数のク
ライアントのデータ要求を満たすため，クライアント数が増
加してもサーバやネットワークの負荷が増加しない．したが
って，クライアント数が多い分散システムにおいて，データ
アクセスのスループットの向上が期待できる．プッシュ型情
報システムの応用例としては，ショッピングセンターにおけ
る広告配布や，駅周辺の公共交通機関情報配布など，携帯端
末（移動体）を所有しているユーザを対象とするものが多い． 
一方，移動体にルータの機能をもたせて，移動体のみの一
時的なネットワークを形成するアドホックネットワークに
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関する注目も高まっている[3,7]．アドホックネットワーク
では，無線通信範囲の制限から直接パケットを送受信できな
い移動体間において，その間に存在する移動体がパケットを
中継することで，マルチホップの通信を実現する．アドホッ
クネットワークは，特別なインフラを必要とせずに手軽に構
築できることから，軍事や商業などの分野において様々な応
用が期待されている． 
このように，移動体計算環境における基盤技術として，プ
ッシュ型情報システムとアドホックネットワークが注目さ
れており，これらに関する研究が盛んに行われている[4,5,6, 
8,9]．しかし，このような高い注目にも関わらず，両者を同
時に想定した研究はこれまでに行われていない．つまり，プ
ッシュ型情報システムのクライアントである移動体がアド
ホックネットワークを構築することは想定されていない．し
かし，アドホックネットワークでは，相互接続している他の
移動体が保持しているデータにもアクセスできるため，移動
体間での共有を考慮して放送アイテムをキャッシュするこ
とで，データアクセスの応答時間を短縮できる． 
そこで本論文では，プッシュ型情報システムにおいて，ク
ライアントである移動体が相互接続している他の移動体と
協調して放送アイテムをキャッシュする方式を提案する．な
お，本論文では，1ホップ以上の通信路によって相互に通信
可能な移動体を「相互接続している」と定義する．想定環境
の例としては，仲間同士で行動しているユーザが街中で放送
されている周辺情報を受信する場合や，発掘調査を行ってい
る研究チームがサブチームに分かれて行動し，気象情報や全
サブチームの調査データが放送サーバにより放送されてい
る場合などが考えられる． 
本論文の以下の部分では，2章で提案方式について説明し，
3章で提案方式の性能評価のために行ったシミュレーション
実験の結果を示す．4章で考察を行い，最後に5章で本論文の
まとめとする． 
 
2.2.2.2.    アドホックネットワークを構成する移動アドホックネットワークを構成する移動アドホックネットワークを構成する移動アドホックネットワークを構成する移動
体による協調型キャッシング方式体による協調型キャッシング方式体による協調型キャッシング方式体による協調型キャッシング方式    
2.1 2.1 2.1 2.1 想定環境想定環境想定環境想定環境    
本論文では，図1ように，プッシュ型情報システムにおい
て，アドホックネットワークを構築する移動体間で協調して
放送アイテムをキャッシュする環境を想定する．各アイテム
に対するアクセス要求は，アクセス対象のアイテムを自身が
キャッシュしていれば即座に成功する．自身がキャッシュし
ていない場合，そのアイテムの次の放送を待つよりも他の移
動体のキャッシュアイテムにアクセスする方が応答時間が
短いときには，ネットワーク内にアクセス要求をブロードキ
ャストする．相互接続された移動体のいずれかがそのアイテ
ムをキャッシュしていたとき，その移動体から要求アイテム
を受信し終わった時点で，アクセスは成功する．それ以外は，
そのアイテムが次に放送されるまで待つものとする． 
想定環境の詳細を以下に示す． 
• サーバは，n種類のデータアイテム(D={D1,D2,···,Dn}) を，
各々の周期をTi (i=1,···,n) として放送する．各データア
イテムのサイズは，等しく|D|とする． 

• m個の移動体(M={M1,M2,···,Mm})がクライアントとして
存在し，各々が自由に移動する． 

• 各移動体は，放送アイテムをキャッシュするために，ア
イテムC個分のデータ記憶領域をもつ． 

• データの更新は発生しない． 
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2.22.22.22.2    キャッシング方式キャッシング方式キャッシング方式キャッシング方式    
想定環境では，移動体が自由に移動するため，アイテム放
送時にあらかじめ最適な置換えを知ることは不可能である．
そこで本論文では，ヒューリスティックなアプローチとして，
各データアイテムの放送時に，その時点でのネットワークト
ポロジを考慮してキャッシュの置換えを行う．このようなア
プローチに基づいたキャッシング方式として，次の3つの方
式を提案する．これらの方式では，各アイテム放送時に，あ
る移動体の集合に対して，その時点のアクセスの平均応答時
間が最も短くなるようにキャッシュの置換えを決定する．3
方式は，置換えを決定する移動体の集合がそれぞれ異なる． 
1. LOP(Local OPtimal)方式：自身のみ． 

2. GOP(Global OPtimal)方式：相互接続している全移動体． 
3. SOP(Stable group OPtimal)方式：相互接続している移動体

のうち安定度の高い集合． 
2.2.12.2.12.2.12.2.1 LOP LOP LOP LOP方式方式方式方式    
サーバからの放送帯域をB，アイテムDjの次の放送開始ま

での時間をLj，移動体間の無線通信帯域をbとする．このとき，
Djに対するアクセス要求を，Djの次回の放送まで待つことで
満たす場合の応答時間r1(Dj)は，次式で表わされる． 
 
 
 
まず，各移動体MiのアイテムDjに対するPR値と呼ぶ評価値
をPi,j·r1(Dj)と定義する．ここで，Pi,jは移動体MiのアイテムDj 
に対する単位時間あたりのアクセス確率（アクセス頻度）で
ある．PR値は，その瞬間における，キャッシュ内にDjを持た
ないことによる平均応答時間の増加分を表している． 
LOP方式では，各移動体において，各アイテムDxの放送時
に，Dxと自身がキャッシュしているアイテムについて，PR値
を計算する．放送されるアイテムDxのPR値が，キャッシュし
ているアイテムのPR値の最小値よりも大きい場合は，PR値が
最小値となるアイテムをキャッシュ内から削除し，Dxをキャ
ッシュする． 
LOP方式では，他の移動体との情報交換の必要がないため，

オーバヘッドが小さい．さらに，アイテムに対するアクセス
頻度や放送プログラムが変化しない限り，周期的に同じアイ
テムの置換えが発生するため，実際はアイテムの放送時にPR
値を計算して比較する必要はない．そのため，キャッシュの
置換えの計算量もO(1)と小さい． 
一方，同様のアクセス特性をもつ複数の移動体では同じア
イテムをキャッシュしてしまうため，同様のアクセス特性を
もつ移動体が多い場合に応答時間が長くなる． 
 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 GOP GOP GOP GOP方式方式方式方式 
LOP方式の問題点を解決するために，GOP方式では，相互接
続された移動体間でのキャッシュアイテムの共有を考慮し
たキャッシュの置換えを行う． 
移動体MiのDjに対するアクセス要求を，自身と相互接続し
ている移動体（自身を含む）がキャッシュしているデータア
イテムにアクセスすることで満たす場合の応答時間r2(Mi,Dj)
は，次式で表わされる．ここでは，簡単のため，移動体間の
通信の伝播遅延および処理遅延は無視できるほど小さいも
のと仮定する． 
 
 
 
 
 
したがって，移動体MiのデータアイテムDjに対するアクセ

ス要求の応答時間r(Mi,Dj)は次式で与えられる．但し，式中の
Minは，引数のうち最も値の小さいものを返す関数である． 
 
 
 
LOP方式では，式(3)を用いて，次のようにキャッシュの置

換えを行う． 
1. データアイテムDxの放送直前に，各移動体は自身の識
別子およびキャッシュしているアイテムの識別子をブ
ロードキャストする．すべての移動体のブロードキャス
トが終了すると，各移動体は受け取った識別子の情報か
ら，自身と相互接続している移動体を知ることができる． 

2. 識別子Miの添字iが最も小さい移動体Mc0が，相互接続し
ているすべての移動体(M'={Mc0,···,Mcm'}, m'≤m)におけ
る可能なキャッシュ置換えの全組合せの中から，次式の
値が最も小さくなる組合せを発見する． 

 
 
 
 
 

この式は，相互接続している移動体の集合におけるデー
タアクセスの平均応答時間を表している． 

3. 発見した最適な組合せに基づいて，Mc0が，相互接続し
ている移動体に対して，キャッシュの置換えを指示する．  

4. 各移動体は，Dxの放送時に，Mc0からの指示に基づいて，
キャッシュの置換えを行う． 

この方式では，アイテムの放送ごとに相互接続している隣
接移動体間での情報交換が行われるため，LOP方式に比べて
オーバヘッドが大きい．さらに，手順2の計算量は最悪で
O(|M'||D|(C+1)|M'|)となるため，キャッシュサイズや相互接続
している移動体数が大きい場合には，実時間内に計算が終了
しない．そこで，GOP方式では，(C+1)|M'|の値が閾値tを超える
場合には，手順2を計算量の小さいものに変更する．具体的
には，放送アイテムDxのアクセス頻度が高い移動体から順に，
Dxをキャッシュする方がシステム全体の応答時間が短縮す
る場合はDxをキャッシュするように決定する．変更後の手順
2の計算量は，最悪でO(|M'|C)となる．実環境では，tは計算
機の性能などによって決定する． 
2.2.32.2.32.2.32.2.3 SOP SOP SOP SOP方式方式方式方式 
GOP方式では，相互接続しているすべての移動体を考慮し
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てキャッシュの置換えを行うが，ネットワークの分断が起き
やすい状況では，それが逆に悪い影響を与えることもある．
例えば，移動体が図2のようなアドホックネットワークを構
成している場合，GOP方式でキャッシュを配置した後，中央
の移動体が断線してしまうと，ネットワークが分断してしま
い，反対側の移動体がもつキャッシュアイテムにアクセスで
きなくなる． 
そこで，SOP方式では，相互接続している移動体のうちで，
安定度の高いグループのみで協調したキャッシングを行う．
具体的には，GOP方式の手順1と手順2の間で，識別子Miの添
字iが最も小さい移動体Mi0'から，ネットワークの2連結成分を
発見するアルゴリズムを実行し，その結果発見された2連結
成分をグループとする．ただし，2つ以上の2連結成分に含ま
れる移動体は，最初に発見された2連結成分のグループに含
まれるものとする．その後，各グループにおいて，添字の最
も小さい移動体から，GOP方式の手順2以下が実行される． 
2連結成分をグループ化することで，1つの移動体がネット
ワークから離脱したり1つの無線リンクが切断してもグルー
プが分断されないため，より効果的なキャッシュの置換えを
行える．GOP方式およびSOP方式における，協調してキャッシ
ングを行う移動体のグループの違いを図3に示す． 
 

3.3.3.3.    シミュレーション評価シミュレーション評価シミュレーション評価シミュレーション評価    
3.13.13.13.1    シミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデル    
サーバは，1000種類のデータアイテム(D1,···,D1000) を，等
しい周期で，アイテム識別子の添字の昇順に放送している． 
500×500mの平面上に，40の移動体(M1,···,M40) がクライアン
トとして存在する．各移動体は，ランダムウェイポイントモ
デル[4]に基づいて移動する．このモデルでは各移動体は，
ランダムに決定した二次元平面内のある地点に向けて，0～V
の範囲でランダムに決定した速度で直線的に移動する．目的
の地点に到達した後は，時間Sだけ休止する．休止時間の終
了後は，再び上記のような移動を開始する．各移動体の無線
通信範囲は，半径Rの円とする．各移動体MiのDjへのアクセ
ス頻度はPi,j=0.5とする．したがって，すべての移動体が同一
のアクセス特性をもち，各データへのアクセス頻度も等しい． 

表1に，シミュレーションで用いるパラメータ値を示す．
これらのパラメータは，実環境を想定した適当な値を用いて
いる．t=106は，協調してキャッシングを行う移動体数が2以
下の場合に，式(4)を用いて総当たり的に最適な組合せを発
見することを表している． 
シミュレーション実験では，1単位時間を1秒とみなし，

1,000秒を経過させたときの，提案方式の平均応答時間を比
較する．各移動体には，初期状態として，アイテムD1001-C, 
···,D1000がキャッシュされているものとする． 
3.23.23.23.2    シミュレーション結果シミュレーション結果シミュレーション結果シミュレーション結果 
キャッシュサイズの3方式への影響を調べた結果を，図4に
示す．図では，横軸がキャッシュサイズC，縦軸がデータア
クセスの平均応答時間（秒）を表している． 
この結果から，すべての方式において，キャッシュサイズ
が大きくなると多種類のアイテムをキャッシュできるため，
応答時間が短くなっている．3方式を比べると，キャッシュ
サイズが放送アイテムの総サイズの半分以下程度のときに
は，SOP方式が最も短い応答時間を示している．しかし，キ
ャッシュサイズがそれ以上のときには，GOP方式の方が応答
時間が短くなる．また，キャッシュサイズが非常に大きいと
きには，LOP方式が最も良い結果を示している．キャッシュ
サイズが小さいときには，有効性の高い多種類のアイテムを
キャッシュできる協調型の2方式の効果が現れるが，キャッ
シュサイズが大きい場合には，有効性の低いアイテムもキャ
ッシュに残してしまう．有効性の低いアイテムをキャッシュ
させられた移動体がグループから分断すると，その移動体の
アクセス要求の平均応答時間は非常に大きくなるため，全体
としてLOP方式より結果が悪くなる．特に，協調してキャッ
シングを行う移動体のグループが小さいSOP方式では，GOP方
式よりグループ数が多くなり，非効率的な置換えを強いられ

図図図図 3  GOP3  GOP3  GOP3  GOP 方式と方式と方式と方式と SOPSOPSOPSOP 方式におけるグループ方式におけるグループ方式におけるグループ方式におけるグループ    
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パラメータ 値 
B 100 [Mbps] 
b 1 [Mbps] 

|D| 8 [Mbytes] 
V 10 [m/秒] 
S 1 [秒] 
R 50 [m] 
C 0~1000 [アイテム] 
t 106  
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る移動体数も多いため，キャッシュサイズが非常に大きいと
きに最も性能が悪くなる． 

 
4. 4. 4. 4. 考察考察考察考察 
4.14.14.14.1    計算時間と通信時間計算時間と通信時間計算時間と通信時間計算時間と通信時間 
提案した3方式のうちで，LOP方式はO(1)の計算時間でキ
ャッシュの置換えを決定でき，他の移動体と情報交換を行う
必要がない．そのため，1つのアイテムの放送に要する時間
に関係なく，あらゆるアプリケーションに適用可能である．
しかし，GOP方式とSOP方式は，キャッシュの置換えを決定
するのに要する計算時間がLOP方式よりも大きいため，1ア
イテムの放送時間が短く，移動体数やキャッシュサイズが大
きいときには，アイテムの放送毎にキャッシュの置換えを決
定できない可能性がある．さらに，相互接続している移動体
間で情報交換が必要なため，これらの通信時間が1アイテム
の放送時間より長くなる場合も，キャッシュの置換えを決定
できない．特にSOP方式は，2連結成分の発見のために通信
回数が多くなるため，その可能性が高くなる． 
このような問題の解決法として，ネットワークトポロジの
チェックをアイテムの放送ごとではなく，より長い間隔で定
期的に行うことが考えられる．この場合，キャッシュの置換
え決定時には，他の移動体と情報交換が必要ないため，ヒュ
ーリスティックに計算を行えば，ほぼアイテムの放送毎に置
換えを決定できる．定期的にしかトポロジをチェックしない
ため，ネットワークのトポロジが頻繁に変化する場合は性能
が劣化することが考えられるが，移動体の移動頻度や要求さ
れるシステム性能に応じて，トポロジチェックの周期を決定
することで，この問題をある程度は緩和できる． 
4.24.24.24.2    放送プログラムとアクセス特性の変化放送プログラムとアクセス特性の変化放送プログラムとアクセス特性の変化放送プログラムとアクセス特性の変化 
本論文では，サーバからの放送プログラムと各クライアン
トのアクセス特性が時間的に変化しないことを想定したが，
実環境ではこれらが変化することが一般的である．そのため，
提案方式を実環境で用いる場合には，これらの変化を検出し
て，キャッシュ置換えの計算に反映する仕組みが必要になる． 
放送プログラムの変更を各クライアントに知らせる方法
としては，放送プログラムの各サイクルの先頭に，プログラ
ムの変更情報を記載することが一般的である．一方，アクセ
ス特性の変化の検出法としては，各クライアントがアクセス
に関するログ情報を記録しておき，それを定期的に解析する
ことで，最近のアクセス特性を調べる方法が一般的である．
このような方法を提案方式に適用することで，提案方式を実
環境に適用することが可能になる． 

 
5. 5. 5. 5. まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題    
本論文では，プッシュ型情報システムにおいてアドホック
ネットワークを構成するクライアントが協調して放送アイ
テムをキャッシュする方式として，LOP方式，GOP方式，SOP
方式の3方式を提案した． 
シミュレーション評価により，キャッシュサイズの各方式
への影響を調べた．また，さまざまな環境を想定したシミュ
レーション評価を行った結果，ほとんどの場合でSOP方式が
最も応答時間を短縮できることを確認した．これらの結果に
ついては，紙面の都合上，本論文では紹介しない．一方，LOP
方式は応答時間が最も長くなるが，他の移動体と情報交換を
行う必要がないため，オーバヘッドが最も小さい．実環境で
は，システムの特性を考慮して，3方式の中から適切な方式
を選択する必要がある． 

今後は，提案方式を実システム上に実装し，キャッシュの
置換えのための情報交換や，置換え決定のための計算のオー
バヘッドについて調べる必要がある．さらに，データ更新が
起こる環境を想定して，効率的なキャッシュの置換え戦略や
キャッシュの無効化戦略を検討する予定である． 
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