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し、da<d であれば該当軌跡である。
１ はじめに
多次元データ管理構造を用いて移動オブジェクトの管 (b) 線分通過検索
理と検索を行う研究[1]があるが、移動軌跡の検索では従 定義：線分 AB(A(xa,ya,ta),B(xb,yb,tb))から距離 d と時間
来の固定オブジェクトの検索法（範囲検索や最近接検索） 差 td を隔てた四角柱 Ab'Ab"Aa'Aa"－Bb'Bb"Ba'Ba"の管
に加えて、移動オブジェクトに適した検索法が必要である。内を通過する軌跡の検索。(b:before, a:after)
ここでは良く似た軌跡を持つ移動オブジェクトの検索に 方法：(1) 点 A と点 B で点通過検索を AND 条件で行い候
関して点通過検索、線分通過検索を提案する。時間を考慮 補軌跡を求める。各候補 Mi に次のチェックを行う。
する場合としない場合につき検索法の定義、検索方法を示 (2) 面 Ab'Ab"Aa'Aa"、面 Bb'Bb"Ba'Ba"との交点を Pa,Pb
とする。もし交点がなければ候補からはずす。
し、3 次元 k-d 木での検索実験結果を報告する。
(3) 点列 Pi1,Pi2,...,Pij の内、点 Pa と点 Pb の間に存
２ 移動オブジェクトの k-d 木による管理
時間によって位置の変化する移動体（例えば人や自動 在する点を Pk(k=1,..h)とする。Pk がなければ Mi は
車）を移動オブジェクトと呼ぶ。我々は多数の移動体の管 該当軌跡である。
理に 3 次元ｋ-ｄ木[2]（2 次元＋時間）を用いた。
(4) 2 次元で各点 Pk(xi,yi,tpi),から線分 AB へ垂線 Pk
動体 Mi (i=1,..n) の軌跡は各々連続する線分で表す。 Qk を下ろし、距離 dk を計算する。線分 AB 上の点
Mi の軌跡は、点列 Pi1,Pi2,...,Pij (j=1,..m)で表せば、Pij Qk の 時 刻 を tqi と す る 。 す べ て の dk<d か つ
は 2 次元座標(xij,yij)と時刻 tij とにより、３次元の点 tqi-td<tpi<tqi+td であれば、Mi は該当軌跡である。
x
Pij(xij,yij,tij)で表現できる。移動体数 n は数千以上、m も
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３ 点通過検索、線分通過検索
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応用目的により、時間に依らない軌跡の類似性（移動パ
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ターン）を問題にする場合と、時刻を含めた軌跡の類似性
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（移動体同志の接近）を問題にする場合がある。
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3.1 時間を考慮しない場合（図 1 上参照）
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(a) 点通過検索 (検索点 A と距離 d を指定する)
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定義：点 A(xa,ya)から距離 d 内を通過する軌跡の検索。
Ab' 0
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用途：ある地点（複数可）を通過した移動体の検索。
y
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方法：範囲検索(xa-d<x<xa+d, ya-d<y<ya+d, 0<t<∞) (1) 時間考慮しない場合(上)
を行い候補軌跡を求める。各候補軌跡に対し点 Ak か (2) 時間考慮する場合(右) y
Q1
らの距離 da を計算し、da<d であれば該当軌跡である。 図１ 線分通過検索
3.3 3 次元 k-d 木を用いた線分通過検索結果
(b) 線分通過検索 (検索線分 AB と距離 d を指定する)
定義：線分 AB(A(xa,ya),B(xb,yb))から距離 d 隔てた２本
の平行線分 A'B'、A"B"の間を通る軌跡の検索。
用途：ある道路上（通路上）を通過した移動体の検索。
方法：(1) 点 A と点 B で点通過検索を AND 条件で行い候
補軌跡を求める。各候補 Mi に次の詳細チェックを行う。
(2) 線分 A'A"と線分 B'B"との交点を Pa,Pb とする。もし
交点がなければ候補からはずす。
(3) 点列 Pi1,Pi2,...,Pij の内、点 Pa と点 Pb の間に存
在する点を Pk(k=1,..h)とする。Pk がなければ Mi は (1) 全データ
(2) 線分通過検索結果
該当軌跡である。
図 2 計算結果 (時間を考慮しない場合)
(4) 各点 Pk から線分 AB への距離 dk を計算する。す ４ むすび
べての dk<d であれば、Mi は該当軌跡である。
多次元データ管理構造を用いた移動オブジェクト管理
3.2 時間を考慮する場合（図１右参照）
において、移動体の検索に適した点通過検索、線分通過検
(a) 点通過検索
索を示した。これらはデータを 3 次元で管理していても、
定義：点 A(xa,ya,ta)から距離 d 内、時間差 td 内で通過す 時間を考慮しない検索も効率的に行える特長をもつ。
る軌跡（移動体）の検索。
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A からの範囲検索で切り取られた線分への距離 da を計算
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