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あらまし GPS 等の位置情報取得技術と移動体通信技術の進歩に伴い，車や電車，人といった時々刻々位置の
変化する物体（以下，移動オブジェクトと呼ぶ）の位置情報の継続的な入手が容易となってきた．これに伴い移
動オブジェクトの運行効率の向上，セキュリティ管理，位置に基づく情報提供などの応用が検討され，移動オブ
ジェクトに適したデータ管理構造の研究が行われている．研究は目的により大きく，(1) 最新位置管理，(2) 未来
位置予測，(3) 軌跡管理，の三つに分けられる．本論文では (1) の最新位置管理を扱う．最新位置管理では，一
般に 1 万以上の移動オブジェクトの最新位置を，秒や分単位で更新する必要があり，この頻繁な更新による処理
コストがデータ管理構造の大きな問題となる．筆者らはこの解決のためには，(1) 領域分割形の多次元データ管
理構造が適している，(2) データの削除と挿入が同時に起こるためデータ削除の負荷が小さい構造が必要である，
と考えた．本論文ではこれらを備えたバランス M 分木 kdm-tree (k-d tree for moving objects) を提案する．本
文では kdm-tree のアルゴリズムと特徴を述べ，他の木構造との性能比較実験を行い，kdm-tree が更新性能に優
れ，メモリコストや検索性能も同等以上であることを示す．
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本論文では第 1 の最新位置情報管理を扱う．最新位

1. ま え が き

置管理では多数の移動オブジェクトの秒や分単位の位

GPS 等の位置情報取得技術と無線通信技術の進歩

置変化に伴って生じる膨大なデータ更新処理が問題と

により，車や電車，人といった時間によって位置の変

なる．大量の多次元データを高速検索する代表的デー

化する移動オブジェクトの位置情報を継続的に取得す

タ管理構造として R-tree [11] が広く用いられてきた

ることが容易となり，位置情報を用いた運行管理やセ

が，R-tree は本来大規模 CAD や地理情報処理などの

キュリティ管理，情報配信などのサービス (Location

静的データの管理を目的としており，移動オブジェク

Based Service: LBS) が検討されている．これらの応

トの頻繁なデータ更新には適していない．このため更

用ではある地域に分布し，時々刻々位置を変える膨大

新処理を高速化（処理コストを削減）するための様々

な数の移動オブジェクトから対象オブジェクトを位置

な手法が提案されている．

により高速検索する必要があり，移動オブジェクトに

D. Kwon ら [1] は葉ノードへの直接リンクを用いる

適したデータ管理構造の研究が行われている．移動オ

ことで更新時の木構造をたどる処理を削減した．M.

ブジェクト管理の研究は大きく 3 種類に分けることが

L. Lee らによる R-tree Bottom-Up Approach（以下，

できる．第 1 は最新位置情報を管理するもの [1]〜[5]，

RBU-tree と略す）[2] は更新時に木構造を葉ノードか

第 2 は未来位置予測を行うもの [4]〜[7]，第 3 は軌跡

ら根ノードに向かってたどる手法を一般化した．X.

を蓄積管理するもの [8]〜[10] である．

Xiong ら [3] は削除をすぐに行わないことで木構造へ
のアクセスを低減した．R-tree 以外でも C. S. Jensen
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を用いることで木の高速構築を行った．しかし R-tree

のような領域分割形と R-tree のようなデータ包括形

を用いた手法 [1]〜[3] はデータを MBR (Minimum

に大別できる．領域分割形は階層的に全データ空間を

Bounding Rectangle) で包括管理するため，位置変化

分割し，それぞれの領域にデータを割当管理を行う．

に伴う木構造変化が避けられない問題がある．また多

データ包括形はデータを囲む最小長方形 MBR で領域

次元を一次元に圧縮する手法 [4] や単純な等分割を行

を管理し，MBR によって階層的な管理を行う．

う手法 [5] には不均一なデータ分布に対して非効率な

領域分割形はデータ包括形に比べて分割が単純なた

木構造が作成され，最悪メモリコストを保証できない

め構築が高速で，空間的な余裕があるためオブジェク

問題がある．

トの移動を木構造の変化なしに処理できる利点がある．

本論文ではデータの頻繁な更新に適した領域分割形

また上位ノードの領域も重複はないか，あってもわず

バランス木構造 kdm-tree (k-d tree for moving ob-

かである．領域の重複は挿入・検索・削除において不

jects) を提案する．kdm-tree は k-d tree [12] を拡張し

要な処理コストを増加させるのでない方がよい．

た構造で，木の高さがバランスし，任意の数の子ノー

これに対しデータ包括形は MBR が移動オブジェク

ドをもつ M 分木である．新たなノード分割の手法を

トの位置で決まるため移動に伴い変化しやすく，上位

取り入れることにより，領域統合が容易となり，少な

ノードへの伝搬も生じやすい．また上位内部ノードの

い処理量で最悪メモリコストを保証することができる．

領域の重複も多い．R-tree をベースにする手法はこの

領域分割形であるため R-tree で問題となる構造変化

負荷を減らすことが主目的となっている．以上より移

は少なく，領域に重複もない．

動オブジェクトの最新位置の更新管理には領域分割形

2. 更新管理に適した多次元木構造

が適しているといえよう．

(b) バランス M 分木と最悪メモリコストの保証

最新位置管理において移動オブジェクトは点データ

データ分布が不均一かつ変化する移動オブジェクト

で表され，その分布は一様ではなく時間とともに変化

管理において検索性能を保つために木構造はバランス

する．そのため頻繁な更新を高速に処理可能で，かつ

することが必要である．また，最大子ノード数が 2〜4

変化に対して安定した性能をもつデータ管理構造が必

のような少数であった場合，内部ノード分割や統合の

要である．従来より，大量の多次元データを高速検索

頻度が増加して処理コストが増大する問題があるため

する索引構造として k-d tree や R-tree に代表される

最大子ノード数は大きい方がよい．頻繁な更新が起こ

多次元木構造が広く用いられており，移動オブジェク

る場合，葉ノード内のデータ数変化に応じて木構造を

ト管理においても多次元木構造が利用される．移動オ

拡大・縮小させる必要があり，木構造が劣化してメモ

ブジェクトの更新管理の際，多次元木構造に求められ

リコストが増加することから最悪メモリコストの保証

る要件として以下に示す三つが考えられる．もちろん

が重要となる．例えば領域を等分割する quad tree や

検索性能，木の構築時間など基本性能を備えた上での

Buddy*-tree は最悪メモリコストの保証ができない．

ことである．

(a) 管理領域が重複しない領域分割形であること
(b) バランス M 分木で最悪メモリコストが保証さ
れること

(c) データ削除処理の負荷が小さい構造
移動オブジェクトの更新管理では大量の削除要求が
生じるため，それに応じて木構造を高速に変化させる
必要がある．多次元木構造は元々静的データを対象と

(c) データ削除処理の負荷が小さい構造であること

していたため，削除アルゴリズムが十分考慮されてい

ここでメモリコストとは木構造作成に必要な記憶領

ない．最悪メモリコストを保証しない構造は削除要求

域を指し，最悪メモリコストの保証とは管理データ数

に対して十分なノード削減が行われず，最悪メモリコ

によって使用する記憶領域の最大値が定まることであ

ストを保証する構造は削除処理コストが大きい．移動

る．(a)〜(c) の特徴を備えることで挿入・削除時の木

オブジェクト管理においては最悪メモリコストを保証

構造の変化を抑えて更新を高速化するとともに，更新

し，かつ削除処理コストの小さい手法が求められる．

によって木構造が劣化するのを防ぐことができる．各

MBR を用いる手法は場合によっては再帰的に上位内

要件について述べる．

部ノード MBR を調整して MBR を最小に保つ必要が

(a) 管理領域が重複しない領域分割形

あり処理コストが大きい．領域分割形で最悪メモリコ

木構造のデータ管理方式は k-d tree や quad tree [13]

ストを保証する MD-tree [14] は 2-3 木であるためデー
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Table 1

データ管理方式
領域の重複の有無
木のバランス
最大子ノード数
最悪メモリコストの保証

表 1 木構造性質の比較
Comparison of tree structure.

k-d tree

quad tree

K-D-B tree

MD-tree

R-tree

RBU-tree

Buddy*-tree

kdm-tree

領域分割
無
×
2
○

領域等分割
無
×
4
×

領域分割
無
○
M
×

領域分割
少し有
○
3
○

データ包括
有
○
M
○

データ包括
有
○
M
○

領域等分割
無
○
M
×

領域分割
無
○
M
○

タ削除時に内部ノード統合が頻繁に起こり，処理コス
トが大きい．
表 1 は各木構造の性質を比較したものである．k-

d tree や quad tree は領域分割形であるが木構造が
バランスしない．領域分割形でバランスする K-D-B

tree [15] や Buddy*-tree は最悪メモリコストの保証が
できない問題がある．また領域分割形でメモリ効率向
上をねらった MD-tree は 2-3 木であるため挿入・削除
時の処理コストが大きい．R-tree や R-tree を基盤と
した RBU-tree はデータ包括形であるため更新時の木

L = (parent, nl , data[P ], R)
ここで parent は親ノードへのポインタ，nl は L 中の
データ数，data[P ] は P 個のデータを格納できるス
ロットあるいはデータへのポインタ，P はバケット容
量と呼ばれる任意数，R は L に割り当てられた管理長
方形である．葉ノードは初期を除いて minP (≤ P/2)
以上のデータをもつ．
内部ノード N の構成要素は以下の四つである．

N = (parent, nn , child[M ], R)

構造変化が大きく，頻繁な更新管理において改善の余

ここで parent は親ノードへのポインタ，nn は N の

地がある．

子ノード数，child[M ] は子ノードを指すポインタ M

本論文で提案する kdm-tree は上記の要件をすべて

個を格納するスロット，M は最大子ノード数，R は

満たし，最新位置の更新を高速に行うことができ，メ

N の子ノードに割り当てられた管理長方形を包括す

モリコストや検索性能も他の手法と同等以上である．

る管理長方形である．内部ノードは根ノードを除いて

3. 提案手法 kdm-tree

minM (≤ M/2) 以上の子ノードをもつ．

kdm-tree (k-d tree for moving objects) は k-d tree

ドから根ノードへたどるときに必要となる．minP と

葉ノード，内部ノードの parent は更新時に葉ノー

を最悪メモリコストを保証するバランス M 分木に拡

minM の値は小さいほど更新が高速になるが，葉ノー

張し，削除処理の負荷が少ない分割方式を用いている

ドや内部ノードが増加するため，速度とメモリコスト

点に特徴がある．また移動オブジェクトの更新管理を

のトレードオフの関係にある．

高速にする葉ノードへの直接リンクも採用している．

ここで直接リンクは移動オブジェクトの ID をキー

3. 1 kdm-tree の構成

とし，そのオブジェクトが存在する葉ノードへのポイ

図 1 に kdm-tree の領域分割とそれに対応するデー

ンタを保持するハッシュテーブルである．

タ構造（最大子ノード数 M =3 の場合）を示す．kdm-

tree では図 1 (a) に示すようにデータ分布に応じて

3. 2 Critical Line による管理長方形分割
M 分木では内部ノードの分割時，その子ノードの分

管理長方形の分割を行い，管理長方形に重複はない．

配方法が重要となる．例えば K-D-B tree は強制的な

図 1 (b) に示すように木構造の高さはバランスし，最

分割線により分配し，R-tree は面積和が小さくなるよ

大 M 個の子ノードを管理する M 分木となる．図 1 (b)

う分配する．本研究では内部ノードの管理長方形を二

中の直接リンクによってデータを管理する葉ノードへ

分割する（Top と Bottom 若しくは Left と Right を

木構造を介さずにアクセスし，更新を高速化する．こ

結ぶ）線分を Critical Line (CL) と呼び，kdm-tree

の葉ノードへの直接リンクは D. Kwon ら [1] が提案

のノード分割に利用する．kdm-tree の子ノード管理

し，RBU-tree でも用いられている．

長方形は親ノード管理長方形の繰返し分割により作ら

kdm-tree は葉ノードと内部ノードから構成される．
両ノードを区別しないときは単にノードと呼ぶ．葉
ノード L の構成要素は以下の四つである．

れるため，すべての内部ノードにはその管理長方形を
二分割する線分 (CL) が必ず一つ以上存在する．
図 2 に kdm-tree の管理長方形の例を示す．R は親
3
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(a) Spatial index of kdm-tree
Fig. 1

(a) Example 1. of kdm-tree
rectangle
Fig. 2

(b) kdm-tree’s structure

図 1 kdm-tree の領域分割と索引構造
kdm-tree’s region splitting and index structure.

(b) Example 2. of kdm-tree
rectangle

図 2 kdm-tree の管理長方形例
Eaxmple of kdm-tree management rectangle.

図3

内部ノードスロット内の子ノード並び順序と長方形
位置の関係
Fig. 3 Relationship between nodeslot and rectangle.

ノードの管理長方形，R1〜R5 はその子ノードの管理

り合う管理長方形は，Top > Bottom, Left > Right

長方形である．図 2 (a) の R に対する CL は R1 と

の優先順位を常にもつ．それによりスロット内で隣り

R4 の Right 辺で作られ，子ノードを二つのグループ

合う管理長方形は，一方の Bottom 辺と他方の Top

{R1, R4} と {R2, R3, R5} に分ける．

辺若しくは一方の Left 辺と他方の Right 辺が一つの

図 2 (b) は図 2 (a) において R2 が削除されたとき

線分を共有する．図 3 に内部ノードスロット内の子

の領域分割であり，CL が 2 本存在する．内部ノード

ノード順序と，その管理長方形 R1〜R8 の関係を示

が複数の CL をもつ場合，子ノード数をよりバランス

す．内部ノードスロットを 0 から順にたどり，スロッ

よく分ける CL を選び，後述するノード分割アルゴリ

ト [i] と [i + 1] の共有する線分を調べることで CL を

ズムに用いる．図 2 (b) の R に対する CL は，R3 の

得る．図 3 の例ではスロット [3] と [4]，つまり R6 と

Left 辺と Right 辺にあたる線分となる．図 2 (b) の例

R2 が共有する線分が CL となり，スロット [0]〜[3] と

で R を分割する場合，R3 の Left 辺を CL に用いると

スロット [4]〜[7] で二つのグループに簡単に分けるこ

{R1, R4} と {R3, R5} に分けられ，R3 の Right 辺を

とができる．

CL に用いると {R1, R4, R3} と {R5} にグループ分

3. 3 データの挿入と領域分割

けされるため，分配バランスの良い R3 の Left 辺を分

データ挿入時に用いられるアルゴリズムは以下の五

割時に用いる．
内部ノードにおける CL の取得を容易にするために，

つから構成される．木をたどり挿入対象葉ノードを決
定する Insert，葉ノードを分割する Split Leaf，内部

kdm-tree は内部ノードスロット内の子ノードに順序

ノードを分割する Split Node，Split Node において

をもたせる．kdm-tree の内部ノードスロット内で隣

CL を取得する Get Critical Line，内部ノードの不均

4
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する．R4 と対応データを新たな葉ノードに割り当て，
親ノードのスロット内において R1 の隣に挿入する．
［Split Node アルゴリズム］ 内部ノード Ni に M + 1
個目の子ノードが挿入されたとき，Ni の分割を行う．

Ni の親ノードを Np ，Np .child[i] = Ni とする．
SN1 M +1 個の子ノード管理長方形を ref rec[M +1]
とし Get Critical Line を呼ぶ．新たな子ノー
ドの ref rec におけるスロット位置は子ノード
順序に従う．
(a) Leaf Split occurred

(b) After Leaf Split

図 4 Split Leaf の例
Fig. 4 Example of Split Leaf.

等な分割を是正する Adjust Node である．それぞれ
のアルゴリズムを示す．
［Insert アルゴリズム］ 管理対象データ d を kdm-tree

SN2 CL によって Ni .R を二つの管理長方形に分割，
子ノード群を二つのグループに分ける．

SN3 もしどちらかのグループの子ノード数が minM
以下ならば，M + 1 個の子ノード群に対して

Adjust Node を適用，終了．
SN4 二つの管理長方形の空間的位置をもとに，Ni に
T op または Lef t に位置する管理長方形と対応

に挿入する．

する子ノードを割り当て，新たなノード Nnew

I1 根ノードから木をたどり，d を含める管理長方形

に Bottom 若しくは Right に位置する管理長方

をもつ葉ノード L を見つける．
もし L.nl < P ならば，L に d を挿入，終了．
もし L.nl = P ならば，L に対して Split Leaf を

SN5 もし Np .nn < M ならば Nnew を Np .child[i +

I2
I3

呼ぶ．
［Split Leaf アルゴリズム］ 葉ノード Li に P + 1 個
目のデータが挿入されたとき，Li の分割を行う．ここ
で Li の親ノードを Np ，Np .child[i] = Li とする．

形と対応する子ノードを割り当てる．

1]（Ni の 一 つ 後 ろ の ス ロット ）に 挿 入 ，
Np .child[i + 1] 以降は一つずつ後ろにシフト
する．終了．

SN6 もし Np .nn = M ならば Split Node を呼ぶ．
［Get Critical Line アルゴリズム］ M + 1 個の子ノー

SL1 Li .R の長軸方向（Li .R の縦・横辺の長辺方向）

ド管理長方形 ref rec[M + 1] から親ノード Np の管理

に保有データ P + 1 個をソートする．
SL2 Li .R をそれぞれ P/2 若しくは P/2 + 1 のデー

長方形 Np .R を二分割する線分 CL を取得する．
GC1 ref rec を走査，もし ref rec[i] と ref rec[i + 1]

タをもつように Li .R の長軸と垂直方向に分割

の共有する線分が R の 1 辺と長さが等しい場

線を引くことで二つの管理長方形に分割する．
二つの長方形の空間的位置をもとに，Li に T op

合，CLi として保持する．
GC2 CLi のうち，i が最も M/2 に近い CLi を CL

SL3

または Lef t に位置する管理長方形と対応する
データを割り当て，新たな葉ノード Lnew に

Bottom または Right に位置する管理長方形と
対応するデータを割り当てる．

SL4 もし Np .nn < M ならば Lnew を Np .child[i+1]
（Li の一つ後ろのスロット）に挿入，Np .child[i+

1] 以降は一つずつ後ろにシフトする．終了．
SL5 もし Np .nn = M ならば Split Node を呼ぶ．

として返す．
図 5 に M = 5 における Split Node とそのときの

Get Critical Line の例を示す．R1 が R1 と R6 に分
割されたとき，親ノードスロットに空きがなければ
親ノードに Split Node を適用する．まず R6 を含め
た M + 1 個の子ノードに対して Get Critical Line を
適用する．CL は内部ノードスロット内で隣り合う二
つの管理長方形が共有する線分で，かつ線分の長さ

図 4 は Split Leaf の例である．R1 を管理する葉
ノードに Split Leaf が適用されたとき，R1 を R1 と

が親ノードの管理長方形の 1 辺と等しい線分である．
図 5 (b) 中の一時的なスロット ref rec 内において条

R4 に分ける．葉ノード内データを長軸（ここでは縦

件を満たす線分は管理長方形 R4 と R2 が共有する線

軸）方向にソートし，R1 と R4 内のデータ数がそれぞ

分で，R1・R6・R4 の Right 辺からなる線分が CL と

れ P/2 若しくは P/2 + 1 となるように分割線を決定

なる．取得した CL を用いて長方形を二つのグルー
5
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(a) Node Split occurred

(b) Get Critical Line

(a) Before Adjust Node
(Ineﬃcient Critical Line)

(b) After Adjust Node

図 6 Adjust Node の例
Fig. 6 Example of Adjust Node.

3. 4 データの削除と領域統合
データ削除時に用いられるアルゴリズムは以下の
三つである．木をたどり削除対象データを削除する

Delete，葉ノードの統合を行う Leaf Integration，内
部ノードの統合を行う Node Integration．それぞれの
(c) After Node Split

図 5 Split Node の例 1 (M =5)
Fig. 5 Exmaple of Split Node. (M =5)

アルゴリズムを示す．
［Delete アルゴリズム］ 削除対象データ d を木構造
から削除する．

プ GA と GB に分け，図 5 (c) のようにノード分割を
行う．
［Adjust Node アルゴリズム］ M + 1 個の子ノード群
が CL により二つのグループ GA と GB に分けられ，
どちらか一方（ここでは GA ）の子ノード数が minM

D1 根ノードから木をたどり，d を含める管理長方形
をもつ葉ノード L を見つけ，L から d を削除．
D2 もし L.nl > minP ならば，終了．
D3 もし L.nl ≤ minP ならば，L に対して Leaf

Integration を呼ぶ．

以下の場合，子ノードの管理長方形を調整する．
AN1 GA 内子ノードをたどりデータを回収，GA 以

［Leaf Integration アルゴリズム］ 葉ノード Li の保

降の部分木を削除する．
AN2 GB 内子ノードの管理長方形で CL と接する辺

形を拡大することで Li の削除・統合を行う．Li の親

を GA の管理長方形を包括するよう拡大する．
AN3 N から回収したデータを再挿入する（この挿
入によって再び分割が生じる可能性がある）．
図 6 は Adjust Node の例である (M = 5)．Adjust

Node は取得した CL によって分けられたグループの
うち，どちらか一方の子ノード数が minM 以下だった
場合に呼び出される（ここでは minM =1）．図 6 (a)
において GA は子ノードを一つしかもたないため，
図 6 (b) のように R1 と隣接する GB 内の長方形 R2，

R6，R3 を拡大することで領域を補う．次に GA 以下
に存在するデータを GB に対して再挿入する．このと
き，場合によっては再帰的にノード分割が生じるが，
図 6 は再挿入後に R2，R6，R3 に対応するノードが
分割されないときの例である．
6

有データ数が minP 以下のとき，隣接する管理長方
ノードを Np ，Np .child[i] = Li とする．
LI1 もし Np .child[i − 1] または Np .child[i + 1] の管
理長方形が Li と 1 辺を完全共有するとき，Li
の管理長方形を含むように拡大して Li 内データ
を対象葉ノードに再挿入する．Li を削除，LI3
へ．

LI2 Np .child の管理長方形群を走査，Li の管理長
方形と隣接し，かつ隣接辺の長さの和が Li の 1
辺と等しくなる複数管理長方形群を取得し，Li
の管理長方形を含むように拡大，Li のデータを

Np に再挿入する．Li を削除．
LI3 もし Np .nn > minM ならば，終了．
LI4 もし Np .nn ≤ minM ならば，Np に対して
Node Integration を呼ぶ．
図 7 は削除管理長方形 R4 に 1 辺を完全に共有する
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大，Ni を Np から削除し，Ni 以降のデータを

Np から再挿入する．NI4 へ．
NI3 Np .child の管理長方形群を走査，Ni の管理長
方形と隣接し，かつ隣接辺の長さの和が Ni の 1
辺と等しくなる複数管理長方形群を取得し，Ni
の管理長方形を含むように拡大，Ni 以降のデー
タを Np に再挿入する．Ni 以降の部分木を削除．

(a) Before integration

(b) After integration

図 7 削除時における領域統合の例 1
Fig. 7 Example 1. region integration in delete.

NI4 へ．
NI4 もし Np .nn > minM ならば，終了．
NI5 もし Np .nn ≤ minM ならば，Np に対して
Node Integration を呼ぶ．
Node Integration における管理長方形の統合は Leaf
Integration と同様である（図 7，図 8 参照）．
3. 5 移動オブジェクトデータの更新
オブジェクトが移動するごとに Update アルゴリズ
ムを実行する．
［Update アルゴリズム］ オブジェクト Oi が diold か
ら新位置 dinew へ移動したとき，木構造からを diold
を削除して dinew の挿入を行う．

(a) Before integration

(b) After integration

図 8 削除時における領域統合の例 2
Fig. 8 Example 2. region integration in delete.

R1 が存在した場合の例である．R1 の管理長方形を拡
大し，R4 の領域を補うことで統合を行う．この処理は
ステップ LI1 における管理長方形の統合に対応する．
図 8 は削除管理長方形 R2 の 1 辺を複数長方形の辺
が構成している場合の例である．R3 と R5 の管理長
方形を拡大することで R2 の領域を補う．この処理は
ステップ LI2 における管理長方形の統合に対応する．
［Node Integration アルゴリズム］ 内部ノード Ni の

UD1 直接リンクをたどり，diold を管理する葉ノー
ド L へ移動する．
UD2 もし dinew が L の管理長方形内であれば，diold
に dinew を上書き，終了．
UD3 もし dinew が L の管理長方形外であれば，L か
ら diold を削除し，L.nl ≤ minP ならば，Leaf

Integration を適用する．再帰的に親ノードを
たどって dinew を挿入すべき管理長方形を探索
し，対象内部ノードから Insert を適用する．

4. 計算機実験

もつ子ノード数が minM 以下のとき，Ni の削除・統合

kdm-tree の更新・メモリコスト・検索の性能評価の

を行う．ここで Ni の親ノードを Np ，Np .child[i] = Ni

ためにデータ包括形の R-tree Bottom Up Approach

とする．

(RBU-tree) [2]，領域分割形で最悪メモリコストを保

NI1 もし Np .child[i − 1] または Np .child[i + 1] の

証しない Buddy*-tree [5]，領域分割形で最悪メモリ

管理長方形が Ni と 1 辺を完全共有し，かつ Ni

コストを保証する MD-tree [14] との比較実験を行う．

との子ノード数の和が M 以下のとき，一方が

表 2 にシミュレーション条件を示す．これらのアルゴ

他方の管理長方形を含むように拡大し，子ノー

R
リズムを C++で記述し，計算機として Pentium4

ドポインタを移して内部ノードを統合する．不

2.8 GHz，512 MByte RAM を用いて Windows XP

要となった内部ノードを削除，NI4 へ．
NI2 もし Np .child[i − 1] または Np .child[i + 1] の

Home Edition 上で実行する．またそれぞれの木構造

管理長方形が Ni と 1 辺を完全共有し，かつ Ni

は主記憶上に作成する．
移 動 オ ブ ジェク ト 数 N は 10 万 〜100 万 と し ，

との子ノード数の和が M より大きいとき，Ni

10 万 × 10 万 の二次元空間に分布させる．更新回

との共有辺を Ni の管理長方形を含むように拡

数は 1000 回とし，更新中にデータ数に増減はないも
7
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表 2 シミュレーション条件
Table 2 Simulation condition.
R
CPU
Pentium4
2.80 GHz
Main memory
512 MB RAM
The number of objects N
100 k, 200 k, 500 k, 1 M
Entire area (2 dimension)
0 ≤ X ≤ 100 k, 0 ≤ Y ≤ 100 k
The number of update
1000
Distribution
Random, Gaussian, Skewed
Ratio of search area(%)
0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1
Max. moving distance Vm
50,100,200,500,1000
Max. node number M
50
Min. node number minM
M /3
Bucket capacity P
M
Min. Bucket capacity minP
minM
RBU-tree’s node splitting
Quadratic-Cost algorithm
RBU-tree’s Parameter ε
Vm /10

図 11 データ分布と更新時間（N = 10 万，Vm = 50）
Fig. 11 Update time with distribution. (N = 100 k,
Vm = 50)

おいても同様である．ここでは双方のバランスの良い

M =50 とした．また Adjust Node が繰り返されるの
を避けるため minM =M /3 とした．

RBU-tree のノード分割には Quadratic-Cost アル
ゴリズムを用いた．RBU-tree における最大子ノード
数 M と最小子ノード数 m はそれぞれ kdm-tree にお
ける M と minM に等しい．RBU-tree の MBR 拡大
Fig. 9

図 9 データ分布モデル
Model of data distribution.

に用いるパラメータ ε は ε=Vm /10 とした．

4. 1 更 新 性 能
図 11 に各データ分布に対する更新時間を示す．こ
こで更新時間とは，1000 回の更新の 1 回当りの平均
時間である．kdm-tree は RBU-tree に比べ，一様分
布では約 1/25 の更新時間ですみ，他の分布では更に
少ない時間で更新が可能となる．データ包括形である

(a) CPU time of Update

(b) CPU time of Search

図 10 M による性能変化 (N = 10 万，検索範囲 1%)
Fig. 10 Eﬃect of M . (N = 100 k, Search Range 1%)

RBU-tree はオブジェクトが移動するたびに，MBR
を調節する必要が生じるため演算量が大きい．特に正
規分布・偏在分布では，MBR 変化の頻度が多く，更
新時間が増加する．kdm-tree でも正規分布・偏在分

のとする．更新 1 回につきすべての移動オブジェクトの

布で領域の統合が頻繁に起こるが，管理長方形の統合

位置情報が更新される．図 9 に初期状態のデータ分布

や分割の処理量が比較的少ないため更新時間の増加は

モデルを示す．データ分布は (a) 一様分布 (Random)，

小さい．

(b) 正規分布 (Gaussian)，(c) 全空間面積の 1%の領

図 11 において kdm-tree は Buddy*-tree に比べ，

域面積に全データが集中する偏在分布 (Skewed) の 3

偏在分布では約 1/4 の更新時間で済み，他の分布では

通りで，その後の更新によって移動オブジェクトはラ

更に少ない時間で更新が可能となる．これは直接リン

ンダム方向に最大移動距離 Vm (50 ≤ Vm ≤ 1000) で

クを用いており，更新時にたどるノード数が削減され

加速度を考慮して移動する．検索は正方形範囲検索と

るためである．Buddy*-tree は常に根ノードから挿入

し，全空間面積の 0.01%〜1% の領域面積に行う．

と削除を行うため，データ分布の影響は少ない．

kdm-tree のバケット容量 P に関し，他の木構造と

図 11 において kdm-tree は MD-tree に比べ，偏在

条件を等しくするために P =M ，minP =minM とし

分布では約 1/35 の更新時間で済み，他の分布では更

た．図 10 に M による kdm-tree の性能変化を示す．

に少ない時間で更新が可能となる．MD-tree は高いメ

図 10 (a) に示すように M を大きくとると更新性能が

モリ効率が特徴だが，一方で最大子ノード数が 3 であ

向上するが，図 10 (b) に示すように検索性能は劣化

るため，データ位置変化に応じて上位ノードの分割や

するトレードオフの関係がある．これは他の木構造に

統合が頻繁に生じ，処理コストが大きい．
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図 12 データ数と更新時間（Vm = 50，一様分布）
Fig. 12 Update time with data number. (Vm = 50,
Random)

メモリコスト（N = 10 万，Vm = 50, 1000 回更
新後）
Fig. 14 Memory cost. (N = 100 k, Vm = 50, After
1000 update)
図 14

ストを保証する RBU-tree や MD-tree に比べて格段
に短縮され，Buddy*-tree と比べて約 1/2 以下で済む．

4. 2 メモリコスト
図 14 に各データ分布において 1000 回更新した後の
メモリコストを示す．kdm-tree と RBU-tree は直接
リンク（RBU-tree はノード数に比例する更新補助情
図 13 移動距離と更新時間（N = 10 万，一様分布）
Fig. 13 Update time with distance. (N = 100 k,
Random)

報を含む）のメモリコスト 0.4 MByte を含んでいる．

kdm-tree は RBU-tree に対して約 2〜4%メモリコス
トが少なく済む．これは葉ノード分割時，RBU-tree
はデータ数が m 以上となるように分割するのに対し，

図 12 にデータ数 N に対する更新時間を示す．デー
タ数 N によらず kdm-tree が最も高速で，N = 100

kdm-tree はデータ数を P/2 若しくは P/2 + 1 に分割
するために生じた差と考えられる．

万のときで RBU-tree に対して約 1/23，Buddy*-tree

Buddy*-tree は最悪メモリコストを保証できないた

に対して約 1/6，MD-tree に対して約 1/42 の更新時

め，更新によってメモリコストが増加する問題がある．

間で済む．いずれの木構造もデータ数に比例した更新

Buddy*-tree のメモリコストは，一様分布では直接リ

時間となることが分かる．

ンクをもつ kdm-tree と同程度のメモリコストとなり，

図 13 に最大移動距離 Vm に対する更新時間を示
す．移動距離が 1000 のとき，オブジェクトは全体領
域の 1 辺に対して 1%移動する．Vm = 1000 のとき，

偏在分布では kdm-tree に比べて約 12%メモリコスト
が増加する．

MD-tree の葉ノードはバケット容量の 2/3 以上デー

kdm-tree の更新時間は RBU-tree に対して約 1/30，

タをもつことを保証しているためメモリ効率が高い．

Buddy*-tree に対して約 1/2，MD-tree に対して約

kdm-tree は MD-tree に比べて更新時間は 20 倍以上

1/20 で済む．Vm が大きくなると，新たなデータ位置

となるが，メモリコストは約 1.4 倍に増加する．

が直接リンク先の葉ノード管理長方形の外となる確率

4. 3 検 索 性 能

が大きくなるため，kdm-tree と RBU-tree の更新時

図 15 に 1000 回更新後の検索時間を示す．ただし，

間が増加する．Buddy*-tree と MD-tree はノードの

検索時間は 100 回の範囲検索をランダム位置に発生さ

分割・統合の処理が小さく，かつ根ノードから削除と

せたときの平均時間である．kdm-tree と Buddy*-tree

挿入を行うため Vm の影響は小さい．MD-tree におい

の検索性能はほぼ同等である．kdm-tree は RBU-tree

て Vm が大きくなるとノードの分割・統合の頻度が増

に対して，検索範囲（面積）が全体領域の 1%のと

加し，Vm = 50 と Vm = 1000 のときを比較すると約

き約 1/3 の検索時間で済み，検索範囲が全体領域の

10%更新時間が増加する．

0.01%のとき約 1/35 の検索時間で済む．RBU-tree は

以上のように kdm-tree の更新時間は最悪メモリコ

更新時に葉ノード MBR を拡大して管理するため，繰
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