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Abstract  Recently，huge number of files are used in computer systems. Searching files from these computers’ local 

storages becomes one of the most important issues. Desktop file search systems create indexes before users’ file searches. 

Target files can be immediately found with these systems. These desktop file search systems require crawling of whole storage 

in order to find modified files. This process consumes enormous times and CPU resources. In this paper, we propose a method 

to find modified files by making filesystems have file modification history. With this method, modified files are found by 

reading filesystem’s history. Consciously, storage crawling is not required. In addition, we propose real-time indexing method, 

with which modified files are indexed just after modifications. Indexing can be done while the target files are on memory 

cache with this method. Experiments demonstrated that the proposed methods can significantly shorten time and load to update 

indexes. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  近年，企業等が扱うデータ量や，様々な情報の電子化に伴うストレージ上のデータ量が増大している．よってストレージ上に存在する大量のファイルの中から短時間で目的のファイルを検索する技術が重要となっ ている．既存のファイル検索手法として，主に二つの手法がある．一つは，OS のファイルシステムの機能のみを用いるファイル検索手法である．この手法は，ファイル名やファイルの更新日時等により目的のファイルを検索したり，ファイル内容をリアルタイムに調査



 

 

して目的のファイルを検索する手法である．この手法は，目的のファイルを発見するためにストレージ内全てのファイルをクローリングする．よって大量のファイルが存在するストレージにおいて目的のファイルの発見に時間がかかってしまう問題点がある．二つ目は，デスクトップ検索と呼ばれる手法である．この手法では，まず事前にファイルシステム上のファイルの内容を解析し，インデックスを作成する．そして，検索実行時にはこのインデックスから目的のファイルを探す．よって，検索実行時のファイル内容の調査が不要となり，短時間での検索が可能となる．しかし，デスクトップ検索手法では，インデックス対象ファイルが更新された場合は，インデックス内容を更新する必要がある．よってデスクトップ検索手法であっても，インデックスの更新のためにストレージ全体をクローリングして更新ファイルの発見を行う必要がある．  本研究では，従来のデスクトップ検索においてインデックスの更新に時間がかかる問題点に着目し，ファイルシステムにファイル更新履歴を保持させることによって，インデクシング時間の短縮を目指す．  

2. デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ検索検索検索検索  本章ではファイル検索手法の一つであるデスクトップ検索について説明する．代表的なデスクトップ検索には Google デスクトップ [1]や Windows Desktop 

Search[2]がある．デスクトップ検索の動作を図１に示す．  デスクトップ検索では，図 1 に示すように，まず事前動作として，ファイルシステム上のファイルに対してクローリングおよびインデクシングを行い，インデックスを作成する．クローリングとは，ストレージ内を巡回し，ファイル内容の更新や追加されたファイルの発見などを行う作業のことである．一般にクロールを行うプログラムをクローラと呼ぶ．インデクシングは，クローラにより集めたファイル情報を解析し，検索用のインデックスを作成する作業のことである．インデクシングを行うプログラムはインデクサと呼ばれる．検索時には，このインデックスから入力したキーワードに該当するファイル情報を取得し，条件に該当するファイル情報をソートして表示する．初回のインデクシングにおいてはストレージ上に存在する全てのファイルをインデクシングするため，インデックスの作成完了に膨大な時間がかかる．2 回目以降のインデクシングにおいては，PC がアイドル状態の時にストレ  ージ上にある文書ファイルをクローリングし文書ファイルの更新を調査し，インデックスの更新を行う．  
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  図１ デスクトップ検索  

 このため，大量のファイルが存在するストレージにおいてはインデクシングに膨大な負荷と時間がかかり，インデックスが最新になるまでに長い時間がかかってしまう問題点がある．例えば，文献 [4]では数テラバイトレベルの NFS ストレージのクローリングには半日要するとの報告がある．  

3. 関連研究関連研究関連研究関連研究  デスクトップ検索のインデクシング高速化手法として，イベント型インデクシング手法 [3]がある．イベント型インデクシング手法はストレージとサーバ計算機間のネットワークを流れるパケットを監視し，ストレージ上のファイル更新にかかわる処理を抽出し，インデックスを更新する手法である．この手法では，ネットワーク上を流れるパケットを監視することにより，ファイルの更新命令を抽出するため，ストレージ上の全ファイルのクローリングを行わずに更新ファイルの発見が可能となる．しかし，この手法ではネットワークを介さないファイルの更新情報は監視できないため，ローカルのストレージ内におけるファイルの更新を発見することはできない．  また，クローリングにかかる時間を短縮するために，  定期的に撮られるスナップショット間の差分ブロック情報を用いて未更新ファイルをスキップし，高速に更新ファイルの発見を行う手法が提案されている [4]．本手法も，ストレージ上の全ファイルをクロールしないため，短時間で更新ファイルの発見が可能である．ただし，更新情報の取得がスナップショット取得時に限られる点や，ブロックレベルでの更新情報をもとにしているため，更新ファイルのスキップが可能であるが，更新されたファイルのリストを直接得ることが難しいなどの課題が残っている．  



 

 

デスクトップ検索結果の高精度化に関する研究として，キーワードを含まない画像等のデータを検索可能とするため，ファイルアクセス履歴を利用してファイル間関連度を算出する手法が提案されている [5]．また，アクセス履歴からファイルの集合モデルを提案し，このモデルを用いてファイル間関連度の抽出する研究が行われている [6]．両者とも，ファイルアクセス履歴を利用してデスクトップ検索の高精度化を図っている． 

4. 提案手法提案手法提案手法提案手法   本章では，ファイルシステムにファイル更新情報を保持させることにより更新ファイルの発見時間を短縮する手法を提案する．従来のデスクトップ検索の動作におけるインデックス作成の動作を図 2 に，提案手法の動作を図 3 に示す．図 2 に示すように，従来のデスクトップ検索においては，まずストレージ内全てのファイルをクローリングすることによって更新ファイルを発見し，インデクシングを行う．提案手法では，図
3 に示すように，ファイル書き込みが行われると，ファイル更新履歴にファイルの更新情報が記録される．  このファイル更新履歴から更新されたファイル (再インデックス対象ファイル )のリストを得ることが可能である．したがって，更新されたファイルの発見のためにストレージ上の全ファイルを対象とするクロールが不要となり，インデックス更新時間の大幅な短縮が可能であると考えられる．  また，提案手法を以下の方法により実現した．ファイルの書込み情報を履歴として残すために，カーネルのファイルシステムのソースコードに，履歴保持機能を追加した．具体的には， ”fs/open.c”のファイルの書込モードオープン処理部にユーザの指定したパス条件を満たすファイルの書込の履歴を保存する機能を追加した．履歴には，そのファイルが更新された時刻，ファイル名が記録される．  

5. 性能評価実験性能評価実験性能評価実験性能評価実験  提案手法の有効性を示すために，①更新ファイル発見完了時間，②更新ファイルのバックアップ時間，③更新ファイルのインデクシング時間，④リアルタイムインデクシングの４つの性能評価実験を行った．性能評価実験で用いた実験機の性能を表 1 に示す．   

5.1. 更新更新更新更新ファイルファイルファイルファイル発見完了時間発見完了時間発見完了時間発見完了時間  まず，従来手法と提案手法における更新ファイルの発見を完了するまでの時間を測定した．従来手法では，ストレージ全体をクローリングすることによって更新ファイルを発見する．提案手法では，ファイル更新履歴よりファイルの更新情報を取得し，更新ファイルを  発見する． 更新ファイル発見完了時間の測定結果を表
2 に示す．表 2 の測定結果より，従来手法ではストレージ全体をクローリングするため，合計ファイルサイ  

ファイルシステム インデックス─────────────クローリングインデクシング
  図２ 従来手法  

 ファイルシステム インデックス─────────────インデクシング書き込み
更新ファイルリスト─────────────ファイル更新情報           図３ 提案手法  

         表 1．実験機スペック  
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 表２ 更新ファイル発見完了時間  

182795201370964091397604569880ファイル総数[個]

0.095[s]0.097[s]0.099[s]0.097[s]
更新ファイル発見完了時間[s]（提案手法） 6049[s]4498[s]2850[s]1557[s]
更新ファイル発見完了時間[s]（従来手法） 400300200100合計ファイルサイズ[GB]

182795201370964091397604569880ファイル総数[個]

0.095[s]0.097[s]0.099[s]0.097[s]
更新ファイル発見完了時間[s]（提案手法） 6049[s]4498[s]2850[s]1557[s]
更新ファイル発見完了時間[s]（従来手法） 400300200100合計ファイルサイズ[GB]

 
 ズ 400GB においては全ての更新ファイルの発見に 1 時間以上を要した．提案手法ではファイル更新履歴から更新ファイルの発見を行うため，400GB においても 0.1秒未満で更新ファイルを発見した．本測定結果より更新ファイルの発見完了時間は従来手法と比較して大幅に短縮し，存在するファイルの数に依存せず一定の時間で発見を完了できることが確認された．  

5.2    差分差分差分差分バックアップバックアップバックアップバックアップ時間時間時間時間  次に，補足的実験として従来手法と提案手法における差分バックアップ時間の測定を行った．差分バックアップとは，前回のバックアップ時以降に更新された  ファイルのみをバックアップする手法であり，更新ファイルの発見と，そのコピーで構成される．従来手法  



 

 

表３ 更新ファイルの差分バックアップ時間  

2036360差分バックアップ時間[s]

提案手法従来手法
2036360差分バックアップ時間[s]

提案手法従来手法
 

 表 4 インデクシング時間  

9610620インデクシンング時間[s]

提案手法従来手法
9610620インデクシンング時間[s]

提案手法従来手法
 

 表 5 リアルタイムインデクシング  

 1506618889インデクシング完了時間[s]

3676インデクシング時間[s]
15066

15213書き込み時間[s]

18.311.2平均CPU負荷率[%]

提案手法従来手法
1506618889インデクシング完了時間[s]

3676インデクシング時間[s]
15066

15213書き込み時間[s]

18.311.2平均CPU負荷率[%]

提案手法従来手法
   では，ストレージ全体をクロールして更新ファイルを発見し，発見ファイルを別ストレージにコピーする．測定は find コマンドを用いて行った．従来手法では，ストレージ全体のクローリングにより更新ファイルを発見し，バックアップを行い，これに対して提案手法  では，ファイル更新履歴の利用により，更新ファイルを発見するためクロールが不要となり，差分バックアップ時間の大幅な短縮が見込まれる．提案手法における差分バックアップ時間は，ファイル更新履歴を利用しバックアップ対象ファイルを発見する時間と，それを別ストレージにコピーする時間の合計である．総ファイル数は 18279520 個，総ファイルサイズは 400GBであり，ファイル群に対して 1/10000 の確立でランダムに更新を発生させた結果，1330 個のファイルが更新され，測定は更新ファイルが両手法で完全に一致する状態で行った．  更新ファイルの差分バックアップ時間の測定結果を表 3 に示す．表 3 の測定結果より，ストレージ内をクローリングしている従来手法に比べ，クローリングを行わない提案手法のほうがファイルの差分バックアップ時間が大幅に短縮されていることがわかる．  

5.3    更新更新更新更新ファイルインデクシングファイルインデクシングファイルインデクシングファイルインデクシング時間時間時間時間  従来手法，提案手法のインデクシング時間の測定を行った．従来手法では，ハードディスクのクローリングによってインデクシング対象ファイルを発見し，インデクシングを行う．これに対し提案手法では，ファイル更新履歴に記録されているファイルの情報からインデクシング対象のファイルを発見し，インデクシングを行う．インデクシングは Namazu[7]を用いた．ファイル群に対してランダムに更新を発生させた状態でこの測定を行った．総ファイル数，総ファイルサイズ，更新ファイル数は全て差分バックアップ時間測定時と同じである．測定結果を表 4 に示す．本測定結果より更新ファイルのインデクシング時間は，クロールを行わない提案手法のほうが従来手法と比較して，大幅に短縮されていることが確認された．  

5.4    リアルタイムインデクシングリアルタイムインデクシングリアルタイムインデクシングリアルタイムインデクシング  

4 つ目の実験として，提案手法において，更新の直後に（ファイル内容がオンメモリの状態で）更新ファイルのインデクシングを行う「リアルタイムインデクシング手法」の効果を測定した．更新ファイル数は
12033 個であり，同様に両手法でこれらを一致させて測定を行った．従来手法では，ファイルがランダムに更新され，全更新完了後に（通常はアイドル時間に行われる）インデクシングを行う．提案手法では，ファイルへの書き込みの直後にオンメモリ状態でリアルタイムにインデクシングを行う．オンメモリ状態でインデクシングを行うことにより従来手法と比較して，更新ファイルのインデクシング時間を短縮することが可能だと考えられる．  本測定では，リアルタイムインデクシングの効果を調査するために，従来手法においても更新ファイルの発見に時間が必要ないと仮定して実験を行った．具体的には，更新ファイルリストをインデクサに与え，クロールを行っていない．両手法における更新処理とインデクシング処理の時間を表 5 に示す．同表より，合計時間は，約 25%短縮され，オンメモリ状態のリアルタイムインデクシングの有効性が確認された．また，従来手法における更新書込のみ要した時間と，従来手法のリアルタイムインデクシング (更新書込み＋インデクシング )の時間がほぼ同一であることから，リアルタイムインデクシングは更新書込の速度を低下させないことも分かった．  リアルタイムインデクシング (書込＋インデクシング )を行うことにより，ストレージの負荷が向上することが考えられる．従来手法の更新処理中と，リアルタイムインデクシング (書込＋インデクシング )中の平均
CPU 使用率を表 5 に示す．同結果より，CPU 使用率は増加するが，その程度は大きくないことが分かる．  

6. おわりにおわりにおわりにおわりに  本稿では，デスクトップ検索のインデクシングにおける更新ファイル発見処理に着目し，ファイルシステムにファイル更新履歴を保持させることによる高速なインデクシング手法を提案した．また，実験により従来手法と提案手法において更新ファイル発見完了時間，差分バックアップ時間，インデクシング時間，リアルタイムインデクシングを測定し，提案手法の有効性を確認した． 今後の課題として，更新ファイルをセクター順に読み込んでインデクシングを行う手法を検討し，インデクシングの際のファイル読み込み時間の測定を行う．  参考参考参考参考文献文献文献文献  
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