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P2P環境におけるシグネチャを用いたオブジェクト検索
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あらまし 近年，計算機の高性能・低価格化とネットワークインフラの発達により P2P技術が注目されている．グ

ローバルな索引等を持たない P2P環境では，オブジェクトの効率的検索をどのように実現するかが問題となる．ハッ

シング等を用いることでその効率化を図るアプローチがこれまでに提案されているが，検索の柔軟性に欠けるという

問題点がある．本研究では，オブジェクトの特徴をシグネチャとして表現し，シグネチャをフレームに分割した分散

型シグネチャを用いることで，効率的かつ柔軟なオブジェクト検索を実現する方式を提案する．また，シミュレーショ

ン実験により本手法の評価検討を行う．
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Abstract Peer-to-peer (P2P) technology has attracted a lot of attention in recent years. Efficient object retrieval

is an important research issue in P2P environments, especially in those without centralized global indices. Although

a number of hash-based basic object retrieval schemes are known to alleviate the problem, they cannot provide

flexible feature-based object search. In this paper, we propose a novel object retrieval method using distributed

frame sliced signatures, and evaluate its effectiveness with simulation experiments.
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1. は じ め に

近年，計算機の高性能化とネットワークインフラの発達によ

り，Peer-to-Peer（P2P）技術が注目されている．P2Pでは各

端末が peer node（ノード）となり，大規模な分散ネットワーク

を構築する．各ノードはサーバ，クライアントといった明確な

区別はなく，両方の役割を担っている．P2Pネットワークの形

態は，クライアント・サーバシステムを融合させたハイブリッ

ド P2P型と，完全な分散環境であるピュア P2P型に分類され

る．ハイブリッド P2P 型は，ある種のサービスを提供するた

めに特定のサーバが存在する．情報検索というサービスにおい

てハイブリッド P2P 型では，サーバがインデックス機能を提

供することで，ノードに分散する情報の共有を図ることが可能

である．しかし，多数のノードがそのサーバのサービスを要求

した場合には，サーバがボトルネックとなる．また，サーバが

停止した場合にはサービス全体が停止してしまう．一方，ピュ

ア P2P 型では各ノードが自律的に動作する．このため，拡張

性に富みボトルネックのない処理を実現することができる．し

かし，ピュア P2P 型ではグローバルなインデックス等を持つ

ことができないため，一般に情報の共有は容易ではない．代表

的なピュア P2P 型のシステムとして，ファイル共有システム

Gnutella [3] が挙げられる．Gnutellaではブロードキャストを

用いて，周辺のノードを巡回する方法で検索を行うため，デー

タ検索時における通信コストが大きな問題となる．この問題を

解決するため，P-Grid [1]，Chord [6]，CAN [5]，Tapestry [4]

等の手法が提案されている．しかし，これらではオブジェクト

ID による完全一致検索のみが考慮されており，オブジェクト

の持つ種々の特徴量による検索を直接行うことはできない．



本研究では，オブジェクトの特徴をシグネチャとして表現し，

ピュア P2P型環境のノードに分散配置されたシグネチャ情報を

用いることで，多様な特徴量によるオブジェクト検索を実現す

る．本手法を実現するための基本アーキテクチャとして Chord

の枠組みを利用し，その上にシグネチャを用いた検索機構を構

築する．またシミュレーション実験により，オブジェクト検索

時に要するメッセージ数，オブジェクトの追加時に要するメッ

セージ数，およびオフラインノードが存在する場合での検索の

精度について評価検討を行う．

本稿では，まず 2章で関連研究について述べる．次に 3章で

本研究で用いる Chordアーキテクチャについて説明する．4章

で本研究における提案手法とそのアルゴリズムについて述べ，

5章で本手法に対する評価実験について述べる．最後にまとめ

と今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

既に述べたように，P2P環境においてオブジェクト IDに基づ

く効率的な検索を実現するための方法として，P-Grid，Chord，

CAN，Tapestry等がある．

P-Gridは，仮想的な二分木をネットワーク上に構成し，二分

木のルートからのパス情報を用いることで検索の効率化を計る．

各ノードは二分木のリーフ部分に配置される．ルートからノー

ドまでのパス情報はバイナリで表現されており，ノードはパス

情報の各プレフィックスに対応するノードをルーティング情報

として保持している．一方，データオブジェクトを一意に決定

するオブジェクト IDも同様にバイナリで表現されている．オ

ブジェクト IDによる問合せが任意のノードから開始されると，

オブジェクト IDとノードのパスとが完全に合致しているかど

うかを判断する．完全に合致していれば，検索対象オブジェク

トを当該ノードが持つこととなり，問合せ結果として開始ノー

ドに返す．完全に合致していなければ，ルーティング情報から

オブジェクト ID のプレフィックスと合致するノードへ問合せ

をフォワードする．この処理を繰り返すことによって検索が行

われる．検索に必要なメッセージ数は O（log（N））である．

Chord では円状のネットワーク空間を構成する．各ノード

はネットワーク空間全体をカバーするようなルーティング情報

を保持している．Chordでの検索に必要なメッセージ数は O（

log（N））である．Chordについては 3章で詳しく説明する．

CANではネットワーク空間を多次元空間とみなし，空間の

分割・結合を行うことによって効率化を実現する．各ノードは

システムで割り当てられた重複しない部分空間に対応し，その

空間内に存在するオブジェクトを管理している．ルーティング

情報として，ある次元で接している隣接空間に割り当てられた

ノード情報を保持している．次元数を dとした場合に，検索に

必要なメッセージ数は O（dN1/d）である．

Tapestryでは，ノード IDに対するプレフィックスベースの

ルーティング処理を行うことで効率化を図っており，検索に必

要なメッセージ数は O（log（N））である．

また，研究 [7] では，Gnutella の幅優先探索と，Freenet [2]

の深さ優先探索を組み合わせ，メッセージ数と検索の応答時間
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図 1 Chord アーキテクチャ

のトレードオフを実現する．この研究では，幅優先探索と深さ

優先探索との組み合わせの方式をいくつか挙げている．これら

の方式は，ブロードキャストのポリシーの違いに基づくもので

あり，各方式に対して実験，評価を行っている．しかし，いず

れの方式でもノードを順次巡回することで，対象オブジェクト

を探索することに変わりはない．

3. Chordアーキテクチャ

Chordでは，ネットワーク空間全体が IDサークル（Identi-

fier Circle）という円状の仮想空間として定義され，すべての

ノードとすべてのデータオブジェクトはこの IDサークル上に配

置される（図 1）．Chordのネットワーク空間の大きさは scale

で表現され，最大 2scale 個のノードから構成される．Chordで

はハッシュ関数を用いることで，ノードに対して scaleビット

のノード ID（nid），データオブジェクトに対しても scaleビッ

トのオブジェクト ID（oid）がそれぞれ与えられる．各ノード

はノード IDを基に IDサークル上に配置される．また各デー

タオブジェクトは，オブジェクト IDから時計回りに IDサー

クルを辿り，ノードへ割り当てられる．

各ノードは割り当てられたオブジェクト ID のリスト，

ルーティング情報，前後に位置するノード情報（successor，

predecessor）を保持している．ルーティング情報には，検索

対象のオブジェクト ID が与えられた時に当該ノードにその

オブジェクトが存在しない場合に対して，次にその問合せを

フォワードすべきノードの情報が含まれている．この情報は

ノードごとに scale 個存在し，各 interval に対応するノード

(successor node と呼ばれる)が示されている．interval とは

次式で定義される区間のことである．

interval = [(nid + 2k−1)mod 2scale, (nid + 2k)mod 2scale)

(1 <= k <= scale)

したがって，各 interval の大きさは時計回りに順に 2k−1 と

なっている．これらのルーティング情報を持つことで，各ノー

ドは IDサークル全体をカバーしていることになり，任意の問

合せに対して適切なルーティング処理を行うことができる．

3. 1 検 索 処 理

次に，Chord アーキテクチャでの検索処理についてより詳

しく説明する．Chordではオブジェクト IDに基づく検索のみ

が考慮されている．このため，まず問合せでは獲得したいオブ

ジェクト IDを指定する．問合せは任意のノードから開始する
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図 2 Chord における検索処理

ことができる．問合せがノードへ渡されると，ノードは割り

当てられたオブジェクト IDのリストから，その問合せのオブ

ジェクト IDを持つデータオブジェクトが存在するかどうかを

判定する．存在する場合には，そのデータオブジェクトを返す

ことにより検索を終える．存在しない場合には，ルーティング

情報を見ることで，次にフォワードすべきノードを決定しその

ノードへ問合せを送る．この一連の判定処理を繰り返すことで，

オブジェクト IDによる検索を実現している．N = 2scale 個の

ノードを想定した場合，問合せがフォワードされる度に検索空

間を半分に絞っていくことから，あるデータオブジェクトを検

索するために要するメッセージ数は O（log（N））となる．

具体的な検索の例として，図 2を用いて説明する．問合せと

して，オブジェクト IDが’2’のオブジェクトを検索することを

考える．まず，ノード c より問合せが開始されたものとする．

ノード cでは問合せのオブジェクト IDを持つオブジェクトは

存在しないため，ルーティング情報の中から’2’ を intervalに

含む [14, 6)の successor であるノード a へ問合せをフォワー

ドする．ノード aでも同様に，問合せのオブジェクト IDを持つ

オブジェクトは存在しないため，ルーティング情報の中から’1’

を intervalに含む [2,4)の successorであるノード bへ問合せ

をフォワードする．ノード bでは，問合せ条件に合致するデー

タオブジェクトが存在するため，開始ノード c へ結果を返し，

検索は終了する．

4. 提 案 手 法

本研究では，Chordアーキテクチャに基づく P2Pネットワー

クのノード上に，シグネチャ情報を分散配置することで，多様

な特徴量に基づくオブジェクト検索の実現を計る．

検索対象のデータオブジェクトはユーザが任意のノードに

配置し，シグネチャ情報を含むインデックスエントリを分散配

置する．インデックスエントリの配置処理，および検索処理は

Chordの枠組みを利用する．各データオブジェクトはノード単

位で管理されるため，データオブジェクトのノード内での ID

とそれを格納するノード IDのペアが，データオブジェクトを
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一意的に決定するキーとなる．Chordのオブジェクト ID（oid）

と本提案手法のデータオブジェクトの IDを明確に区別するた

め，本提案手法におけるデータオブジェクトの IDのことをロー

カル ID（lid）と呼ぶことにする．

4. 1 シグネチャ

シグネチャは，個々のデータオブジェクトから生成される固

定長のビット列であり，オブジェクトの特徴量を表現するもの

である．一般的に，シグネチャは任意の数の特徴量を表現する

ことができるが，特徴量が多くなればなるほどシグネチャ長を

大きくする必要がある．図 3（a）は，データオブジェクト名

から生成した trigramを特徴量とした場合の例を示している．

オブジェクトシグネチャの生成にはスーパーインポーズドコー

ディングを用いている．これは各特徴量をハッシングしてシグ

ネチャ長の要素シグネチャを生成し，さらにそれらの論理和を

オブジェクトシグネチャとするものである．また，シグネチャ

に含まれる’1’の数のことをシグネチャのウェイトと呼ぶ．

問合せに関しては，オブジェクトシグネチャと同様にして問

合せシグネチャを作成する．オブジェクトシグネチャと問合せ

シグネチャの論理積をとったものが，問合せシグネチャと一致

するときにそのオブジェクトは問合せ条件を満たす解の侯補

となる．この解の侯補のことをドロップといい，この中で実際

に正解となるものをアクチュアルドロップ，そうでないものを

フォールスドロップという．この判定処理のことをフォールス

ドロップレゾリューションという（図 3（b））．また，解の侯

補がフォールスドロップとなる確率をフォールスドロップ確率

といい，以下の式で与えられる．

Fd =
フォールスドロップ数

問合せ条件を満たさないデータオブジェクト数

フォールスドロップ確率はシグネチャの検索精度を測る尺度と

なる．

4. 2 ロ ケ ー タ

データオブジェクトから生成したオブジェクトシグネチャを

図 4に示すように分割フレーム数 slice個のフレームシグネチャ

に分割する．Chordとの整合上，sliceは 2の指数乗であると

する．特に，slice がシグネチャ長と一致する場合をビットス

ライス構成と呼ぶ．次に，フレーム番号をバイナリ表現に変換

したビット列と当該フレームシグネチャを結合し，合成シグネ

チャを得る．

本提案手法では，合成シグネチャから長さが scaleビットの

ロケータを生成する．ロケータは IDサークル上へのインデッ
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クスエントリの配置，および検索処理で利用する．ロケータの

生成方法は次の通りである．

[ケース 1] 合成シグネチャ長が scaleの場合，合成シグネチャ

自身をロケータとする．

[ケース 2] 合成シグネチャ長が scaleより大きい場合，先頭か

ら scale番目までのプレフィックスをロケータとする．

[ケース 3] 合成シグネチャ長が scaleより小さい場合，’0’を合

成シグネチャに追加することで長さを調節し，ロケータとする．

4. 3 インデックスエントリとその配置方法

次にインデックスエントリの生成，およびその配置方法につ

いて述べる．インデックスエントリは，当該データオブジェク

トのローカル ID，それを格納したノード ID，フレーム番号，

およびそのフレームシグネチャから構成される．このとき，フ

レームシグネチャがすべて’0’ のものに対しては，インデック

スエントリは生成しない．ビットスライス構成の場合は，イン

デックスエントリ中のフレームシグネチャは常に’1’なので保持

する必要はない．

インデックスエントリの配置方法について説明する．各イン

デックスエントリ中のフレーム番号とフレームシグネチャから

4.2 節で述べた方法でロケータを生成する．各インデックスエ

ントリはこのロケータをオブジェクト IDとみなして，3 章で

述べた Chord のアルゴリズムに従い，適当なノードへ配置さ

れる（図 5）．このとき，インデックスエントリ毎に個別の配

置処理を行うのではなく，ルーティング情報のノード単位でイ

ンデックスエントリをまとめ，配置処理を行う．この配置方法

では，個別に配置処理を行った場合に起こりうるような，ノー

ドが複数のメッセージを処理することを避けることができる．

4. 4 オブジェクト検索

オブジェクト検索時は，問合せ条件として与えられた特徴

量から，問合せシグネチャ，フレームシグネチャ，合成シグネ
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図 6 オブジェクト検索

 1.  foreach QE in [部分問合せエントリ]
 2.      検索対象ロケータ集合をQE中のロケータから計算する
 3.      解候補集合Hit ← Φ
 4.      foreach Loc in [検索対象ロケータ集合]
 5.          Ent ← Locの配置インデックスエントリを獲得し条件判定を行う
 6.          Hit ← Hit ∪ Ent
 7.      if(最初の部分問合せエントリ)
 8.          Ans ← Hit
 9.      else  /*2回目以降の部分問合せエントリ*/
10.          Ans ← Ans ∩ Hit
11.  return Ans

図 7 検索アルゴリズム

チャ，ロケータを順次生成する．この際，フレームシグネチャ

がすべて’0’ で構成されるものに対してはロケータを生成しな

い．さらに，ロケータ単位で部分問合せエントリを生成する．

部分問合せエントリはロケータ，フレーム番号，フレームシグ

ネチャから構成されるエントリである．問合せはフレームシグ

ネチャを順次照会することで実行される．

図 7が検索アルゴリズムである．まず部分問合せエントリの

ロケータから検索対象ロケータ集合を生成する（2行目）．検

索対象ロケータ集合は，ロケータのフレームシグネチャ中の’0’

を’0’または’1’としたすべてのビット列の集合である（したがっ

て次式を満たす．検索対象ロケータ集合の各要素 ∧（注1）ロケー

タ = ロケータ）．この時点では部分問合せエントリに対する検

索処理は何も行われていないため，解侯補集合は空集合である

（3行目）．ただし解侯補集合とは，ノード IDとローカル IDの

ペアを要素とする集合である．次に，検索対象ロケータ集合の

各要素により配置されているインデックスエントリを保持する

ノードに，その時点の解侯補集合と部分問合せエントリを送付

する．ここでは，あるロケータ Locにより配置されているイン

デックスエントリ集合のことを Locの配置インデックスエント

リと呼ぶ．これらを受け取ったノードでは，自分の保持する配

置インデックスエントリの中で，以下の 2つの条件を満たすイ

ンデックスエントリを選択し（5行目），その中のノード IDと

ローカル IDのペアを解侯補集合に加える（6行目）．

[条件 1] 部分問合せエントリ中のフレーム番号 = インデック

スエントリ中のフレーム番号．

[条件 2] 部分問合せエントリ中のフレームシグネチャ ∧ イン
デックスエントリ中のフレームシグネチャ = 部分問合せエン

トリ中のフレームシグネチャ．

すべての検索対象ロケータ集合中の要素について解侯補集合の

絞り込み処理が終了した時点で，当該部分問合せエントリによ

（注1）：’∧’ はビット論理積を表す



る問合せが終了する．このあと，これまで計算された Ansと

解侯補集合との集合の積をとる（10行目）．この処理を繰り返

し，すべての部分問合せエントリによる解の絞り込み処理が終

了した段階で，開始ノードに Ansを返す（11行目）．

図 6の問合せを例として説明する．まず，開始ノード n4 に

問合せが送られるものとする．問合せはノード n4 のノード

ID からの距離が最も短いロケータを持つ部分問合せエント

リ d0 から開始される．d0 から検索対象ロケータ集合 d0Set

{’0010’,’0011’} が生成され，’0010’ の配置インデックスエント

リの有無を調べる．ノード n4 には，’0010’ の配置インデック

スエントリは存在しない．このため，ルーティング情報を用

いることで’0010’ の配置インデックスエントリが存在するノー

ド n1 を辿る．このとき問合せが終了していない部分問合せ

エントリ {d0，d1}と解侯補集合を送付する．ノード n1 では，

d0Set中の各ロケータの配置インデックスエントリを調べるこ

とで，解侯補集合を獲得する．この時点で，d0Set中のすべて

のロケータに対する解の判定処理は終了となるため，d0 によ

る問合せは終了する．部分問合せエントリによる問合せが終

了するごとに，これまでに得られた Ans の再計算を行う．次

に d0 と同様に，部分問合せエントリ d1 から検索ロケータ集合

d1Set {’1000’,’1010’,’1001’,’1011’} が生成され，’1000’の配置

インデックスエントリの有無を調べる．ノード n1 には，’1000’

の配置インデックスエントリは存在せず，ルーティング情報を

使って配置インデックスエントリの存在するノード n3 を辿る．

このとき，終了していない部分問合せエントリ {d0}と解集合
Ansを同時に送付する．ノード n3 には，d2Set中のすべての

ロケータの配置インデックスエントリが存在し，d1 による問合

せは終了する．先ほどの d0 の終了時と同様に，Ansの再計算

を行う．この段階で問合せは終了し，開始ノード n4 へ検索結

果である Ansが返される．

最終的なデータオブジェクトの取得について述べる．まず開

始ノードは検索結果の Ansを受け取る．次に Ans中の全ての

データオブジェクトを取得する．最後にフォールスドロップレ

ゾリューションを行う．

5. 評 価 実 験

シミュレーションに基づく本提案手法の評価実験を行った．

実験では検索に必要なメッセージ数と総転送データ量，オブ

ジェクトの追加に伴うインデックスエントリの更新のための

メッセージ数，各ノードの保持するインデックスエントリ数，

およびオフラインノードが存在する場合の検索の精度を測定す

る．実験時の主なパラメータを表 1に示す．データオブジェク

トの特徴量の数に関しては，シグネチャ長が 210 の場合で，特

徴量 1個を与えた問合せに対するフォールスドロップ確率が約

5%となるように定めた．

さらに，フォールスドロップ確率を約 5%に維持した状態で，

シグネチャ長，およびデータオブジェクトより生成されたシグ

ネチャのウェイトを変化させたパラメータ（表 2）での評価実

験を行った．

表 1 主な実験パラメータ
scale 10

ノード数 128, 256, 512

ノード当たりのデータ数 100

データオブジェクトの特徴量の数 164

表 2 シグネチャ長とシグネチャのウェイトのパラメータ
シグネチャ長 シグネチャのウェイト

210 512

211 201

212 143

5. 1 オブジェクト検索

まず最初に検索コストの評価を行う．分割フレーム数 slice，

およびシグネチャ長 F を変化させたときの，メッセージ数と総

転送データ量を測定する．このときノード数は 128とし，問合

せの特徴量を 2，4，6と変化させて実験を行った．データオブ

ジェクトと問合せのシグネチャはランダムに生成したものを利

用し，各 50 回問合せを実行したときの平均を計算する．イン

デックスエントリの各要素のサイズについては nidが 6[Byte]，

oidが 4[Byte] とする．フレーム番号のサイズとフレームシグ

ネチャのサイズについては sliceの値によって変化する．slice

の値を表現するために必要なビット数を bit sliceとすると，フ

レーム番号に必要なサイズは（bit slice/8）[Byte]，フレーム

シグネチャに必要なサイズは（F/（slice*8））[Byte]である．

図 8は平均メッセージ数である．メッセージ数は，分割を行

わない場合も含め，分割フレーム数が大きくなると減少してい

る．これは，問合せシグネチャを分割したときに，解の判定を

行う必要のないフレームシグネチャ（すべて’0’で構成されるフ

レームシグネチャ）が高い確率で出現するため，メッセージ数

の削減につながっている．さらにフレームシグネチャ長も小さ

くなるため，検索対象ロケータ集合の要素数も小さくなり，辿

らなければならないノードの数も減少する．これらの理由によ

り，メッセージ数が大幅に削減される．

総転送データ量に関しても同様の傾向がある（図 9）．フレー

ム分割を行わない場合（分割フレーム数 20）に転送データ量

が小さいのは，単一のインデックスエントリのみでデータオブ

ジェクトのオブジェクトシグネチャ全体が得られるため，解の

絞り込みが瞬時に行えることによる．分割フレーム数が 21 以

上の付近で総転送データ量が大きくなっているのは，ノード間

での中間結果が大きく，検索に必要なメッセージ数も大きいた

めである．

実験結果より，検索コストに関しては分割フレーム数が 2scale

である場合が最も効率的であることが分かる．さらに，シグネ

チャ長が大きい場合の方がメッセージ数が小さくなっているこ

とを確認できる．

5. 2 オブジェクト追加

次に新規にデータオブジェクトが追加される場合の，イン

デックスエントリの配置に必要なメッセージ数について測定す

る．分割フレーム数とシグネチャ長 F を変化させて実験を行っ

た．ノード数は 128，256，512と変化させている．配置方法は



0

20

40

60

80

100

120

140
F=4096F=2048F=1024

0 654321 987 10
0

20

40

60

80

100

120

140

0 654321 987 10
0

20

40

60

80

100

120

140

0 654321 987 10
分割フレーム数(2^n)

(a) 問合せ特徴量の数 = 2 (b) 問合せ特徴量の数 = 4 (c) 問合せ特徴量の数 = 6

メッセージ数

図 8 検索時における平均メッセージ数

0

2000

4000

6000

8000

10000
F=4096F=2048F=1024

0 654321 987 10
0

2000

4000

6000

8000

10000

0 654321 987 10
0

2000

4000

6000

8000

10000

0 654321 987 10

総転送データ量[KB]

分割フレーム数(2^n)
(a) 問合せ特徴量の数 = 2 (b) 問合せ特徴量の数 = 4 (c) 問合せ特徴量の数 = 6

図 9 検索時における平均総データ転送量

4.3 節で述べた方法に基づいて行っている．図 10 が実験結果

である．分割フレーム数が大きくなるほど，メッセージ数が大

きくなっていることがわかる．この理由は，フレーム数が大き

くなるほど，新たに配置する必要のあるインデックスエントリ

数が多くなるからである．また，シグネチャ長を大きくした場

合にはメッセージ数が小さくなっていることがわかる．これは

データオブジェクトのシグネチャのウェイトが小さくなるため，

配置する必要のあるインデックスエントリの数も小さくなるか

らである．

5. 3 検索と追加が混在する場合

オブジェクトの検索処理，およびオブジェクトの追加処理の

発生頻度を考慮した場合の平均メッセージコストについて検

討する．ここでは，検索処理の生起確率が pであるものとし，

追加処理の生起確率が（1 − p）であるものとする．実験では，

ノード数を 128とし，分割シグネチャとシグネチャ長を変化さ

せ，そのときの検索コストと追加コストにそれぞれの生起確率

をかけて合計したものを平均メッセージコストとする．

図 11が実験結果である．一般的に検索処理の方が，追加処理

と比べて非常に多く行われると考えられるため，pを 0.7，0.8，

0.9 と変化させた．p = 0.7 の場合は，分割フレーム数が 24 の

辺りでメッセージコストが最も小さくなる．また，p = 0.8 の

場合は，分割フレーム数が 25 の辺りでメッセージコストが最

も小さくなっており，p = 0.9 の場合では，分割フレーム数が

25 以上であれば，最小となるメッセージコストはほぼ一定に

なっていることがわかる．したがって，検索処理の生起確率 p

が 0.7 <= p <= 0.9である場合では，分割フレーム数が 25 付近で

最小のメッセージコストが得られることがわかる．

5. 4 各ノードの保持するインデックスエントリ数

1ノード当たりのインデックスエントリ数の分布を測定した．

分割するフレーム数を 210 として実験を行い，1ノード当たり

のインデックスエントリの総数を計算し，5000 を一区間とし

てプロットする．図 12（a）がノード数 128におけるヒストグ

ラムである．理論上の平均値は 51200であり，結果では平均値

からの分散が大きいヒストグラムになっている．次に，ネット

ワーク上の総データオブジェクト数は変化させずに，ノード数

を 512まで増加させ，同様の実験を行った．図 12（b）が実験

結果である．ノード数が 128の場合と比較すると，明らかに分

散が小さくなっていることがわかる．このように，一定以上の

ノード数が存在する状況では，ボトルネックのない処理を実現

できる可能性が高い．

5. 5 オフラインノードが存在する場合の検索の精度

最後に，複数のノードがオフラインの状態にあり，シグネチャ

の照合処理が正しく行えないと仮定した場合での，検索の精度

について実験を行った．なお，Chordの枠組みではルーティン

グ情報を動的に更新することでオフラインノードが存在する場

合に対応することができるため，ルーティング情報は常に正し

く利用できるものと仮定する．この実験では，ある問合せを実

行し得られた結果のドロップ数からフォールスドロップ確率を
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計算する．この状況下では，特定のフレームシグネチャを照合

することができないため，絞り込み処理を実行できず，フォー

ルスドロップ数は大きくなることが予想される．

実験では，問合せ特徴量の数を 1とし，分割フレーム数 slice

を 20，24，28 と変化させフォールスドロップ確率を求める．ま

た，ノード数は 128であるものとし，正しく照合処理が行えな

いノードの確率を 0%から最大 50%まで変化させる．

図 13 が実験結果である．オフラインノードの確率が大きく

なるにつれて，フォールスドロップ確率も大きくなっているこ

とを確認できるが，分割フレーム数を大きくした場合の方が，

フォールスドロップ確率の増加曲線は緩やかになっている．こ

の理由は分割フレーム数を大きくすることでフレームシグネ

チャのサイズが小さくなり，照合することができないシグネ

チャのサイズが小さくなるからである．したがって，オフライ

ンノードが存在する状況下では分割フレーム数が大きいほど，

検索の精度は高いと言える．

6. お わ り に

本研究では，P2P環境において分散配置されたシグネチャ情

報を用いて，多様な特徴量を用いたオブジェクト検索を実現す

る手法を提案した．分割するフレーム数を大きくすることで，

検索時におけるメッセージコストを削減できることを実験結果

から示すことができた．また，オブジェクト検索および追加の

生起確率を考慮した平均メッセージコストについても検討した．

さらに，ノード当たりのインデックスエントリ数の分布につい

ても測定し，ノード数が増加する程，偏りが減少する傾向があ

ることを確認した．さらに，オフラインノードが存在する場合



0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
slice=256slice=16slice=1

0.
0

0.
5

0.
4

0.
3

0.
2

0.
1

フォールスドロップ確率

オフラインノード確率

図 13 検索の精度

の検索の精度についても実験を行い，分割フレーム数が大きい

ほど検索精度は高いということを示した．

今後の課題として，応答時間を考慮したメッセージのフォ

ワーディング方法の提案や，実際の計算機を用いた検索時間，

追加による更新時間等の実測値を計測する必要がある．
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