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P2Pを利用した地球物理データのネットワーク横断検索・共有システム
の実現に向けて
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あらまし 我々は地球流体科学者を対象に，科学者個人が管理するデータのアーカイブサーバを容易に構築するこ

との出来る Ruby on Railsベースのパッケージ「Gfdnavi」を開発している．これを用いることにより，データの公

開から検索，分析，可視化までの一連のサービスをWeb上にて容易に提供することが出来るようになる．本稿では，

Gfdnaviを用いて公開される多くのサーバ間の横断検索を実現するための一検討を述べる．本研究ではセンターサー

バを設置せず，P2Pネットワークを利用した自律分散的な検索を目指す．Gfdnaviで共通に定義されているリレーショ

ナルスキーマを元に，DHTを利用した絞り込み検索を行うことで結果候補を所有するノードを求め，GfdnaviのWeb

サービスを介して該当ノードに問合せを行うことによって複数のノードから検索結果を取得する．
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Abstract We are developing a package ”Gfdnavi”, which can facilitate construction of data archiving servers

for the earth fluid scientists. This package is based on ”Ruby on Rails”, which is a framework for developing

database-backed web applications. Gfdnavi provide utility functions, such as metadata extraction tool, highly-func-

tional query interface and data analysis/visualization libraries. When Gfdnavi spread thoughout scientists, a lot

of Gfdnavi servers appears on the Web. In this paper, we describe one examination for a cross-search mechanism

among a lot of Gfdnavi servers on the Web. The system aims at an autonomous, decentralized retrieval system

using the P2P network without setting up a central server. The system is based on PIER [9] which is a cross search

mechanism for RDBMSs on P2P network using Distributed Hash Table(DHT), and we improve the methanism for

reducing DHT entries and query messages by using Gfdnavi query interaction pattern.
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1. は じ め に

近年の地球観測と計算機の進展により大気や水質などの数値

データは爆発的に増加している．これらの数値データは一般

的に多次元・多量であり解析・可視化して初めて意味を持つ．

NASAなどはデータセンタを設置し場合によっては数 PBにも

及ぶ地球観測データを管理し web上で公開しており，世界中の

科学者がダウンロードし利用できるようになっている．

このような背景の下で科学者個人が管理するデータは飛躍的

に増加し，また研究者個人で観測したデータそのものも大きな

容量を持っている．そこで効率の良い研究のために気軽に自分

の計算機に蓄積されたデータを検索したり，同様の研究をする

科学者に観測データを公開したりしたいという要求は高まって

いるが，個人レベルではストレージの確保や自主的なデータの

分類作業など様々な手間が掛かり，二の足を踏む科学者も多い．

そこで我々は地球流体科学者を対象に，科学者個人が管理す

るデータのアーカイブサーバを容易に構築することの出来る

Ruby on Rails ベースのパッケージ「Gfdnavi」を開発してい

る [5], [6], [7]．これを用いることにより，データの公開から検

索，分析，可視化までの一連のサービスをWeb上にて容易に



　

図 1 通信方式の対比

提供することが出来るようになる．

本稿では，Gfdnaviを用いて公開される多くのサーバ間の横

断検索を実現するための一検討を述べる．本研究ではセンター

サーバを設置せず，P2Pネットワークを利用した自律分散的な

検索を目指す．Gfdnaviで共通に定義されているリレーショナ

ルスキーマを元に，DHTを利用した絞込み検索を行うことで

結果候補を所有するノードを求め，GfdnaviのWebサービス

を介して該当ノードに問合せを行うことによって複数のノード

から検索結果を取得する．

P2Pネットワークにおける検索手法及びリレーショナルデー

タベース (RDB) の横断検索についてのサーベイを行った結果

をもとに考案した我々の構築する検索手法に関して，2節で本

研究の目的である P2P を利用したネットワーク横断検索につ

いて，3節で P2Pネットワークと検索ルーティングの種類や仕

組みについて，4節で P2Pネットワークを用いた RDB分散検

索ソフトウェアについて述べる．5節でそれらを踏まえた横断

検索機能の検討とその問題点，改善手法の提案，6節でまとめ

と今後の課題を提示する．

2. P2Pを利用したGfdnaviシステムの横断的
検索

現在開発中である Gfdnavi は RDB を用いた地球流体デー

タアーカイブサーバを比較的容易に作成することが出来るパッ

ケージである．Gfdnaviが一般配布されれば，多くの研究者に

よるアーカイブサーバが web上に出現することになるだろう．

その時，個々のサーバでの検索だけでなく，他の公開サーバと

の横断的検索ができれば研究者同士の活発な知識共有が期待出

来る．

愛媛大学の村田ら [2]は 200近くのデータ公開サーバの横断

的検索をするために中央サーバを運用し各公開サーバよりXML

形式によるデータカタログを定期的に収集している．しかし全

てのアクセスが中央サーバに集中することから，その維持管理

に膨大なコストがかかる (図 1(a)) そこで我々は中央サーバを置

かず，各 Gfdnaviサーバ同士が自立的にデータ管理・検索を行

う P2Pネットワークを用いた横断的検索を実現する (図 1(b))

実際の利用ではGfdnaviのユーザがある 1つのGfdnaviサー

バを検索する時「横断検索モード」を選ぶとそのサーバ以外の

様々な Gfdnavi サーバも検索する．この際システムでは P2P

ネットワークを用いて検索を実行しようと考えている．

3. P2Pネットワーク

P2P とは Peer-to-Peer（端末＝ Peer から Peer へ）の略語

であり端末同士の繋がりを意識したオーバーレイネットワーク

のことである．

クライアント-サーバ形式のネットワークでは，データの検

索や管理などはサーバ側に集中するが，P2P ではノード同士

の直接のやり取りが基本である．この性質を利用すると各ノー

ド（端末）の持つデータを特定のサーバにアップロードするこ

となくデータのやり取りをすることも可能になる．これはスト

レージの節約やデータ公開側の手間の削減に繋がる．

P2Pの通信形態はハイブリッド，ピュアなどの区分に分けら

れる．本研究ではピュア型 P2Pネットワークでのデータ検索・

共有を行う．　　

ピュア P2Pファイル共有ソフトウェアの検索ルーティング方

法は大きく二つ，非構造的検索のフラッディング，構造的検索

の分散ハッシュテーブル（DHT）を用いた手法に分けられる．

フラッディングは各ノードが P2Pネットワークでつながって

いるほかのノードへ連鎖的に検索依頼を広める方式である．シ

ンプルな手法であるがネットワーク内の全ノードのデータを検

索することができず，その分検索が失敗する可能性も高い．ま

た多くのノードが参加する P2P ネットワークでこの方式を工

夫なしに実行すると検索依頼だけで帯域がパンクしてしまうこ

とも考えられる．

DHTはハッシュ関数を通して算出したキーと値の組を格納

したハッシュテーブルを P2P ネットワークに参加したノード

で分散して管理し，分散ハッシュテーブルを辿って効率的に検

索を行う手法である．

ノードが P2Pネットワークに参加すると一意な IDが付与さ

れ，ノードが公開するデータに対するハッシュテーブルエント

リが生成される．エントリはデータを一意に同定する値のハッ

シュ値をキーとし，IPアドレス等のデータの所在を値とする 2

項組である．

各ノードは自分の IDと同じ・もしくは近隣のキー値のハッ

シュテーブルを管理する．またネットワーク上に存在する幾

つかの他ノードの所在情報 (スキップリスト) を管理する．検

索時は検索したいデータのハッシュ値を算出し，所在を知って

いるノードの内探しているハッシュ値に最も近い値の IDを持

つノードへ検索依頼を送る．ID やキー値の付与の仕方やハッ

シュテーブルの分散管理法，ルーティングについては Chord，

CAN，Tapestry，Kademliaなど様々なアルゴリズムがある．

DHTは効率的に全ノードのデータを検索でき，ネットワー

クへの負荷を分散する効果があるため本研究では DHTを採用

する．

4. P2Pネットワークを利用したデータベース
検索

RDB の P2P 検索を設計するに当たって，我々は P2P ネッ

トワークを利用したデータベース検索の代表的研究である

PeerDB [11]と PIER [9]について分散環境での RDB検索・共



有の構造を調査した．

PeerDBはフラッディング方式を用いた検索方式であり，一

方 PIERはDHTベースのRDB分散検索方式である．PeerDB

は各ノードのスキーマが異なる場合に対してスキーママッチン

グを行うことで柔軟に対応しているが，フラッディングの欠点

である検索キューの多さや検索結果入手の不確実性は解決でき

ない．Gfdnavi では同一のスキーマを用いることから，DHT

のデータ検索の効率性を重視して PIERをベースにすることと

した．以下 PIERについて簡潔に述べる．

4. 1 PIER

PIERはDHTを利用してネットワーク上のノードが持つデー

タベースを検索するシステムである．各ノード上にあるデータ

は全て共通のグローバルスキーマで定義されていることを想定

する．これはネットワーク監視システムのようにデータの標準

フォーマットがある程度定まっているものや，P2P上の各ノー

ドが同じアプリケーションを利用することを想定しているから

である．

具体的な検索方法は，まずノードが持つテーブルの各タップ

ルについて，テーブル名，属性名，属性値をまとめてハッシュ

化したものをキー，テーブル名，タップル番号，所持ノードの

IPアドレスといったタップルの所在情報（もしくはタップルそ

のもの）を値としてその組を DHTに分散させておく．

例えば IPアドレスが 123.45.67.89であるノードのリレーショ

ン 社員 (ID，名前，出身地) に (012，佐藤有美，奈良) という

挿入タップルがある時，以下のキーと値を分散ハッシュテーブ

ルに登録する．

key = hash(" 社員; ID; 012")，

value = (" 123.45.67.89; 社員; 012")

key = hash(" 社員; 名前; 佐藤")，

value = (" 123.45.67.89; 社員; 012")

key = hash(" 社員; 出身地; 奈良")，

value = (" 123.45.67.89; 社員; 012")

PIER の問合せ処理では，DHT による選択演算に加え，等

結合のための基本アルゴリズムに対称ハッシュ結合とフェッチ

結合を提案し，またいくつかの最適化手法を提案している．

前述の社員テーブルと給与 (ID，社員 ID，給与)テーブルを

「社員.id=給与.id」という条件で対称ハッシュ結合で結合する

場合，結合した後の中間テーブルを Nqとし，結合する属性値

を用いてハッシュ値を DHTに登録する．この時，結合する社

員テーブルのタップルと給与テーブルのタップルは同じ key値

を持つため同じノードで管理される．そこで各ノードは各々の

ハッシュテーブルにある同一のハッシュ値のタップルを結合し

て問合せを発行したノードへ返すことにより結合結果が求めら

れる．

5. Gfdnaviにおける横断検索機能の検討

本節では 4 節に述べた P2P による横断的 RDB検索手法を

参考に，Gfdnaviにおける横断検索手法について検討する．今

回は P2P による RDB 検索機能開発の初期的試みであること

から，２点の限定条件を設けることにした．

（ 1） 全てのノードにGfdnaviがインストールされているこ

とを前提とし，Gfdnavi で定義されている以下のスキーマをグ

ローバルリレーショナルスキーマとして用いる．

variables(int id，text name，text path)

spatial_attributes(int id，

int variable_id，

float longitude_lb，

float longitude_rt，

float latitude_lb，

float latitude_rt)

keyword_attributes(int id，

int variable_id，

text name，

text value)

以上のスキーマは本提案手法の説明のため実際のGfdnaviで

用いられているスキーマより簡素化し，本手法で用いる重要な

テーブルおよび属性のみを記載している．

variables は多次元配列データセットに対するメタデータで

あり，実際の生データは path属性に示されるファイルに保存

されている．

spatial attributes は variables（多次元配列データセット）

がカバーする空間領域の最小外接矩形を記述しており，(lon-

gitude lb, latitude lb)が矩形左下の座標，(longitude rt, lati-

tude rt)が矩形右上の座標を表している．

keyword attributesは variablesに関する空間属性以外の属

性であり，属性名 nameと属性値 value のペアで記述される．

時間属性もGfdnaviでは重要であるが本手法における扱いは

空間属性とほぼ同様であり，本節の例では省略している．

なお，各スキーマの詳細やスキーマ間の関連については [6]

を参照されたい．

（ 2） Gfdnaviの空間検索インタフェース（図 2）で発行さ

れる下記の問合せのみを対象とする．

空間インタフェースにて，空間領域 ((lon lb，lat lb)，(lon rt，

lat rt)) ，キーワード属性名 keyname ，キーワード属性値 key-

value が指定された場合に発行される問合せは

Select v.*

From variables v,

keyword_attributes k,

spatial_attributes s

Where v.id = k.variable_id

and v.id = s.variable_id

and overlap(

Rectangle(s.longitude_lb，

　　　　 　　　　　 s.latitude_lb,

s.longitude_rt，

　　　　　　　　　　 s.latitude_rt),

Rectangle(lon_lb，lat_lb,

　　　　　　　　　 lon_rt，lat_rt)

)

and k.name = key_name

and k.value = key_value



　

図 2 Gfdnavi の空間検索画面イメージ

である．これを P2Pで検索することを考える．

5. 1 素 朴 法

Gfdnaviがグローバルリレーショナルスキーマを持つことか

ら，我々は DHT方式の RDB検索手法である PIERをベース

に Gfdnavi向けに特化した素朴法を考え，その手法に対する問

題点を議論した後，改良を行うこととした．

まず素朴法の概要を示す．前節に述べた問合せにおける処理

は以下の手順で行われると考えられる．

（ 1） spatial attributes に対する問合せ条件を元に　選択

演算を行う

（ 2） keyword attributesに対する問合せ条件を元に　選択

演算を行う

（ 3） spatial attributes, keyword attributes の variables

への外部キー variable idを用いて 3つのテーブルを結合する

（ 4） variablesの属性のみを射影して検索結果とする

これに対し，我々は 2 段階の処理を経て問合せを行うことと

した．

Step1: spatial attributes及び keyword attributesに対する

選択演算を DHTを用いて行い，該当タップルを所有するノー

ド (以下該当ノードと呼ぶ)の URLを取得する．

Step2: 該当ノードに対して問合せを発行し，検索結果を収集

し表示する．

以下，各 Stepにおける具体的な処理について述べる．

【Step1：DHTによる選択演算】

まず spatial attributes および keyword attributes に対する

選択演算をDHTを用いて行う．そのために，あらかじめ各ノー

ドは keyword attributes 及び variables テーブルの各タップ

ルに対し，

key =hash(”テーブル名；属性名；属性値”)

value =”URL；variable id”

の規則に従って分散ハッシュテーブルにエントリを登録する．

spatial attributes における問合せ条件文は範囲検索によるも

のであるが，ハッシュ値による検索は完全一致の問合せには対

応出来るものの範囲検索等には対応出来ないという問題点があ

　

図 3 緯度経度の分割と座標の交換

る．そこで我々は図 3に示すような緯度経度の 2次元空間を 20

度ずつに分割したブロックを作成し，緯度経度の範囲をブロッ

ク番号で表してハッシュテーブルに登録することとした．図 3

の例は，実際には空間検索で指定した２点の座標が囲む範囲を

ブロック番号に変換し，ハッシュテーブルに登録する考え方を

示している．

Step1 では spatial attributes 及び keyword attributes の

選択処理をするために，分散ハッシュテーブルから hash(”テ

ーブル名；属性名；属性値”) を持つノードの IPアドレス及び

タップル IDを取得する．

図 4 は問合せ処理の手順を示したものである．こ

の例では spatial attributes に対する問合せ条件から，

hash(”spatial attributes；N0；E1”)，hash(”spatial attributes

；N0；E2”)…と図中の＊に関する全てのブロックに対応する

キーについて検索を行う．この例ではその結果から，ノード

A,B,E,F が図中に示す該当タップルを所持していることが判

明する．同様に keyword attributes に対する問合せ条件から

hash(”keyword attributes；description；ozone”)というキー

を用いて検索をし，その結果からノードA,D,Eが図中に示す該

当タップルを所持していることが求められる．この問合せでは

spatial attributesと keyword attributesの条件は AND関係

であるため，どちらの条件にも当てはまるノード A,E を該当

ノードと判断する．

【Step2: 該当ノードへの問合せ】

Step1で求められた該当ノードに対し問合せを発行し検索結

果を収集する．図 4の例では Step1にてノード A,Eが検索に

該当するタップルを持っていることがわかっているので，それ

らのノードに対し前節に述べた問合せを発行し結果を取得する．

Step2において PIERが提案している結合方式を用いていな

いのは，対象としている問合せで用いられている結合処理は外

部参照関係にある属性動詞の等結合であるため，ノードをまた

いだ結合処理を行う必要がない単純なものだからである．つま

りいくつかの選択処理を行うことによって該当ノードの数を絞



　

図 4 問合せ処理の流れ

り込み，後は該当ノードに直接検索をする手法をとっている．

また，対象としている問合せの場合には，Step1 で登録し

たエントリの value値に variable idだけでなく，variablesの

タップル全部を含めてしまえばもっと効率よく処理出来る．本

手法でそうしない理由は今回対象としている問合せ以外に今後

対応していく時に，必ずしも検索結果を value値に入れられる

とは限らないためである．

また，Step1で variable idまでわかっているのに，Step2に

てもう一度問合せを各ノードで処理するのは，ある 1ノードに

該当タップルが多数あった場合にそれらを id から呼び出すよ

りも，もう一度問合せを処理してその結果を受け取ったほうが

通信の負荷がかからなくなるためである．

5. 2 素朴法の問題点

素朴法を用いた場合に，考えられる問題点は以下の 2 点が

ある.

1 Step1にて該当ノードがほとんど絞り込めない場合，多く

のノードに問合せを発行しなければならない．

ユーザの行う問合せは，とりあえず最初に空間属性だけ指定

して何件帰ってくるか様子を見る，というようなことも考えら

れる．そのような問合せの処理を素朴法で行う場合，ほとんど

のノードが該当タップルを持つことになり，ノードが絞られな

いままほぼすべてのノードに問合せを発行するという事態にな

りかねない．

2 DHTに登録するエントリ数が膨大になる恐れがある．

これは空間情報の切り分け方や 1つのデータが持つキーワー

ド属性の多さが原因で起こると予測される．たとえば，ネット

ワーク上に 100 台の Gfdnavi サーバが存在し，各ノードの所

持データの平均を 20ファイル，データがカバーしている空間

範囲のブロック数の平均を 6ブロックとすると DHTに登録さ

れるエントリ数は spatial attributesテーブルのものだけでも

12000個に及ぶ．

5. 3 改良法の提案

前段の素朴法の問題点を緩和する方法をそれぞれ提案する．

（ 1） ノード数が絞り込めないことに関する対処法

Gfdnaviではユーザが入力した問い合わせの結果が多数ある

場合結果をそのままリスト表示するのではなく，そこから更に

詳細な絞込検索を促すような検索インタラクションを設計して

おり [6]，空間属性に対する検索における該当データのグループ

化表示，更にグループを細分化しての再表示を GoogleMap上

で行える機能を持っている．

これを利用し問合せを発行するべきノード数が絞り込めない

場合への対処案を提案したい．まず素朴法で検索し取得した

value にはデータを持っているノードに対応する URL，その

ノード内でデータに対応している一意な variable id の情報が

ある．それらを用いて検索条件に当てはまるデータが各ノード

に幾つあるのか，総じて検索条件に当てはまるデータがネット

ワーク全体に幾つあるのかを調べることが可能である．

絞込みで該当データが一定数以下でなければ Step2に進まず，

データ数をインタラクティブに表示しユーザに更なる絞込みを

促すようにする．十分に該当データが絞られたところで Step2

へ進むことにより該当ノードも絞られることになる．

上記の処理のイメージを表したものが図 5である．

spatial attributesの緯度経度情報はブロック化されDHTに

登録されているため空間条件を含む絞込みをした場合，検索イ

ンタラクションを用い地図上に該当データの数をブロックごと

に数字で表示する．

ブロックをクリックすると細分化した分布を表示したり検索

条件範囲として指定出来たりするようにする．キーワード条件

のみの絞込みをした場合はキーワードの属性名，属性値，該当

データ件数を表示する．

ユーザが入力した検索条件から keyを生成し DHTに検索を

かける．

図 5では返って来た valueから算出したデータ数が一定数以

下でなかったので，検索インタフェースの地図上にユーザが設

定した空間条件内のブロックごとのデータ数の分布を表示する．

この時実際に DHTに登録したブロックよりも大きな区切り

でのデータ分布が表示されているイメージである．こうするこ

とにより DHTに登録したブロックの区切りまで選択細分表示

が出来るようになっている．

ここでは丸で囲まれた空間とキーワード条件を検索条件とし

て再設定し再び DHTに検索を掛けている．

このように素朴法の基本的な手法は変えず，問合せを発行す

るノードの数をある程度減らす働きかけをするために Step1を

繰り返す．十分ノード数が絞り込めた後 Step2に移行し問合せ

を発行する．

（ 2） エントリ数の多さに関する対処法

素朴法のように spatial attributesの空間情報を個々のデー

タごとに登録するのではなく，あるブロックをカバーしている

データが幾つあるかを求め，valueを”URL；その URL内でブ

ロックをカバーしているデータの個数” として，つまりブロッ

クごとのデータ分布数の情報を登録する．

図 6は改良法 2での空間情報の DHTへの登録の流れを示し

ている．あるノードが所持している 4 つのデータについて空

間情報をブロックに書き換え，ブロックごとにカバーしている

データの個数を数えると図のようになっている．各ブロックを

DHT に登録する時はデータ所持ノードの URL とその個数を

valueにする．



　

図 5 改良法 1 での処理例

　

図 6 改良法 2 における空間情報の DHT への登録

検索条件として緯度経度を与えると valueから該当データを

所持しているノードの URL と該当データの最大数が分かる．

この手法では 1つのノードが DHTへ登録する空間情報のエン

トリ数が空間ブロックの切り分け方に依存しているのでエント

リ数の上限が分かる．緯度経度を 10度ごとのブロックに分け

たとすると地図全体では 18× 36=648ブロックになるのでど

んなにノードに所持データが増え spatial attributesテーブル

の空間属性に関するタップルが増えたとしても DHTに登録す

る空間情報のエントリ数は常に 648個以下になる．予測の範囲

内でエントリ数を調節出来るので対処法 1と比較すると容易に

細かいブロックの区分けが出来る．対処法 1のような検索イン

タフェースを利用した表示や選択細分化表示には，より少ない

DHTのエントリ数で細かいレベルまでの表示が可能となる対

処法 2は向いていると言える．

しかし素朴法の keyword attributes との複合絞込みにおい

て必要だった variable id をこの対処法では value に載せてい

ないので複合絞込みがノード URLの比較でしか出来ない．こ

のため該当ノードを絞り込む精度は素朴法や改良法 1より低く

なる．

AND条件で絞り込んだ時あるノードが持っているデータ A

にのみキーワード条件が当てはまり，データ Bにのみ空間条件

が当てはまる場合，このノードは該当ノードとして数えられて

しまう．

　

図 7 インタフェース表示時の工夫

また表示する件数はあくまでもデータの最大数である．ネッ

トワーク上にあるノードがそれぞれ多くのデータを持ち，その

データのほとんどがカバーしているブロックを主要な検索条件

にすると，問合せを発行するノード数の絞込みという点での目

安が薄れてしまう．

対処法 2 で空間条件の絞込みを行うと地図上に表示される

数字が実際のノードやデータ数に対し大きくなり過ぎてしまう

こともあるという懸念に関する改善案として，空間条件とキー

ワード条件の AND検索であった場合ブロックごとの該当デー

タ数を地図上に表示する際，キーワード条件に該当したデータ

件数までしか表示しないようにするという方法を考えている．

ブロック上に表示されている該当件数がキーワード条件の該当

件数よりも多い場合は，両方の条件で絞込みをした場合に当然

キーワード条件の該当件数以下になることを利用し，正確な数

の表示ではないものの，どちらかの条件だけを用いた場合より

は該当件数を減らすことができる．

図 7の例ではキーワード条件に該当したデータ数は 20件で

ある．空間条件とキーワード条件に該当した valueの URLを

比較して ANDをとった結果，検索範囲にはそれぞれ 31，22，

15，12件該当するものがあると表示されているが，実際該当す

るデータの上限は 20件なので 31，22件該当するということは

有り得ない．よってそれぞれを 20に修正し表示する．

6. まとめと今後の課題

Gfdnaviで扱おうとしているデータは膨大であり，従来のク

ライアント-サーバ方式ではサーバを設けるコストや帯域の圧

迫の問題がある．それらの問題を解消するため Gfdnavi の横

断検索機能を P2Pで実現しようと考えた．その具体的な内容

は Gfdnavi で定義されているリレーショナルスキーマを元に

DHTを用いた絞り込み検索を行った後，改めて求めるデータ

を所持しているノードに問合せを発行するというものである．

今後は本システムの実用性と懸念事項への耐性を調べるため

に実験を行う予定である．実験では個々にデータを持ちGfdnavi

サーバを立ち上げているノードを数台用意し，5節に示したそ

れぞれの手法を採用した時 DHTに登録したエントリ数やユー

ザが欲しいと思うデータに辿り着くまでに問合せを発行した

ノードの総数を求め比較する．この結果を元に 5.2節で懸念し

ていた素朴法の問題点を改良法がどれだけ改善出来ているかを

検証する予定である．

実験結果をふまえどの機能を取り入れ強化するべきなのか模

索し，将来的なGfdnaviへの組み込みを意識してバランスの取



れた動作をするシステムを構築したい．
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