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レプリカを用いた索引分散管理システム

中山 達也† 樋口 健† 都司 達夫†

† 福井大学工学研究科 〒 910–8507 福井県福井市文京 3–9–1
E-mail: †{nakayama,higuchi,tsuji}@pear.fuis.fukui-u.ac.jp

あらまし 今日，データベースシステムは大規模なデータを管理し，高速に処理することが求められている．データ

ベースシステムでは検索の高速化のために索引が広く用いられている．一方，分散システムにおいては，処理効率の

向上のためにデータの複製（レプリカ）を用いることがある．レプリカを用いることで，検索を高並列に処理可能と

なり，応答時間の改善が予想される．さらに，データの一部が破損した場合，レプリカを用いることで停止すること

なく処理の継続が可能となる．しかし，レプリカを用いる分散システムでは，データとそのレプリカの同期が必要と

なる．本論文において，レプリカを用いた索引分散管理システムを提案する．レプリカを用いた索引分散管理システ

ムでは，索引とそのレプリカの同期を保持することが可能である．並列計算機上に実装したレプリカを用いた索引分

散管理システムでの実験により，レプリカを用いたことによる優位性の検証を行う．
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Abstract Today, database systems have to manage large scale data and more quick response is desired. For faster

data retrieval, an index is generally used. Using replicas is one way to improve the performance of a distributed

system. By using replicas, queries can be processed in highly parallel, and it is expected that the response time is

improved. Moreover, a system using replicas can keep on processing without stop, even if some parts of the data

are broken. But systems using replicas need the method for data synchronization of replicas with the corresponding

original data. In this paper, a distributed index system using replicas is proposed. The distributed index system

using replicas can preserve the data end. By experiment of the distributed index system using replicas implemented

on paralell computer, the improvement of the performance of the system is proved.

Key words object-oriented database, complex object, distributed index system

1. は じ め に

今日，データベースシステムでは，大規模で複雑なデータを

管理することが求められている．同時に，これらデータに対す

る高速な処理が要求されている．オブジェクト指向データベー

スでも同様であり，複雑な参照関係を持つ複合オブジェクト集

合を効率よく管理し，それらを高速に検索する手法が要求され

ている．その 1つの解決法として，[1]では複合オブジェクト間

の参照関係をマルチインデックス手法で索引化し，その索引を

メッセージ通信非共有メモリ型並列計算機上に分散配置し，並

列処理を行うことで高速化を図る索引分散管理システムが提案

され，検証されている．索引分散管理システムでは，オンライ

ン更新 [1]，オンライン再編成 [2] [3] [4] が可能であり，各要求

に対して高並列に処理可能となっている．しかし，データが大

規模になり参照関係の数が大量となる場合は，索引に対する処

理も非常に高負荷になることが予想される．また，索引はデー

タ本体から再構築可能ではあるが，非常に大規模な索引を再構

築することは高コストであり，再構築中に索引を使用できない

ことによる不利益が非常に大きくなると予想される．したがっ

て，データ本体のシステムと同様に，索引システムにおいても

障害時に停止することなく稼動することが求められる．

そこで本論文では，データ本体のシステムがデータのレプリ

カを用いることでこれらの状況に対処するのと同様に，索引の

レプリカを用いることで高速化と耐故障性の向上を目的とする，

レプリカを用いた索引分散管理システムを提案する．

一般的に，レプリカを用いたシステムにおいては，データと



レプリカの同期が問題となる [5] [6]．したがって，データ更新

にはレプリカを同期させるための何らかの処理が必要となり，

それによって他の処理に影響が及ぶ場合がある．しかし，索引

分散管理システムにおいては，オンライン更新機能が提案され

ており，データと索引の同期性と一貫性を保持するために，指

定された順序で各要求を処理することが可能である．この更新

手法を用いることにより，索引更新時に同期性を崩すことなく

レプリカの更新を行うことが可能である．並列計算機上に実装

したレプリカを用いた索引分散管理システム上での実験により，

レプリカを用いることによる検索処理の効率化と，索引更新時

の同期のための処理による他の処理への影響の検証を行う．

2. 複合オブジェクトと索引

以下では，対象とする複合オブジェクト，索引及び検索につ

いての定義を行う．

2. 1 複合オブジェクト

複合オブジェクトの検索パス式を

P = C1A1A2・・・AN

とし，N をこの検索パスの長さと定義する．ここで，Aj はク

ラス Cj の属性であり，1 <= j < N ならば，その参照の定義域

は Cj+1 とする．各 Aj は単一のオブジェクトとは限らず，オ

ブジェクト集合も許す．つまり，Aj がクラス Ci の属性値とし

て複数のオブジェクトを参照することもできる．また，P の値

を次のように定義する．

o1o2・・・oN+1

o1o2・・・oN はそれぞれ C1, C2,・・・，CN のインスタンスである．

oj（1 < j <= N）はオブジェクト oj−1 の属性 Aj−1 についての

値であり，oN+1は単純値またはオブジェクト ID（以下，OID）

である．P の値の集合を OP と表記する．なお，本論文におい

ては検索パス式は 1つに限定し，クラス Ci（1 <= i <= n）はそれ

ぞれ異なるクラスとする．任意の異なる 2つのクラスのインス

タンス集合は共通部分を持たないものとする．また，各 Ci 間

の参照関係が，独立したオブジェクト同士の参照関係であるか，

内包関係であるかは，索引上において何ら違いはないため，オ

ブジェクト間における関係の種類は特に限定しない．

2. 2 マルチインデックス

複合オブジェクトに対するマルチインデックスとは，オブ

ジェクトの直接的な参照関係の逆関係をそのまま索引要素とす

るもので，検索はその索引要素を順に検索していくことで行わ

れる（リバーストラバーサル）．オブジェクト oj の属性 Aj の

値（集合値の場合はその要素）が oj+1 であるとき，

〈oj , oj+1〉

を P の索引要素という．ここで，oj+1はキー値，ojはデータ値

である．ただし，実際の索引要素では，キー値，データ値共に

OIDを用いる．また，IP を全ての索引要素の集合とし，クラ

ス ci のインスタンスである OIDをキー値とする索引要素の集

合を IPi，AN の値をキー値とする索引要素の集合を IPN+1 と
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する．マルチインデックスにおける検索要求として「属性 AN

の値が要素 oN+1 であるようなオブジェクトを，検索パス式 P

において参照している C1 のインスタンスを求める」が与えら

れた場合，それは，

o1o2・・・oNoN+1 ∈ OP

となる C1 のインスタンス o1 の集合を求めることであり，IP

を用いて

〈oN , oN+1〉,〈oN−1, oN〉,・・・,〈o1, o2〉

のようにオブジェクトの逆参照関係から求めることである．

3. 索引分散管理システム

以下では，索引分散管理システムの構成と検索・更新処理に

ついて述べる．索引分散管理システムを構築する環境としては，

メッセージ通信非共有メモリ型並列計算機を仮定する．対象オ

ブジェクトのクラスとそのインスタンスには，それぞれクラス

ID（以下，CID）とインスタンス ID（以下，IID）を割り当て，

この 2つを対にしたものを OIDとして構成する．また，各プ

ロセッサエレメント（以下，PE）での処理は 1 プロセスの逐

次処理とする．このような並列処理環境において，負荷分散並

列処理を行うために IP を分割し，各 PEにそれぞれ格納して

管理する．ただし，索引を分割・分散配置する際に「同じキー

値の索引要素は同じ PEで管理する」という以外の制限は加え

ない．したがって，IPi に対して様々な種類の格納を行えるた

め，自由な索引分割が可能となる．

3. 1 システムの構成

索引分散管理システムにおいて，PEはその処理内容により

HOST，検索 PE，DETECTORの 3種類に分類される．以下

に，それぞれの PEにおける処理の概要を示す．また，図 1は

索引分散管理システムの処理の流れを表す．なお，索引分散管

理システムは索引を管理するシステムであり，その索引の元で

あるオブジェクトデータ本体を管理するシステムについては特

定しない．

3. 1. 1 HOST

検索・更新要求など外部からの処理要求を検索 PEに送信し，

処理結果を集計して最終的な終了判定を行うための PE であ

る．このとき，外部からの処理要求に対して要求識別子（以下，



RID）を発行する．RIDには自然数を用い，処理要求に対し昇

順に付加する．また，処理要求として送信したメッセージの情

報を DETECTORに送信する．実験で使用するシステムでは，

外部からの処理要求を受信してから検索 PEに処理要求を送信

するまでの各処理と，処理結果を集計して最終的な終了判定を

行う処理を，2つの PEを用いてそれぞれに処理させることで

HOSTにおける処理負荷を分散させる．

3. 1. 2 検 索 PE

分割された複合オブジェクト索引を管理し，実際に検索・更

新要求の処理を行う PEである．各要求の処理手順については，

3. 2節，3. 3節で示す．

3. 1. 3 DETECTOR

DETECTOR（以下，DE）は，HOSTから発行された要求に

対する処理の終了判定を行うためのPEである．DEは，HOST，

検索 PE，DEより得られた IPi に関するメッセージの送信数，

受信数の情報を用いて，RID 毎に IPi の処理が終了したかど

うかを判定する．これは，検索パス式の検索処理の方向が一定

であることから，「IPi+1 に対し行われた検索によって得られる

検索結果の OID数は，その次に検索を行う IPi に対する検索

要求の OID数と同じ」ということを利用する．つまり，IPi に

関する検索処理は，IPi+1 に関する処理が全て終了し，かつ，

IPi に対する検索要求のメッセージ総数と IPi+1 の検索結果と

して送信されたメッセージ総数が等しい場合に限り終了したと

判定される．ただし，i = N + 1の場合，「IPi+1 に関する処理」

は HOSTの検索要求の送信処理であり，「IPi+1 の検索結果と

して送信されたメッセージ」は HOSTからの検索要求である．

また，i = 1の場合，「IPi への検索要求メッセージ」は HOST

に送信する検索結果である．この性質を用いて検索の終了を判

定する．なお，本論文においては，1つの処理要求についての

終了判定は 1つの DEで全てを行う．このとき，ある RIDを

付加された処理を管理する DEは，ハッシュ関数を用いて決定

する．

3. 2 検 索 処 理

索引分散管理システムにおいて分割された索引に対する検索

処理は，以下の（1）～（5）の手順で実行される．

（ 1） HOSTは，検索条件中のAN の値をキー値とする索引

要素が格納されている検索 PE に対して検索要求を送信する．

また，各検索 PEに送信したメッセージの総数をDE に送信す

る．このメッセージの総数は，DE が各検索 PEより受信する

メッセージの総受信予定数となる．

（ 2） 各検索 PEは検索要求が到着したならば，その検索条

件の OIDを自分が管理する IP の部分索引で検索する．

（ 3） 各検索 PE において（2）における検索結果が，クラ

ス C1 のインスタンスの OIDならば，HOSTに検索結果とし

て送信する．そうでない場合，その OIDをキー値とする索引

要素を管理する検索 PEに対し，その OIDを検索条件とする

検索要求を送信する．また，各検索 PEは，到着した受信メッ

セージの総数と，他の検索 PEに送信したメッセージの総送信

数を DEに送信する．DEは，HOST及び検索 PEより受信し

たメッセージを元に IPi 単位で終了判定を行う．

（ 4） 各検索 PE に対して検索要求がある限り（2）と（3）

を繰り返す．

（ 5） 全ての検索 PEの処理が終わり，HOSTに全ての検索

結果が到着したならば検索終了となる．

ここで，（1）及び（3）において検索要求の送信先 PEを特定

する必要がある．つまり，索引要素がどの PEで格納されてい

るかの情報が必要となる．本論文では，ハッシュ関数を用いて

索引の分割を決定し，それと同じハッシュ関数を用いて送信先

PEを決定する方法を用いる．

3. 3 更 新 処 理

索引の更新に関しては以下の（1）～（6）の手順で実行され

る．ただし，更新要求は IPi に属する索引要素を更新対象とす

る．更新としては，データの整合性を保つために「更新要求の

RIDより小さな RIDを付加した要求全てにおいて，更新対象

となる索引要素が属する IPi に対する処理が終了すること」が

求められる．

（ 1） HOST は，更新要求に対して検索要求と同じように

RIDを付加する．

（ 2） HOSTは，更新要求を更新対象の索引を管理する検索

PEに直接送信する．また，更新要求に付加した RIDを管理す

る DEに，更新要求が送信されたことを知らせるメッセージを

送信する．

（ 3） HOSTからメッセージを受信したDEは，他のDEに

対して上述の更新条件を満たしているか確認のメッセージを送

信する．他の DEは，この条件が満たされたときに，確認メッ

セージを送信してきた DEに対してメッセージを返す．全ての

DEにおいて更新条件が満たされたとき，更新要求を管理する

DEは，更新対象の索引を管理する検索 PEに更新許可を送信

する．

（ 4） 更新要求を受信した検索 PEは，DEからの更新許可

を受信するまで更新をせず，更新許可を受信してから更新を行

う．なお，更新許可を受信するまで更新要求を保持している検

索 PEは，以下の条件の場合のみ検索を行う．

• 更新要求の RIDより小さな RIDを持つ処理要求．

• 更新対象の索引要素の属する IPi に属さない索引要素に

関する処理要求．

（ 5） 更新許可を受信した更新対象 PE は更新処理を行い，

その終了を HOST，DEに伝える．

（ 6） 更新終了のメッセージを受信したDEは，HOSTに更

新終了メッセージを送信する．

この終了判定及び索引更新手法により検索処理と更新処理が

同時実行可能なシステムとなる．つまり，更新処理は検索 PE

における IPi 単位で排他ロックが行われ，他の索引要素には

全く無関係に処理が可能となる．また，検索 PEについてはア

イドル状態に陥らずに何らかの処理が可能となる．ただし，索

引分散管理システムにおける排他ロックは，実際に索引を排他

ロックするのではなく，処理要求を保留として取り扱う．

4. レプリカを用いた索引分散管理システム

索引のレプリカ（以下，レプリカ索引）とは，索引分散管理
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システムで管理している索引 IP（以下，オリジナル索引）を

複製したものである．説明のため，オリジナル索引，レプリカ

索引と呼び分けを行うが，これらは全く同等なものであり処理

方法や管理方法の違いはない．また，レプリカを用いた索引分

散管理システム（図 2）では，オリジナル索引に対して複数の

レプリカ索引を用いることもでき，オリジナル索引を含めた各

索引にはそれぞれ異なる索引番号が付加されているものとする．

また，オリジナル索引とレプリカ索引の総数を索引数と呼ぶこ

とにする．以下では，レプリカを用いた索引分散管理システム

における各索引の配置及び検索・更新処理について記述する．

4. 1 索引の配置

索引分散管理システムにおいて，索引要素の配置条件は「同

じキー値の索引要素は同じ PEで管理する」という制限のみで

あった．レプリカを用いた索引分散管理システムではこれを変

更して，「同じキー値の索引要素は同じ PE で管理する．ただ

し，オリジナル索引の索引要素とその索引要素を複製したレプ

リカ索引の索引要素は，各々異なる PEで管理しなければなら

ない」と定める．これにより，1つの索引要素を複数の PEが

管理することになるので，処理を分散させることができる．各

索引の分割の決定には索引番号によって異なるハッシュ関数を

用いて分割の決定を行うことで実現される．

4. 2 レプリカを用いたシステムにおける検索処理

索引分散管理システムでは，1つの索引要素は 1つの検索 PE

に管理されているので，検索要求の送信先は指定された検索要

求中の OID と索引分割時に用いたハッシュ関数によって決定

されていた．一方，レプリカを用いたシステムでは，複数の検

索 PEが同じ索引要素を管理している．そのため，検索要求を

送信する際に同じ索引要素を管理する複数の検索 PEから 1つ

を選択（以下，経路選択）する必要がある．なお，検索処理の

手順は経路選択を行うこと以外は，3. 2節で示した索引分散管

理システムの検索処理手順と同じである．以下では，経路選択

方式について示す．

4. 2. 1 経路選択方式

本論文では，経路選択として 2種類の方式を提案する．1つ

目の方式は，HOSTおよび各検索 PEにおいて OID毎に検索

要求送信先を，対象となる索引要素を管理する検索 PEの中か

らランダムに決定する方式（以下，Random方式）である．2

つ目の方式は，各検索要求においてそれぞれ指定された索引の

みを用いて処理を行う方式（以下，Group方式）である．各検

索要求に用いられる索引は，HOSTにおいてオリジナル索引，

レプリカ索引に付加した索引番号を順に選択することで指定さ

れる．また，レプリカを用いたシステムでは次に使用する索引

要素が同じ検索 PE内に存在し，それが上述の方式で選択した

索引要素とは異なる場合がある．このとき，同じ検索 PE内に

ある索引要素を優先的に使用する場合は，他の検索 PEへ送信

するメッセージサイズの縮小，あるいは，通信回数の削減が見

込める．一方で，Random方式，Group方式で選択した通りの

索引要素を使用する場合は，検索 PEに対する検索処理の負荷

を分散させることが見込める．

実験では，Random方式，Group方式のそれぞれに対し，同

じ検索 PE内にある索引要素を優先的に使用する「通信コスト

削減型」と，経路選択方式で選択した通りの索引要素を使用す

る「処理負荷分散型」を考慮して，以下の 4種類の方法を検証

する．

• 通信コスト削減型：Random方式

• 処理負荷分散型　：Random方式

• 通信コスト削減型：Group方式

• 処理負荷分散型　：Group方式

4. 3 レプリカを用いたシステムにおける更新処理

一般的な分散システムにおける更新処理は，更新を行うデー

タ全てに対しロックを取得するなどの同期処理を行い，同時に

更新処理を行うといった方法が用いられる．しかし，この方法

ではレプリカ数が増えた場合には，非常に大規模な索引部分の

ロックが必要になり，データ更新時の他の処理への影響が大き

くなることが予想される．そこで，これらの同期処理時の問題

を解決するために，更新対象となる各索引の索引要素を異なる

ものとして扱い，それらに対する更新を連続に行うことにより，

更新対象の索引要素を一括してロックすることなく更新処理を

行う方法を用いる．つまり，HOSTにおいて更新要求を各索引

の更新対象となる索引要素数分コピーし，それら更新要求に対

して連続する RID を付加する．この処理を，3. 3 節で示した

索引分散管理システムにおける更新処理の手順（1）に加える．

索引分散管理システムにおいては，RID順と等価な処理順で処

理が行われるため，連続する RIDの更新は連続して行われた

のと等価な順で処理される．したがって，同じ参照関係から作

成された索引要素集合は，同時に更新されたのと等価となる．

また，索引分散管理システムはオンライン更新が可能であるた

め，これらの更新処理の連続要求は並列に処理され，他の処理

への影響をほとんど及ぼさないことが予想される．

5. 評 価 実 験

ここでは，提案したレプリカを用いた索引分散管理システム

を実装し，従来の索引分散管理システムとの比較による評価結

果を示す．なお実験は，並列計算機 Sun Fire E4900（コア数：

24，メモリ：48GB）を使用して評価を行う．

5. 1 評 価 条 件

評価実験における条件を以下に示す．



5. 1. 1 対象オブジェクト

以下の複合オブジェクト集合を対象オブジェクトとして用意

する．

• 索引対象となる複合オブジェクトは，クラス数を 6，各

クラスのインスタンス数を 500000．

• 各オブジェクトは 0から 2個のオブジェクトを参照する．

オブジェクトの参照数及び参照先オブジェクトはランダムに決

定され，2個の場合は異なるオブジェクトを参照する．

5. 1. 2 索引分散管理システム

実験で使用する索引分散管理システムは，以下のような構成

からなる．

• HOSTを 2個（要求発行用と終了判定用），検索 PEを

12個，DEを 3個用意する．

• 検索要求は随時 HOSTに送信されてくるものとする．

• 通信に MPIライブラリ，索引要素の格納には 2次記憶

上の B+ 木を使用する．

また，レプリカ索引は 0から 5個使用し，レプリカ索引数が

0個の場合を従来の索引分散管理システムの処理結果とする．

5. 1. 3 評 価 項 目

以下のような項目について，4. 2. 1項で記述した 4種類の経

路選択方式それぞれにおける，従来の索引分散管理システムと

レプリカを使用した索引分散管理システムとの比較評価を行う．

（ 1） 検索要求のみの場合についての比較

・ 検索要求数：50

・ 検索要求 1 件に含まれる OID 数：2500(Case a-1)，

5000(Case a-2)，7500(Case a-3)，10000(Case a-4)の 4種類

（ 2） 検索要求と更新要求を発行する場合の比較

・ 検索要求数：50，更新要求数：5

・ 検索要求 1 件に含まれる OID 数：2500(Case b-1)，

5000(Case b-2)，7500(Case b-3)，10000(Case b-4)の 4種類

・ 検索要求に対して更新要求を等間隔に発行する．

（ 3） 一部の索引に対する検索要求が集中した場合の比較

・ 検索要求数：5000(Case c-1)，10000(Case c-2) の 2

種類

・ 検索要求 1件に含まれる OID数：5

・ 各検索要求に含まれる OID は，Case c-1，Case c-2

のどちらも全て同じ値とする．

5. 2 実 験 結 果

Case a-1から Case c-2までの各実験の結果を，図 3から図

12にそれぞれ示す．ここで，図における「Random1」，「Ran-

dom2」，「Group1」，「Group2」はそれぞれ順に，「通信コスト

削減型：Random 方式」，「処理負荷分散型：Random 方式」，

「通信コスト削減型：Group方式」，「処理負荷分散型：Group

方式」のことを表す．

図 3，図 4，図 5，図 6より，Random方式，Group方式の

どちらも通信コスト削減型では処理速度の向上が見られ，処理

負荷分散型では従来の索引分散管理システムとほぼ同じ処理時

間となることが分かる．これは，検索要求に含まれる OID及

び索引対象となる複合オブジェクトの参照関係をランダムに決

定していることや，各検索要求に含まれる OID数が同じであ
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図 3 実験結果 (Case a-1)

Fig. 3 Experimental Result (Case a-1)
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図 4 実験結果 (Case a-2)

Fig. 4 Experimental Result (Case a-2)
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図 5 実験結果 (Case a-3)

Fig. 5 Experimental Result (Case a-3)

ることから，どの方式においても検索処理の負荷が十分に分散

されていることが考えられる．そのため，処理負荷分散型の特

性が処理速度に反映されなかったものと考えられる．通信コス

ト削減型においては，上述にある処理負荷が十分に分散してい

ることに加え，使用する索引を決定する際の計算処理が少ない

ため，Group方式の方が Random方式より多少良い結果が得

られた．また，要求に含まれる OID数が大きくなると，通信

コスト削減型の Random方式，Group方式においても，処理

速度向上の割合が減少することが分かる．これは，全ての検索
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図 6 実験結果 (Case a-4)

Fig. 6 Experimental Result (Case a-4)

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

0 1 2 3 4 5

To
ta

l e
xe

cu
tio

n 
tim

e 
[s

ec
]

The number of replicas

Random1
Random2

Group1
Group2

図 7 実験結果 (Case b-1)

Fig. 7 Experimental Result (Case b-1)
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図 8 実験結果 (Case b-2)

Fig. 8 Experimental Result (Case b-2)

PEに対して常に検索要求が送られてきている状態となること

から，従来の索引分散管理システムにおいても要求待ちによる

アイドル状態がほとんど起こらないためと考えられる．

更新要求を含む場合についての処理結果である図 7から図 10

は，それぞれ図 3から図 6とほぼ同じような結果となった．た

だし，比較的負荷が低い Case a-1 と Case b-1 との比較では，

索引数が多い場合は総処理時間にやや悪化が見られる．これは，

索引数が増えたことにより，多くの検索 PEが複数の索引を管

理することになり，複数の更新要求を連続的に行わなければな
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図 9 実験結果 (Case b-3)

Fig. 9 Experimental Result (Case b-3)
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図 10 実験結果 (Case b-4)

Fig. 10 Experimental Result (Case b-4)
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図 11 実験結果 (Case c-1)

Fig. 11 Experimental Result (Case c-1)

らなくなるため，負荷の低いような状況ではその差が現れたも

のと思われる．したがって，全体的な傾向としては，レプリカ

を用いたシステムにおける更新処理のコストは，従来のシステ

ムと同様に非常に小さなものとなり，レプリカ索引を用いるこ

とで起こる同期処理などは処理時間にあまり影響しないことが

分かる．

負荷に偏りが生じるような検索要求を与えたCase c-1，Case

c-2 の場合，図 11，図 12 より，全ての経路選択方式において

レプリカ索引を用いたシステムは，従来のシステムに比べて処
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図 12 実験結果 (Case c-2)

Fig. 12 Experimental Result (Case c-2)

理時間が短縮していることが分かる．これは，レプリカ索引を

用いることで検索処理の負荷が分散し，システム全体の処理効

率が向上したものと考えられる．

6. ま と め

複合オブジェクトに対する索引分散管理システムにおいて，

レプリカ索引を各処理に用いることを提案し，従来の索引分散

管理システムとの比較による評価・検証を行った．レプリカ索

引を索引分散管理システムに用いることで，通信回数の削減や

負荷分散といった要因により，検索にかかる処理時間の短縮を

図ることができた．また，レプリカ索引を用いることにより考

えられる更新処理時の同期などの問題に対しては，従来の索引

分散管理システムの特徴であるオンライン更新機能を利用する

ことで，新たな同期処理を加えることなく索引の一貫性を保つ

ことができ，他の処理への影響も大きくないものとなった．

今後の課題として，レプリカ数が多くなった場合の更新時の

効率化と，再編成処理時における応答時間の向上について検証

する．また，検索 PE数を変化させた場合における処理時間の

影響についても検証する．

文 献
[1] 樋口　健，都司達夫，宝珍輝尚，複合オブジェクトに対する索引

のオンライン更新が可能な分散管理システム，情報処理学会論
文誌：データベース，Vol.43，No.SIG12（TOD16），pp.64-79

（2002）．
[2] 樋口　健，都司達夫，複合オブジェクトに対する索引分散管理シ

ステムにおけるオンライン再編成法，情報処理学会論文誌：デー
タベース，Vol.45，No.SIG10（TOD23），pp.1-17（2004）．

[3] 田村弘行，樋口　健，都司達夫，複合オブジェクトに対する索
引分散管理システムにおけるオンライン再編成法，信学技報，
2005-DBS-135（5），pp.31-38（2005）．

[4] 野村英憲，樋口　健，都司達夫，索引分散管理システムにおける
段階的再編成，電子情報通信学会：DEWS2006，3C-i11（2006）．

[5] M. Wiesmann，F. Pedone，A. Schiper，B. Kemme，G.

Alonso，Understanding Replication in Databases and Dis-

tributed Systems，Proceedings of the The 20th Inter-

national Conference on Distributed Computing Systems

(ICDCS 2000)，pp.464-474 (2000).

[6] Takahiro Hara，Location Management of Replicas Consid-

ering Data Update in Ad Hoc Networks，20th International

Conference on Advanced Information Networking and Ap-

plications (AINA 2006)，pp.753-758 (2006)．


