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あらまし P2Pネットワークにおける頻繁な情報交換に伴い，データの複製や変更がネットワークの各所で発生する．

データの信頼性を確保するためには，データがどのような過程を経てピア間を流通したか，流通の過程でデータに対

してどのような変更が加えられたかなどを追跡することが重要となる．本研究では，ネットワークにおける情報流通

の過程を追跡可能とする，データベース技術を基盤とした P2Pレコード交換システム機構について述べる．本システ

ムは P2Pネットワーク上で協調するピア間において再帰的なデータベース問合せを分散実行することで追跡処理を行

い，P2Pネットワークにおけるレコード交換のトレーサビリティを実現する．
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Abstract Due to the growth of information exchange in peer-to-peer(P2P) networks, replication and modification

of data by peers occur frequently. To assure the reliability of exchanged data, it is quite important to trace how

data circulates between peers and how data modifications are performed during the circulation before reaching the

destination. We present the architecture of a P2P record exchange system based on database technologies for en-

suring traceability of P2P record exchange. Its trace operations are executed as distributed recursive queries among

cooperating peers in a P2P network.
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1. は じ め に

インターネットの普及とともに，データやサービスをネット

ワーク上の個々のコンピュータ（ピア）で分散管理し，自律性・

負荷分散の特徴を備え持つPeer-to-Peer（P2P）ネットワー

クが注目を集めており，ファイル交換などにおいて広く利用さ

れている．P2Pネットワーク上の情報交換では，データの複製

や変更が，特定のサーバにより集中管理されることなくネット

ワークの各所で発生するので，ネットワークを介して入手した

データの信頼性を保障するために，情報を追跡する仕組みを考

えるべきである．

このような背景から，著者らは，P2P 環境で自律的なピア

が協調して情報流通・交換を行う環境を想定して，流通する

データのトレーサビリティ（traceability）を実現するためのレ

コード交換システムを提案しており，情報の交換により得られ

たデータの信頼性を確保するための基盤技術の確立を目指して

いる [7], [8]．具体的には，「データがどのピアを経由して得られ

たか」，「手元のデータはどのピアで修正されたものか」など

を追跡可能とする．そのためのアプローチとして，本稿では，

リレーショナルデータモデルを基盤とするユーザレイヤ，論理

レイヤ，物理レイヤの 3層から構成される情報交換システムの

アーキテクチャについて述べる．P2Pネットワークにおけるレ

コードの交換・変更の履歴を各ピア上で分散管理し，追跡処理

の際には，再帰的問合せを P2P ネットワーク上で分散実行し



て情報を収集するという方式でトレーサビリティを実現する．

本稿の構成は以下のようになる．2.で P2Pネットワーク上

のレコード交換システムについて述べ，3.では論理レイヤにつ

いて述べ，4.で物理レイヤでの問合せ処理のアプローチを示す．

5. で関連研究を述べる．最後に 6.でまとめと今後の課題を述

べる．

2. P2Pネットワーク上のレコード交換システム

2. 1 レコード交換システムの概念

本研究では，P2Pネットワーク上のピア間でレコードが交換

されるレコード交換システム（record exchange system）を考

える．すなわち，P2Pネットワーク上に存在する各ピアにおい

て，リレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）が

稼動していることを想定する．各 RDBMS で管理されている

リレーションのスキーマは，P2Pネットワーク上で共有され同

一であると仮定する．同一でない場合は，ラッパー（wrapper）

などの機構により，スキーマの異種性を吸収する必要があるが，

それは本研究の主題とは異なるため，上記のような簡略化のた

めの仮定を置く．各ピアには基本的には 1人のユーザが対応し，

そのユーザが興味あるレコードの集合を保持すると想定する．

本研究では，ユーザごとにプライベートなレコード集合が管理

されるような状況を想定している．同一マシンを複数ユーザで

共有する場合には，そのマシン上でユーザごとにレコード集合

を管理し，論理的には別々のピアとして扱う．

レコード（record）とは，属性と値からなるタプル構造のデー

タを意味しており，そのスキーマ（属性集合と各属性の役割）

は P2P ネットワーク上で共有されているとする．本研究では

各ピアにおけるレコード集合の内容が同一であることは想定し

ない．各ピアは自律的に個々のレコード集合を管理しており，

他のピアのレコード集合と内容の同期などは特に行わないもの

とする．

ただし，各ピアは，P2Pネットワーク上の他のピアに対して

問合せを行い，問合せ結果のレコードを自身が管理するレコー

ド集合に選択・追加することが可能であるとする．すなわち，

他のレコード集合に含まれている情報により自身のリレーショ

ンの内容をより充実させ，情報交換による自身のデータベース

の価値の向上を図ることができるものとする．このアイデアを

以下の例で示す．

2. 2 レコード交換システムの例

図 1に，例としてレコード集合 Novel を示す．このレコード

集合は小説のタイトル，著者，言語，発表年度に関する情報を

含んでおり，ピア A により所有されているとする．ピアと連

携する他のピアにも，同じ構造を持ったレコード集合 Novel が

存在するが，その内容は必ずしも同じではない．

title author language year

Pride and Prejudice Jane Austen English 1813

David Copperfield Charles Dickens English 1849

Madame Bovary Gustave Flaubert French 1857

図 1 ピア A のレコード集合 Novel

この例では，レコードの属性は単純値のみからなるが，ファ

イル交換を行う場合には (title, author, date, file) といった

形式のレコードを用いることが考えられる．この場合，title,

author, date はファイルのメタデータにあたる通常の属性であ

るが，file 属性にはファイルそのものが収められる．file 属性

は直接的な検索対象とはならないが，このような機能により，

ファイル交換におけるトレーサビリティにも対応することを考

えている．

P2Pレコード交換システムにおける，ピア間のレコード交換

のイメージについて説明する．例えば，ピア B が著者 “Jane

Austen” により書かれた小説に興味を持っているとする．そこ

でピア Bが P2Pネットワークに問合せを発行し，図 1に示す

ピア Aのレコード集合の 1行目のレコードがマッチし，検索さ

れたとする．さらに，そのレコードに満足したピア Bは，この

レコードを自身のレコード集合に追加し，図 2のような結果に

なったとする．一番下の太字で示した行が追加されたレコード

に対応する．

title author language year

Persuasion Jane Austen English 1818

Emma Jane Austen English 1816

Pride and Prejudice Jane Austen English 1813

図 2 レコードの追加

後の時点になって，ピア Bが，たとえば「“Pride and Prej-

udice” の出版年は本当に 1813 年か?」という疑問をもったと

き，トレーサビリティ問題が発生する．もし，該当するレコー

ドの元々の提供者であるピア Aを特定でき，ピア Aが非常に

信頼できると思えるなら，ピア Bはレコードが正確であると信

じるられるかもしれない．しかし，通常の P2P ネットワーク

上の検索においては情報の出所をつきとめることは容易ではな

く，ネットワークを介して取得されたデータに対し十分な信頼

がおけなくなり，情報流通において生み出されるメリットを必

ずしも享受できなくなるという問題が発生する．そのため本研

究では，トレーサビリティを有するレコード交換システムの実

現手法について研究を進めている．次節でその大まかな構成を

説明する．

2. 3 レコード交換システムの構成

本研究で提案するレコード交換システムは以下の 3層の構成

をとる．

（ 1） ユーザレイヤ：ユーザに対するインタフェースとして

の問合せ機能や追跡処理の機能を提供する．基本的には，ユー

ザに対し以下のような機能を提供する．

• 問合せ機能：「“Charles Dickens” が著者である小説の

レコードを検索せよ」といった問合せを実行する．P2Pネット

ワーク上の他のピアに問合せを転送し，該当するレコード集合

を取得する．問合せ機能に関しては，P2Pネットワーク上の検

索手法をもとにその実現を図るものとし，本稿ではその詳細に

は踏み込まない．

• 登録機能：新たなレコードを，そのピアのシステムに登

録する．ユーザが作成したレコードを登録する場合や，問合せ

により他のピアから得られたレコードを登録する場合が考えら

れる．登録されたレコードは系統管理の対象となる．



• 削除・更新機能：既存のレコードの削除・修正を行う．

• 系統管理の機能：レコードの出所の追跡など，トレーサ

ビリティに関する処理を実行する．

これらの機能を用いて，ユーザは必要に応じて P2P ネット

ワーク上に問合せを発行し，関心があるレコードの集合を取得

する．ユーザは取得したレコード集合の内容を吟味し，選択し

たものをシステムに登録する．登録されたレコードは永続的に

管理され，系統管理の対象に置かれる．このような機能により，

ユーザは自身のレコード集合の内容をより充実させ，その価値

の向上を図ることができる．

本稿では，ユーザレイヤの詳細については触れず，その下位

に位置する論理レイヤ，物理レイヤの実現方式について主に議

論する．ユーザレイヤの実現方式に関する検討は今後の課題と

したい．

（ 2） 論理レイヤ：P2P ネットワーク上に分散したデータ

ベースを統合した，トレーサビリティ支援のための仮想的な

ビューを構成する．詳しくは 3.で説明する．

（ 3） 物理レイヤ：論理レイヤの仮想的なビューを，自律的

で分散したピアの協調に基づいて実現する．詳しくは 4.で説明

する．

2. 4 求められる系統管理の機能

データの出所の追跡や保障をする問題は，lineage tracing あ

るいは data provenance などと呼ばれるが，本研究ではこれを

データの系統管理と呼んでいる．前節で述べたレコード交換方

式は，個々のピアの自律性を保ちつつ，相互の情報の連携を図

るという点で魅力的であるが，単純な実装では，たとえば以下

のような問題が発生しうる．

（ 1） レコードの出所が明らかでない：ピア Aのレコード集

合中に存在するレコードが，ピア A自身が作成したものか，他

のピアから取得されたものかが明確でない．また，そのレコー

ドが，たとえばピア Bから取得されたということが記録されて

いたとしても，そのレコードを元々作成したのがどのピアであ

るかが明らかでない．着目するレコードがどこで作られ，どの

ようなピアを経由したかが定かでないため，信頼性が不十分と

なり，他のピアと情報を共有する利点をうまく生かせない．

（ 2） レコードの重複を検出できない：たとえば，同じ値を

持ったレコードが複数存在するとき，それが別々のピアから得

られたものか，また，同じピアから複数回取得されたかが明確

でない．同じサイトから同一のレコードを複数回取得すること

は無駄であり，避けるべきである．しかし，P2Pネットワーク

では，同じレコードが別の経路をたどって到達することも考え

られることから，判定は容易ではない．

（ 3） レコードの行き先が明らかでない：たとえば，ピア A

が，自身が提供したレコードに誤りを発見したとする．その誤

りを訂正したいが，どのピアがそのレコードを保持しているか

を追跡できなければ，訂正することは容易ではない．訂正する

前のレコードの内容を用いて P2P ネットワーク上に問合せを

発行すれば，同じ値のレコードを探索することは可能であるが，

それが実際にピア Aにより提供されたものかは分からない．

（ 4） レコード更新処理を追跡できない：データベースにお

けるデータの管理では，しばしば更新処理が伴う．本研究が対

象とする P2P環境上での情報流通においても，更新処理への

対応が必要となる．たとえば，ピア Aからピア Bに複製され

たレコードに対してピア Bが修正を行ったとする．さらに，ピ

ア Bが修正を行ったタプルをさらにピア Cが複製したとする．

ここで，ピア Cは入手したタプルの出所を知りたいとする．こ

の場合，P2Pネットワーク上に単純に問合せを行うだけではレ

コードの出所は分からない．タプルをどのピアが作成し，どの

ような経緯で得られたかだけでなく，どのピアで更新処理が生

じたかも把握する必要がある．別の例として，ピア Aが提供し

たタプルがピア Bに複製された後，ピア Aがそのレコードを

自身のレコード集合から削除してしまったとする．この場合，

後の時点において，ピア Bが入手したレコードがどのピアから

得られたものであるかを知りたくなったとしても，単純に P2P

ネットワーク上に問合せを発行するだけでは，ピア Aからは該

当するレコードが削除されているため，レコードを発見するこ

と自体が可能ではない．

P2Pネットワーク上の自律的なデータベース間の情報共有にお

いては，ここに挙げたような問題点が発生する．本研究では，

これらの問題に対処するためのアプローチを提案している．

2. 5 レコード交換システムの問題点とその解決策

本節の最後に，提案したアーキテクチャ実現において生じる

いくつかの問題と，それらに対する解決策について議論する．

• レコードの検索：P2Pネットワーク上においてレコード

を交換するためには，ユーザに対し求めるレコードを検索する

ための機能を提供する必要がある．本研究で提案しているアー

キテクチャにおいては，基本的には，これまでに提案された

P2P検索のための手法を活用することが可能である．ただし，

違いとしては次のような点が存在する．

– P2Pネットワーク上の検索手法においては，ピアの匿名

性を重視し，データの提供者に関する情報を直接的には扱わな

い手法が多い．しかし，本アーキテクチャでは，新たなレコー

ドを自身のレコード集合に登録する際に，実際にはそのレコー

ドがどのピアから提供されたかを把握し，対応するピアと連携

する必要がある．そのため，単にキー値によるレコードの検索

ができるだけでは不十分であり，与えられたキー値に対して，

レコード値とそのレコードを所有するピアを特定する情報（IP

アドレスなど）が入手できる必要がある．

– また，本研究ではレコード構造のデータを対象としてい

るため，レコード上の複数の属性に対する条件指定なども支援

する必要がある．ただし，以上の違いは現状の P2P 検索技術

で十分カバーできる範囲ではないかと考えられる．

• ピアの参加・退出の処理：通常，P2Pネットワークでは，

不特定のピアが必要に応じてネットワークに参加・退出を行い，

緩やかに情報を共有するアプローチが想定される．そのため，

参加と退出の際の手続きを明確にしておくことが求められる．

本研究では次のような想定をおく．

– レコード交換ネットワークに新たにピアが参加する場合，

そのピアは既存のピアに対して接続するなど，通常とられるア

プローチにしたがうものとする．



– 本アーキテクチャでは，ピアの退出の問題がより重要と

なる．あるピアが突然ネットワークから退出してしまった場合，

そのピアやそのピアを経由して得られたレコードに関するト

レース処理が困難となる．そのため，退出のための手順を次の

ように考える．

（ 1） 退出したいピアは，周辺のピアに対して，代理ピアの

役割が可能かを打診する．

（ 2） 可能と回答したピアの中から，退出ピアは 1つの代理

ピアを選択し，自身のデータベースの複製を作成する．

（ 3） その後の退出ピアに対する問合せは，代理ピアが代わ

りに担当する．

このためには，退出してピアに対してメッセージを送りたいピ

アが，そのピアの代理ピアを見つけるための手段が必要となる．

退出ピアと代理ピアの対応情報をどのように管理するかは今後

の課題としたい．

– 上記の退出手続きにおいては，退出ピアは決められた手

順に従うことを想定した．本研究では，P2P ネットワーク上で

のすべてのピアが協調してレコード交換システム機構を実現す

ることを想定している．手順に従わず突然に退出してしまうよ

うな信頼できないピアの存在はいまのところ想定はしていない．

本研究で想定しているピアは，P2Pレコード交換ネットワーク

の一貫性を果たす上で必要な責任を十分果たすことを想定し，

また，自身の存在がネットワーク上で明示的であり，公開した

レコードに関しては匿名性は存在しないものと想定する．ただ

し，このような状況においても，ネットワークの不調やマシン

のトラブルなどにより，一時的にピアがネットワークから切断

されることは生じうる．この問題は本研究では考慮の対象外と

考える．

3. 論理レイヤの実現手法

3. 1 論理レイヤのリレーション

論理レイヤでは，各ピアの情報を統合した仮想的なビューを

構成する．実際のデータは各ピアに分散しているが，論理レイ

ヤを設けることで見通しを立てやすくし，系統管理のための各

種機能の実現を容易にする．図 1に示したレコード集合の例を

さらに簡略化して説明する．図 3は，それぞれピア A, B, Cに

保持されている，ユーザレイヤの小説（Novel）に関するレコー

ド集合である．各レコードには，小説のタイトルと著者の情報

が含まれている．

ピア A

title author

t1 a1

t5 a5

ピア B

title author

t1 a1

t2 a3

ピア C

title author

t1 a1

図 3 各ピアにおけるレコード集合 Novel

論理レイヤおよび物理レイヤでは，リレーショナルデータモ

デルに基づいて，系統管理のための情報を表現する．図 4 の

Data[Novel]リレーションは，先に示したピア A, B, Cに含ま

れるレコード集合Novelの全レコードを統合したビューを表す．

なお，各リレーションに現在存在している値だけでなく，過去

に存在していたが，修正・削除の結果，ユーザの立場からは存

在していないレコードについても情報が含まれる．Data[Novel]

リレーションの左側の 2つの属性はユーザレイヤのレコードの

属性を表している．残りの属性は管理用の属性である．peer属

性にはそのレコードを所有するピアの情報が記述され，id属性

には各ピアがレコードに付与する論理 IDが収められる．

title author peer id

t1 a1 A #A011

t5 a5 A #A028

t1 a1 B #B032

t2 a2 B #B040

t2 a3 B #B051

t1 a1 C #C005

t6 a6 C #C088

図 4 ビュー Data[Novel]

from id to id time

− #A011 5/2/07

− #A028 8/18/07

− #B032 4/10/07

− #B040 4/20/07

#B040 #B051 6/10/07

− #C005 3/20/07

#C088 − 01/02/08

図 5 ビュー Change[Novel]

図 5に示す Change[Novel]ビューは，挿入・修正・削除に関

する履歴を保持する大域的なビューである．from id属性は修

正前のレコード IDを，to id属性は修正後のレコード IDを表

し，time属性は修正時のタイムスタンプを表す．from id属性

が空値（−）である場合はレコードの挿入を表し，to id属性が

空値である場合はレコードの削除を表す．このように，履歴情

報と論理的な IDを用いて，系統管理のために必要となる情報

を表現する．

図 6に示すリレーション Exchange[Novel]も，論理レイヤに

おいて仮想的に構築される大域的なビューである．このリレー

ションは，ピア間のレコードの交換に関する情報を保持する．

from peer, to peerはレコードのコピー元，コピー先をそれぞ

れ表し，from id, to idは各レコードのそれぞれのピアにおけ

る論理 IDを表す．time属性はタイムスタンプ情報であり，コ

ピー先のピアにレコードがコピーされた時刻を表す．たとえば，

1 番目のタプルは，ピア Aがピア B からレコードを複製した

ことを示している．このような情報により，ピア間でのレコー

ドの複製を追跡する．

from peer to peer from id to id time

B A #B032 #A011 5/2/07

C B #C005 #B032 4/10/07

図 6 ビュー Exchange[Novel]

3. 2 論理レイヤにおける問合せ処理

論理レイヤにおけるトレーサビリティ実現のための問合せ処

理について述べる．情報を追跡するには再帰的な処理が求めら

れることから，datalog [2]を用いた記述を試みる．datalogは，

近年ではネットワーク上での問合せ処理などで，新たな応用が

見られる [9]．以下では問合せの記述例を示す．

問合せ 1：ピア Aが保持する，タイトル t1，著者 a1 というレ

コードに対し，その元々のデータを最初に作成したピアを知り

たいとする．そのような問合せは以下のように記述できる．英

数大文字により変数名を表し，下線（ ）により無名の変数を表

す．最後の行に示すルールが問合せを表す．



BReach(P, I1) :- Data[Novel](’t1’, ’a1’, ’A’, I2),

Exchange[Novel](P, ’A’, I1, I2, )

BReach(P1, I1) :- BReach(P2, I2), Exchange[Novel](P1, P2, I1, I2, )

Origin(P) :- BReach(P, I), NOT Exchange[Novel]( , P, , I)

Query(P) :- Origin(P)

第 1，第 2のルールにより，リレーションBReachを定義してい

る．このリレーションは “Backward Reachable”の意味であり，

該当する小説のレコードをピア Aが入手するまでに経由したピ

アの情報を集積する．BReach(P, I)と書いたとき，Pは経由し

たピアを表し，Iはそのピアにおけるレコードの IDを表す．第

1のルールでは，Data[Novel]リレーションと Exchange[Novel]

リレーションの情報をもとに，ピア Aに情報を直接渡したピア

の情報が求められる．第 2のルールは再帰的な処理であり，グ

ラフの探索により到達可能なノードをすべて列挙する処理に相

当する．この結果，ピア Aに情報をもたらすのに関与したすべ

てのピアの情報が BReachに含まれることになる．第 3のルー

ルは，それらのピアの中で終端にあるものを選択するためのも

のである．ピア Aから到達可能で，Exchange[Novel]において

to peer, to idに対応するエントリがないことが条件となる．

図 4 の例についてこの問合せを実行すると，結果として，

Origin(P)の変数 P には “C”が束縛される．すなわち，ピアA

の該当するレコードはピア Cが最初に作成したことがわかる．

問合せ 2：ピア Aが保持するレコードのうち，どれがピア Bを

介して得られたものかを求めたい．

BReach2(P, I1, T, A) :- Data[Novel](T, A, ’A’, I2),

Exchange[Novel](P, ’A’, I1, I2, )

BReach2(P1, I1, T, A) :- BReach2(P2, I2, T, A),

Exchange[Novel](P1, P2, I1, I2, )

ViaB(T, A) :- BReach2(’B’, , T, A)

Query(T, A) :- ViaB(T, A)

ここでは，例 1 で定義した BReach と似た構造を持つ 2 つの

ルールにより，BReach2 を定義している．先の BReach との

違いは，小説の名前と著者名の情報を保持することであり，

BReach2(P, I, T, A)は，ピア Aが持つタイトル T，著者名 A

の本のレコードが，ピア Pでは ID Iで表されていたことを表

している．3つ目のルールで，ピア Bが仲介したという制約を

入れて，条件を満たす T, Aの組を抜き出す．

問合せ 3：レコード交換においては，過去に他のピアから得た

レコードを再び入手することがある．ピア A が新たに入手し

たレコードが，既に保持しているものと重複しているかを調べ

たい．得たレコードが以前に入手したものと値として同一かど

うかは，ピア A のレコード集合の内容と比較すれば簡単に判

明する．しかし，値として同一であっても，異なるピアにより

生成された可能性もあるため，出所が同じであるかを判定した

い．ここでは，ピア Aが，ピア Dから ID が “#D051” であ

り値が (t1, a1) であるレコードを受け取ったとする．そのレ

コードの出所が，ピア Aが保持する同じ内容のレコード（ID

は “#A011”）の出所と同じであるかを知りたいとする．

BReachA(P, I1) :- Data[Novel](’t1’, ’a1’, ’A’, ’#A011’),

Exchange[Novel](P, ’A’, I1, I2, )

BReachA(P1, I1) :- BReachA(P2, I2),

Exchange[Novel](P1, P2, I1, I2, )

BReachD(P, I1) :- Data[Novel](’t1’, ’a1’, ’D’, ’#D051’),

Exchange[Novel](P, ’D’, I1, I2, )

BReachD(P1, I1) :- BReachD(P2, I2),

Exchange[Novel](P1, P2, I1, I2, )

Dup :- BReachA( , I), BReachD( , I)

Query :- Dup

1, 2 番目のルールでピア A からの追跡情報を集め，3, 4 番目

のルールでピア D からの追跡情報を集める．5 番目のルール

は，A, D から追跡した結果の中に，流通の過程において同じ

レコード ID を持つものがあるかどうかを調べるものである．

このルールが充足された場合には，出所が同じといえる．

問合せ 4：ピア Aが保持する，タイトル t1，著者 a1 というレ

コードに対し，それが最新の情報であるかを知りたい．すなわ

ち，ピア Aが複製したレコードについて，その後になって誰か

が変更を行ったかを知りたい．たとえば，該当するレコードを

ピア Aがピア Bからコピーしたとする．その後でピア Bがそ

のレコードを自身のピア上で修正したとする．ここでは，どの

ような修正があったかを知りたいとする．また，さらにピア B

がそのレコードをピア Cから取得した場合，Cがどのように修

正したかについても検出したい．この場合には以下のような問

合せを発行する．

BReach3(P,I1,T,A) :- Data[Novel](’t1’, ’a1’, ’A’, I2),

Exchange[Novel](P, ’A’, I1, I2, ),

Data[Novel](T, A, P, I1)

BReach3(P1,I1,T,A) :- BReach3(P2, I2, , ),

Exchange[Novel](P1, P2, I1, I2, ),

Data[Novel](T, A, P1, I1)

Modified(P,T,A) :- BReach3(P, I1, T, A),

Change[Novel](P, I1, I2, ), I2 != NULL

Query(P,T,A) :- Modified(P,T,A)

BReach3は，先に示した BReachとまったく同じである．第 3

のルールでは，ピア A の該当するレコードを入手した経路上

にあるピア P において ID I1 のレコードに修正があったこと

を検出する．ルールの第 2項と第 3項において，ピア Pの ID

I1を持つレコードが ID I2を持つレコードに修正されたことを

チェックする．I2が空値でないという制約は，レコード I1が削

除されたのではなく，修正されたことを意図している．

なお，実際には，その後にも引き続き修正が発生する可能性

があるが，上の問合せはそこまでは対応していない．そのよう

な修正結果も調べたい場合にはさらにルールを追加する必要が

ある．

ここまで述べた問合せの例は，基本的にあるピアに保持され

ているレコードに対して問合せを行い，その入手経路などを把

握するものであった．しかし，P2Pネットワーク上で，このよ

うな後ろ向きの問合せだけでなく，情報を発信した側（コピー

された側）から前向きに発行することも可能である．これは，

あるピアが作成し公開したデータに誤りがあった場合などに，

コピーしたピアにその旨を通知する場合などに利用できる．具



体的な例として問合せ 5で説明する．

問合せ 5：ピア Cが保持する著者 a1 により書かれた t1 とい

う本のデータをコピーしたピアをすべて列挙せよ．このような

前向きの追跡を行うには，あるピアにおいて提供された情報を

どのピアがコピーしたかという情報を把握する必要がある．以

下のように記述できる．
Reach(P, I1) :- Data[Novel](’t1’, ’a1’, ’C’, I2),

Exchange[Novel]( ’C’, P, I2, I1, )

Reach(P, I1) :- Reach(P1, I2) , Exchange[Novel](P1, P, I2, I1, )

Query(P) :- Reach(P, I1)

リレーション Reachには，ピア Cのレコードをコピーしたす

べてのピアが含まれる．このようにコピー先へと問合せをフォ

ワードしていくことにより，自分のピアが提供したデータがど

のピアにコピーされていったかということを再帰的に追跡する

ことができる．

4. 物理レイヤの実現方法

4. 1 物理レイヤの考え方

論理レイヤでは，P2P ネットワーク上のデータベース中に

存在する情報をすべて統合した仮想的なビューを用いて問合せ

を表現した．しかし，実際には，P2Pネットワーク上の情報を

常時統合しておくことは適切ではない．その理由は次のように

なる：

• P2P ネットワーク上のそれぞれのピアは自律的に振舞

い，全体として緩やかな連携を実現している．各ピアは，ネッ

トワーク上のすべての情報に必ずしも興味があるわけではなく，

興味は限定されたものであり，ネットワーク全体のデータベー

スの情報を一括して管理することの意義は薄い．

• 統合処理に多大なコストが伴う：情報を追跡する処理は

頻繁に生じるものではなく，必要が発生した時点で実行される

のが一般的であると考えられる．常時統合されたデータベース

を維持管理するためには，P2Pネットワーク上のデータベース

の間での緊密な通信処理が必要となり，オーバヘッドが大とな

る．また，データを集中管理するサーバのピアに多大な負荷が

発生し，ボトルネックの原因となる．

• スケーラビリティに支障が生じる：P2Pデータベースの

魅力は，柔軟な P2P ネットワークに基づく，スケーラブルで

緩やかな情報連携にある．統合化されたデータベースを維持管

理することは，そのデータを集中管理するサーバのピアに多大

な負荷が発生し，ボトルネックの原因となる．

このような理由から，本研究では，P2Pネットワーク上の各ピ

アは，自身に関連する情報のみを個別に管理することを想定す

る．論理レイヤにおける問合せは，物理レイヤにおいてはピア

間の協調的処理により処理される．

4. 2 物理レイヤのリレーション

先に示した論理レイヤのリレーションの実現方法について述

べる．図 7, 8に，図 4, 5に示した論理レイヤのリレーション

Data[Novel]および Change[Novel]に対応する，ピアAにおけ

る物理レイヤのリレーションを示す．具体的には，ピア Aに関

するタプルのみを抜き出したものが内容となる．なお，図 7で

は，peer属性の値が Aであることは明らかであるため，この

属性は削除している．

title author id

t1 a1 #A011

t5 a5 #A028

図 7 ピア A の Data[Novel]

from id to id time

− #A011 5/2/07

− #A028 8/18/07

図 8 ピア A の Change[Novel]

論理レイヤのリレーション Exchange[Novel]に関しては，そ

の内容をピア間で分散して管理する．ピア A における物理レ

イヤのリレーション From[Novel] では，ピア A が受け取った

レコードに関する情報のみを保持する．以下の例では，#A011

というレコードは，ピア Bの#B032という IDのレコードを

複製したことを意味している．#A028というレコードはピア

Aにおける From[Novel]に含まれていない．すなわち，ピア A

が自分でこのレコードを作成したということを表す．

id from peer from id time

#A011 B #B032 5/2/07

図 9 ピア A における From[Novel]

一方，各ピアでは，自身がレコードをどのピアに渡したかとい

う情報も記録する．たとえば，上に示したピアAのFrom[Novel]

のタプルに対応して，図 10に示すように，ピア Bの To[Novel]

リレーション中で対応するタプルを管理する．ここでは，ピアB

の#B032というレコードが，ピアAに複製されて#A011とい

う IDで格納されたことを表す．図 10ではピア Bの To[Novel]

を示したが，ピア Aでも同様に To[Novel]リレーションが管理

される．

id to peer to id time

#B032 A #A011 5/2/07

図 10 ピア B の To[Novel]

From[Novel]リレーションはレコードの複製元にさかのぼっ

て追跡する場合に利用され，To[Novel]はレコードの複製先に

向かって追跡する場合に利用される．なお，ピア Bからピア A

に上記のようなレコードの複製が行われる際の処理は次のよう

になる．

（ 1） ピア Aからピア Bに対して問合せを行い，ピア Aが

ピア Bのレコード集合を入手する．

（ 2） ピア Aは入手したレコード集合の中から，実際にピア

Aに格納するレコードを選択する．そのようなレコードの 1つ

が，IDが#B032であるようなピア Bのレコードである．

（ 3） ピア A はそのレコードに#A011 という ID を付与

して Data[Novel] に追加する．また，複製したという情報を

From[Novel]に追加する．

（ 4） ピアAは，このような更新情報（#B032を#A011と

して，タイムスタンプ 5/02/07 の時刻に格納した）をピア B

に送信する．

（ 5） その情報を受信したピア Bは，自身の To[Novel]にそ

の情報を格納する．

このような処理を行う理由は，ピア Bは，ピア Aから情報

を受け取らないと，ピア Aがピア Bから得たレコード集合の

うち実際どれを格納したかが分からないためである．



4. 3 問合せ処理のアプローチ

論理レイヤでは，P2Pネットワーク上の情報をすべて統合し

た仮想的なビューについて問合せが記述される．論理レイヤに

おける問合せを処理するには，与えられた問合せを，物理レイ

ヤの構成に応じて変換して実行する必要がある．実現のための

アプローチを以下に示す．

4. 3. 1 物理レイヤへの問合せのマッピング

先に示した問合せ 1について再び考える．この問合せは，ピ

ア Aが保持するタイトル t1，著者名 a1のレコードの作成元ピ

アを特定するものであった．物理レイヤでの変換結果は下記の

通りである．

BReach(P, I1) :- Data[Novel]@’A’(’t1’, ’a1’, I2),

From[Novel]@’A’(I2, P, I1, )

BReach(P1, I1) :- BReach(P2, I2), From[Novel]@P2(I2, P1, I1, )

Origin(P) :- BReach(P, I), NOT From[Novel]@P(I, , , )

Query(P) :- Origin(P)

Data[Novel]@’A’ の @ 以下の部分はピアの名前を表し，この

例では，ピア A に存在する Data[Novel] リレーションを表現

している．From[Novel]@P はピア P に存在する From[Novel]

を表現している．P は変数であり，任意のピアの名前が値とし

て入りうる．

他の変換方法も存在する．例えば，論理レイヤの

Exchange[Novel] を To[Novel] に変換できる．しかし，ピ

ア A に該当するレコードを渡したピアを特定できないため，潜

在的にはすべてのピアに対して問合せを発行する必要があり，

問合せを実行することは多大なオーバヘッドが生じる．

このような理由により，問合せ 1 を上記のように変換する．

次に，この例を使って，問合せの処理について説明する．

4. 3. 2 問合せ処理のアプローチ

ローカルな処理：まず，ピア A内で処理可能なルールを見つけ

る．この例の場合，第 1 のルールはピア A の情報のみを用い

るものであるため，これが該当する．この結果，BReachには，

ピア A の該当するレコードを直接入手したピアとそのピアに

おけるレコードの IDが入る．

BReach(P, I1) :- Data[Novel]@’A’(’t1’, ’a1’, I2),

From[Novel]@’A’(I2, P, I1, )

再帰的問合せの発行：ピア Aは，第 2のルールを処理するため

に，P2Pネットワーク上に問合せを発行する．具体的には，ス

テップ 1でピア Aが作成した BReach(P, I)に含まれる各ピア

Pに対し，以下の問合せをそのピアで実行し，結果を返しても

らうように要求を出す．

BReach(P1, I1) :- BReach(P2, I2), From[Novel]@P2(I2, P1, I1, )

Origin(P) :- BReach(P, I), NOT From[Novel]@P(I, , , )

ただし，これらの問合せを送付すると同時に，ピア A上でロー

カルに求められた BReachリレーションの情報も一緒に送付す

る．たとえば，ピア Aの BReachリレーションが図 11のよう

だったとする（注1）．

（注1）：第 2，第 3 のタプルは図 7 と図 9 からは出てこないが，説明の便宜上

含めている．

P I

B #B032

C #C077

B #B093

図 11 ピア A の BReach リレーション

このとき，ピア Aはピア Bとピア Cに対して問合せを発行す

るが，ピア Bに渡すデータは，属性 Pの値が Bであるような

レコード（リレーショナル代数で書けば σ[P=’B’](BReach)）

となる．ピア C についても同様に，一部のレコードのみ送信

する．問合せは再帰的に P2P ネットワーク上で伝播し実行さ

れる．

結果の収集：ピア Aは，最終的に各ピアから返ってきたOrigin

のレコードの和集合をとり，問合せ結果として返す．

この例では，論理レイヤの問合せのうち，第 1のルールはピ

ア Aのみで評価されるローカルなルールであり，P2P ネット

ワークを探索する処理の初期設定に該当する．一方，第 2 の

ルールは問合せをネットワーク上で処理するための実行経路を

得るために用いられる．第 3のルールは問合せ結果を得る具体

的な処理に対応するものであり，問合せが実行される各ピア上

で実行される．

具体的な問合せの変換処理のアルゴリズムは現在開発中であ

る．これに関しては，関連研究の declarative networking [9] に

おけるアプローチを本研究のコンテクストに対して拡張するこ

とを考えている．[9] では，datalog の問合せ処理手法のうちで

基本的である semi-näıve 問合せ処理法 [2] をもとにした問合せ

法が示されている．本アーキテクチャにおいても semi-näıve 法

による問合せ評価法が有効であると考えられるが，declarative

networking のアプローチと比べて基本的な前提に多くの違い

があるため，独自の拡張が必要であると考えられる．また，こ

れ以外にもマジックセット法 [2] などの活用も考えられる．

各ピアでは，レコードの交換や修正に関する履歴情報が保持

されているため，本稿で述べた例以外に，時間に関する問合せ

を考えることも可能である．すなわち，本提案の枠組みを，履

歴情報を管理する時制データベースが，P2Pネットワーク上で

緩やかに共有されているものとみることもできる．そのため，

時刻に関する条件を指定するなどの履歴情報に関する問合せ処

理をどのようにサポートするかも検討する必要がある．

5. 関 連 研 究

P2P環境におけるデータベースに関しては，異種のスキーマ

のマッピングや，問合せ処理，索引・複製技術など，さまざま

な研究がなされている [1]．これに対し本研究では，P2P ネッ

トワーク上の情報交換を背後で支え，トレーサビリティを実現

するための基盤技術としてデータベース技術を用いる点に特徴

がある．

実際には，P2P環境のみならず，データの加工や複製を伴い

複数データベース間を流通するデータや，基幹データベースと

データウェアハウスのデータの相互の関係を把握することは，

重要な課題となっている．



近年，データの出所を追跡可能とするための研究がかなり進

んでいる [10], [11]．このような問題に関しては，すでにWidom

らが中心となって，データウェアハウス環境におけるデータの

変換の追跡を行う lineage tracing の手法を開発している．ま

た，バイオインフォマティクスなどの科学分野ではネットワー

ク上でのデータベースの共有が盛んであるが，データベースに

対して個別に注釈や修正が行われることから，それらの統合や

妥当性の検証が必要となっている．

[4] によれば，データの出所の追跡や保障をする問題には，

「そのデータがどこから来たか」という観点でとらえる where-

provenance と「そのデータがなぜ存在するか」という観点でと

らえる why-provenance の 2つのアプローチが存在する．本研

究に述べた系統管理は，データがどのピアからどのような経路

で入手されたか，また，どのピアに複製されたかを追跡すると

いう点で，where-provenance の立場に立つ．系統管理のアプ

ローチの別の分類としては，必要になったときにはじめてデー

タの出所を求める遅延処理のアプローチと，データにその出所

に関するメタデータ，注釈（annotation）などの情報をあらか

じめに付随させておく先行処理のアプローチ [3]に分類する見

方もある．本研究は，レコード交換の履歴を取得し管理するこ

とから，先行処理のアプローチに該当する．

また，あるデータベース内部での系統管理を考えているの

か，外部から入手したデータに対する系統管理を考えるのかで，

internal lineage と external lineage という分類もある [5]．本

研究では，P2P ネットワークの各ピアにおけるデータベース

が，外部から入手したデータに対して管理を行うという点では

external lineageに該当する．ただし，P2Pネットワーク全体

でとらえた場合，系統管理機構を持つ一つの P2Pデータベー

スを仮想的に構築するという点で，internal lineage ととらえ

ることもできる．

本研究で提案された問合せ処理のアプローチは [9]における，

ネットワーク上のデータに対する効率的な問合せ処理を実現す

るための枠組みである declarative networking と関連が深いが，

主としてセンサネットワークなどが対象とされている．一方，

本研究では P2P ネットワーク環境を対象とし，トレーサビリ

ティに焦点を当てている点が異なっている．

6. まとめと今後の課題

本研究では，P2P ネットワークにおける緩やかな情報交換

を実現するためのレコード交換システムについて述べ，その際

に重要となる情報の出所，行き先の追跡のためのトレーサビリ

ティの考え方について述べた．トレーサビリティを実現するた

めの具体的なレコード交換システム機構について議論し，ユー

ザレイヤ，論理レイヤ，物理レイヤの 3層からなる構成を示し

た．さらに，論理レイヤと物理レイヤについては，リレーショ

ナルデータモデルを基盤とした問合せ可能とすることでレコー

ドがどのように伝播していったか，修正されたかなどの P2P

ネットワークにおけるレコード交換のトレーサビリティの実現

方式を述べた．

現在，提案したアーキテクチャに基づく P2P レコード交換

システムのプロトタイプを作成中である [6]．以下の課題につい

て今後取り組んでいきたいと考えている．

• 物理レイヤにおける問合せ処理を効率化する最適化手法

の開発：datalogにより記述された問合せを効率的に実行する

アプローチについては，これまでさまざまな研究がなされてい

るが，与えられた問合せを書き換えることによる効率化が基礎

となる．本研究においても，問合せの効率的な処理方式の開発

を図りたいと考えている．

• SQLデータベースによる実現手法：最近のリレーショナ

ルデータベース管理システム（RDBMS）においては，SQLの

再帰的問合せ処理機能の支援が進められている．datalogによ

り記述された問合せを SQLで処理可能な形に変換し，各ピア

上の RDBMSで実行できれば，進化した RDBMSの問合せ処

理能力を効果的に活用できる．

• ログ情報の取得手法：RDBMSにおいて，取得されたタ

プルの格納，修正，削除に関するログ情報を管理し，先に示し

た Data[Novel]などのリレーションを具体的に構成する手法に

ついて開発する．最近のRDBMSではデータベース監査などの

機能が導入されていることから，それらの機能を有効活用する．

• プロトタイプシステムの開発と評価：管理コストと処理

コストを考慮したプロトタイプシステムの実現および実験によ

る評価を行う．
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