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DHTにおけるデータの更新操作を考慮した検索方式の提案
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あらまし 近年, 構造化オーバーレイネットワークの研究が盛んに行われている. その中の一つである分散ハッシュ

テーブル（DHT:Distributed Hash Table）は分散Map構造をなす. 従来の DHTではデータの取得／追加／削除の操

作に着目しているが, 更新の操作への配慮に欠けている. 例えば, 更新前のデータと更新後のデータを同じ keyに割り

当てた場合, 取得者はデータを取得するまでそれらを判別できない. 一方, 異なる keyに割り当てた場合には, 元の key

では更新後のデータを取得できなくなり, 取得者はなんらかの手段で新しい keyについての知識を手に入れる必要が

ある. 本研究では以下の 3つの要件を満たす, DHTの新しい検索方式を提案する. 1)上記の更新操作の問題を解決. 2)

属性検索が可能. 3)ルーティング・アルゴリズムに非依存.
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1. は じ め に

今や, 情報の爆発的な増加やコンテンツの多様化などによっ

て, 従来の集中管理型のクライアント・サーバモデルだけでな

く自律分散型の P2P ネットワークも利用されるようになって

いる. P2Pネットワークのように下位ネットワークレイヤの上

に重なって別のトポロジを形成するネットワークのことをオー

バーレイネットワークという. とくにGnutella [1]やWinny [2]

などのようにオーバーレイネットワークのトポロジに数学的な

制約を持たないネットワークは非構造化オーバーレイと呼ば

れる. これらは探索を floodingで行うため, ノード数が膨大な

ネットワークにおいてトラフィックが溢れる可能性があり, さら

に探索が成功する保証がない. そこで近年では, 構造化オーバー

レイと呼ばれる, トポロジに数学的な制約を持つオーバーレイ

ネットワークが注目されている. 構造化オーバーレイには分

散ハッシュテーブル（DHT:Distributed Hash Table）や Skip

Graph [3]があげられる. これらはノード数に対してスケーラブ

ルかつ確実な探索を実現している. Skip Graphは, skip list [4]

を P2Pネットワークに適応させた構造化オーバーレイであり,

標準で範囲検索が可能である. 一方, DHT は分散 Map 構造

を形成する. DHT では, Chord [5], Kademlia [6], Pastry [7],

Tapestry [8], CAN [9]などといった様々なルーティングアルゴ

リズムが考案されており, システム構築時に目的に合わせてト

ポロジとノードの探索方法の選定をできるという利点がある.

現在は, 分散環境のテストベッドとして利用できる Planet-

Lab [10]や, オーバーレイネットワークの構築ツールキットであ

る Overlay Weaver [11] [12]が公開されており, 分散ネットワー

クシステムの構築の敷居が低くなってきている. そのため, 構

造化オーバーレイの利用が今後増えていくことが期待される.

本論文におけるデータの更新とは古いデータを残しておいた

まま新しいデータを追加することを指す. 従来の DHTの研究

ではデータの取得・公開・削除の動作にばかり着目し, 更新の

動作への配慮が欠けている. 例えば, 更新前のデータと更新後

のデータを同じ keyに割り当てた場合, 取得者はデータを取得

するまでそれらを判別できない. 一方, 異なる keyに割り当て

た場合には, 元の keyでは更新後のデータを取得できないため,

取得者はなんらかの手段で新しい keyの知識を手に入れなくて

はならない. そのため, 従来の DHT はデータを頻繁に更新す

るサービスには適していない. したがって, 今後 DHT を実用

化していくうえでこの問題が妨げとなることが考えられる. 本

研究では, これを解決する手法を提案し, 実験による評価および

考察を行うことが目的である. この提案手法は以下の 3つの要

件を満たす.

• データの更新時の問題を解決する.

• 属性検索が可能である.

• ルーティング・アルゴリズムに非依存である.



本稿では, まず 2.節で従来の DHTにおける更新操作の具体

的な問題点を述べ, 3.節でそれを解決する手法を提案する. そ

して, 4. 節で提案手法の評価を行い, その後の節で今後の課題

と本研究のまとめについて述べる.

2. 従 来 研 究

本節では, 従来の DHTでデータを更新した場合の動作を説

明し, その問題点について述べる. 更新の動作のことを本論文

では updateと呼ぶことにする.

説明にあたって, DHT で公開済みの任意のデータを t (t ∈
N) 回更新することを考える. このデータを含む pair を

⟨key0, data0⟩, 更新後のデータを data1, data2, · · · , datat と

おく.

2. 1 same keys

更新後の全データに対して同じ key を割り当てるアプロー

チについて述べる. まず, 一意の key である keyc を用意する.

key0 = keyc かどうかはここでは問わない. 1 <= i <= t (i ∈ N)

となるすべての iに対して ⟨keyc, datai⟩を putすれば, keyc の

知識を持つノードは更新後の全データを取得できる. もちろん,

key0 の知識を持つノードは初期のデータ data0 を取得できる.

しかし, 更新後のデータを取得するとき, get要求先のノードは

keyc に対応付けられている複数のデータのうち要求元のノード

が欲しているものを判断できないので, 要求元のノードは一度

それらすべてをダウンロードしなくてはならない. そのため, 余

分なデータも同時にダウンロードすることで無駄なトラフィッ

クが生じてしまう.

2. 2 different keys

same keys では keyとして key0 と keyc のみを使用したが,

今度は更新後の各データに対して key を新たに用意してみる.

これらの key を key1, key2, · · · , keyt とおく. 例えば, 更新後

のデータ datat+1 を追加する場合には keyt+1 を新たに用意す

ることになる. ここで, 1 <= i <= t (i ∈ N)となるすべての iに

対して ⟨keyi, datai⟩を putすれば, get要求で使う keyを使い

分けることで, 取得時に欲しいデータのみのダウンロードが可

能となる. よって, 先に述べた無駄なトラフィックが生じる問題

を防げる. しかしながら, この手法では取得元のノードは取得

したいデータに対応する keyの知識を持つ必要があり, 更新後

のデータが増える度に新しく生成する keyの知識をどのように

オーバーレイネットワーク上に広めていくかが課題となる.

key value

key0 data0

data1

data2

keyc data3

· · ·
datat

表 1 same keys における DHT の Map の例

Table 1 example of Map in DHT of same keys

key value

key0 data0

key1 data1

key2 data2

key3 data3

· · · · · ·
keyt datat

表 2 different keys における DHT の Map の例

Table 2 example of Map in DHT of different keys

key value

key0 data0

key1 data1

key2 data2

data3

· · · · · ·
keyt datat

表 3 group keys における DHT の Map の例

Table 3 example of Map in DHT of group keys

2. 3 group keys

same keysと different keysでは, t個の更新後のデータに対

して keyを 1個または t個用意したが, いくつか用意するとい

う選択肢も存在する. 例えば, 更新後のデータを任意の方法で

グループ分けしてそのグループごとに新しい keyを割り当てる

という案が考えられる. しかし, この方法でも結局は上記と同

様の問題が発生する.

2. 4 問題点のまとめ

従来の DHTでデータを更新する場合には, データの取得時

に余分なデータも同時にダウンロードしてしまいトラフィック

量が増える, もしくは新しい keyの知識をオーバーレイネット

ワーク上に広めなくてはならない, という問題が生じてしまう.

この問題はデータを頻繁に更新する環境で顕著に顕れることが

予想される.

3. 提 案 手 法

本節では, 前節で述べた問題点を解決する手法を提案する.

3. 1 検索フレーム

本提案手法では検索システムに下記の 3 つのフレームを設

ける.

• 各バージョンのデータを扱う versionフレーム

• バージョンの管理を行う historyフレーム

• 検索の入り口となる attributeフレーム

各ノードはこれらのフレームごとに専用の HashTable を持

つ. 例えば, version フレームで pair の put要求があった場合

には, 要求先ノードは versionフレーム用の HashTableにこの

ペアを加える. そして, versionフレームで get要求があった場

合には, 要求先ノードは versionフレーム用の HashTableから

指定された keyに対応付けられている valueを返す.

以降の節で, 本提案手法における put, update, remove, get

を説明する. その際, 従来のDHTにおける当該動作と区別する



frame key value

hash(data0) data0

version hash(data1) data1

hash(data2) data2

· · · · · ·
history hash(data0) {hash(data0), hash(data1), · · · }

hash(name0) hash(data0)

attribute hash(attra) hash(data0)

hash(attrb) hash(data0)

· · · · · ·
表 4 提案手法における DHT の Map の例

Table 4 example of Map in DHT of proposal method

ために, 従来の DHTの場合には version-, history-, attribute-

というフレーム別の接頭辞をつけて表記する. 例えば, history-

removeと表記したときには historyフレームで従来のDHTに

おける removeを実行することを意味する. また, hash()は引

数を ID空間に写像するハッシュ関数, {}は中の要素を区別し
て取り出せる集合とする.

3. 2 put

データを公開する手順について述べる. ある初期データ data0

を DHTで公開することを考える. data0 の nameを name0 と

おく.

はじめに ⟨hash(data0), data0⟩ を version-put する. 次に

⟨hash(data0), {hash(data0)}⟩ を history-put する. 最後に

⟨hash(name0), hash(data0)⟩ を attribute-put する. これで

データの公開は完了である.

この動作が本提案手法における put である. history-put し

た {}区切りの集合を以降, HistoryInfoと呼ぶことにする. 公

開した pairの使用方法についてはおいおい説明していく.

3. 3 update

データを更新する手順について述べる. 初期データ data0 を

データ datac で更新することを考える.

まず, ⟨hash(datac), datac⟩ を version-put する. 次に, put

時に history-put した ⟨hash(data0), {hash(data0)}⟩ の value

を {hash(data0), hash(datac)}に変更する. データの更新操作

はここまでである.

この動作が本提案手法における update である. さ

らに data0 の更新を続ける場合には, 同様の処理を

繰り返せばよい. このとき, history フレームでは

{hash(data0), hash(data1), hash(data2), · · · }のようにHisto-

ryInfoの要素を増やしていく.

3. 4 remove

データを削除する手順について述べる. 初期バージョンが

data0 であるデータ datac を削除することを考える.

まず, history-putしてある ⟨hash(data0), {hash(data0), · · · ,

hash(datac), · · · }⟩ の HistoryInfoの要素から hash(datac)を

削除する. 次に ⟨hash(datac), datac⟩ を version-remove する.

これでデータの削除操作は完了である.

ただし HistoryInfo が空, つまり {} になるときには, his-

tory フレームの ⟨hash(data0), {}⟩ および attribute フレーム

の ⟨hash(name0), hash(data0)⟩ を history/attribute-remove

するか, その削除を DHTの TTL（pairの有効期間）機構によ

る自然消滅に委ねる.

この動作が本提案手法における removeである.

3. 5 get

データを取得する手順について述べる. 初期バージョンが

data0 であるデータ datac を取得することを考える.

ま ず, hash(name0) を key と し て hash(data0) を

attribute-get する. 次に, hash(data0) を key として

{hash(data0), · · · , hash(datac), · · · } を history-get する. あ

とはこの HistoryInfoから hash(datac)を取り出して, これを

keyとすれば目的の datac を version-getできる.

この動作が本提案手法における getである.

3. 6 属 性 検 索

属性検索とは name以外の情報で検索することである. 例え

ば, データの作者・公開者・作成日時・公開日時などによる検

索が挙げられる.

本提案手法では, データの nameの代わりに属性を ID空間へ

写像しても, 同様に検索を行うことができる. 例えば, 属性 attr

で検索を行えるようにするには, put するときに hash(name)

の代わりに hash(attr) で attribute-put しておけばよい. get

するときには attrの知識があるノードは, hash(name)ではな

く hash(attr)で attribute-getすれば目的のデータまで辿り着

ける. つまり, 本研究手法においては ID空間に写像できさえす

れば nameも属性も違いはない. 別の言い方をすれば, 本研究

手法では nameも 1つの属性として考えられる. ゆえに, 検索

の入り口となるフレームを attributeフレームと名付けたので

ある.

3. 7 分 散 特 性

本提案手法で初期データおよび更新後のデータを公開すると

き, valueの dataに対応する keyはすべて hash(data)である.

このハッシュ関数が異なる引数を十分な確率で異なる値に写像

するならば, key と value は十分な確率で一対一対応となるの

で, hash(datac)を keyとした get要求に datac 以外のデータ

がヒットする事態は, 十分な確率で防げる. これにより, 2.節で

述べた, 従来の DHTでデータを更新するときの問題点を解決

できた. また, datac に対して hash(datac)が ID空間に十分に

散らばるならば, データの追加先ノードを散らばらせるという

DHTの分散特性を保つ.

3. 8 HistoryInfo

HistoryInfo の形式は本研究では限定しないが表 5 の XML

フォーマットを例示しておく.

get において, hash(data0) = hash(datac) ならば,

datac に関する history-get 先ノードと version-get 先ノー

ドは一致するので, ノード探索を 1 回短縮できる.

⟨hash(data0), {hash(data0), hash(data1), hash(data2), · · · }⟩
を history-put していることにこれは起因する. ここで,

この pair の key に使われるデータ（上の例では data0）を

primary version と呼ぶことにする. もし, update など



<history>

<version>

<id>xxxxxxxxxxxxxxx</id>

<id>xxxxxxxxxxxxxxx</id>

</version>

</history>

表 5 HistoryInfo の例

Table 5 example of HistoryInfo

のときに primary version を data0 から data1 に変更して,

⟨hash(data1), {hash(data0), hash(data1), hash(data2), · · · }⟩
を history-put し直したならば, hash(data1) = hash(datac)

のときにノード探索を 1 回短縮することができるようになる.

したがって, あらかじめ get要求の多いデータがわかるならば,

全体の探索回数を減らせる可能性がある. ただしこの方法を使

う場合には, 先の例で言えば attribute-putする pairも合わせ

て ⟨keyc, hash(data0)⟩から ⟨keyc, hash(data1)⟩へと変更する
必要がある.

また, HistoryInfo を閲覧したうえで取得するデータのバー

ジョンを決定するという環境では, HistoryInfoに各バージョン

の要約や Bloom Filter [13] を用いた縮約などを含めておくこ

とで, バージョン決定の補助とすることができる.

3. 9 提案手法のまとめ

2.節で, 従来の DHTでデータを更新した場合には次のどち

らかもしくは両方の問題点があることを述べた.

• データ取得時に目的以外のデータも同時にダウンロード

してしまうため, 無駄なトラフィックが生じる.

• 各バージョンのデータに対応する keyの知識をどのよう

にネットワーク上に広めていくかが課題となる.

これらの問題はデータを頻繁に更新する環境で顕著に顕れるこ

とが予想される.

その解決策として本研究では DHTの新しい検索方式を提案

した. この手法は nameでの検索と同様に属性検索も可能であ

る. また, 提案手法はルーティングアルゴリズムに依存してい

ないので, システム構築時に目的に合わせてトポロジとノード

の探索方法の選定をできるという DHTの利点を維持している.

4. 評 価

本節では, 評価実験と, そこから得られる考察について述べる.

本研究の提案手法の優位性は 3. 9 節で述べたとおりである.

このうち, データ取得時に目的以外のデータも同時にダウン

ロードしなくなることにより無駄なトラフィック量を軽減でき

る, という利点を実験によって確かめる. 合わせて, 提案手法に

よってオーバーレイ・ネットワーク上のトラフィック量がどの

ように増減するのかを調べる.

本実験は, 1 台のマシンで複数のノードをエミュレートして

DHT ネットワークを形成して行う. エミュレーション環境に

は Overlay Weaver [11] [12]を利用した.

4. 1 データの設定

本実験ではDHTの valueに, 実際のファイルではなくそれを

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<history>

<primary>

<id>xxxxxxxxxxxxxxx</id>

</primary>

<version>

<id>xxxxxxxxxxxxxxx</id>

<id>xxxxxxxxxxxxxxx</id>

</version>

</history>

表 6 本実験における HistoryInfo の形式

Table 6 format of HistoryInfo in this experience

シミュレートしたデータを使用する. このデータは, どのフレー

ムの valueであるかを表す情報や, 識別子などを記録している.

実験ではこれを元にデータサイズを計測する. 本小節では, 本

実験における各フレームの valueのサイズについて述べる.

attribute フレームの value, つまり ID 形式の value のサイ

ズはこの ID を 16 進出力したときの容量とする. したがって,

ID空間が 160 bitのときにはこの valueのサイズは 40 byteに

なる.

historyフレームの value, すなわち HistoryInfoのサイズは

表 6 に示す XML フォーマットに従うファイルの容量とする.

primaryタグは 3. 8節で述べた primary versionを ID空間に

マップしたハッシュ値を示している. ただし, 本実験では pri-

mary versionの変更は行わないので primary versionは必ず初

期データとなる.

versionフレームの value, つまりバージョンごとの共有デー

タのサイズは起動時のパラメータで与える.

4. 2 計 測 対 象

実験では以下の 4 つを計測する. すべて DHT 上でのみ計

測し, 下位ネットワークは考慮しない. また, タグが Overlay

Weaverの標準実装で計測対象となっているメッセージのみを

本実験での計測対象とする.

• アップロードサイズ

• ダウンロードサイズ

• メッセージサイズ

• メッセージ数

アップロードサイズはアップロードした valueの通信量を示

す. Overlay Weaver の DHT 実装では put, remove メソッド

でその引数の keyにそれまで割り当てられていた valueをダウ

ンロードしているが, 現実のアプリケーションでは必ずしもそ

うする必要はなく, その valueの用途がなければ通信コストの

無駄となるだけである. 今回の実験では, put, removeメソッド

でその成否のみを応答として受け取る環境を想定し, そのとき

にダウンロードする valueのサイズは計測対象としない. ただ

し, value以外にメッセージに含まれるシグネチャやタグなどの

ヘッダについては, 成否を示す応答としてメッセージサイズの

項目で計測する.

ダウンロードサイズはダウンロードした value の通信量を



key value

hash(name) data

hash(attra) data

hash(attrb) data

· · · · · ·
表 7 従来手法 1⃝ における DHT の Map の例

Table 7 example of Map in DHT of existing method 1⃝

key value

hash(name) data

hash(attra) hash(name)

hash(attrb) hash(name)

· · · · · ·
表 8 従来手法 2⃝ における DHT の Map の例

Table 8 example of Map in DHT of existing method 2⃝

示す.

メッセージサイズはアップデートサイズとダウンロードサイ

ズを除いた通信量を示す. つまり, valueを除いた通信量を示す

ことになる.

メッセージ数は通信回数を示す.

4. 3 比 較 対 象

本実験では 3つのアルゴリズムを比較する.

比較対象の 1つは本研究の提案手法である.

次の 1つは従来のDHTである. これを従来手法 1⃝と呼ぶこ
とにする. データの更新は, 2. 1節で述べた same keysで行う.

本実験では, 更新データ用の keyに初期データの keyを使用す

ることとした. same keys を選んだ理由は, 2. 2 節の different

keys, 2. 3 節の group keys では, key の知識をネットワーク上

に広めることが課題となり, それを解決しない限り検索が成立

しないためである.

最後の 1 つも従来の DHT である. これを従来手法 2⃝ と呼
ぶことにする. データの更新も同様に same keysで行う. 従来

手法 1⃝との違いは次節で述べる.

従来手法 1⃝と 2⃝の違いは属性検索の方法である. まず, ど

ちらの手法でもデータを公開するノードは ⟨hash(name), data⟩
を put する. これで通常通り, name からデータの取得が可能

になる. ここで, 属性を ID 空間にマップした値を hash(attr)

とおく. 次に, 従来手法 1⃝ では, データの公開元ノードは

⟨hash(attr), data⟩を putする. これにより, attrからもデータ

の取得が可能になる. それに対して, 従来手法 2⃝では, データ

の公開元ノードは ⟨hash(attr), hash(name)⟩ を put する. こ

の場合には, attr から hash(name) を取得した後, これを key

とすることでデータの取得が可能になる. 従来手法 2⃝ではノー
ド探索が 1回増えることになるが, 従来手法 1⃝にはデータを更
新する度に属性の数だけそのデータを putしなおすという欠点

がある.

4. 4 実験シナリオ

初期ノード数を 10000とする. ノードは途中参加／離脱をし

ない. 要するにノード数は常に 10000である.

getを 3000個, put, remove, updateを 1000個ずつの計 6000

個のコマンドを用意する. コマンドは一様分布に従いランダム

にシャッフルして並び替えた. ただし, putコマンドを先に実行

しなければ DHT上に共有データが存在しないためにその他の

コマンドを実行できないので, 例外的に 500個の putコマンド

を先頭に並べる.

ID空間は 160 bit,ルーティングアルゴリズムはKademlia [6],

メッセージングサービスは Iterativeである. 耐 churn手法 [14]

は導入していない.

属性数とデータのサイズを変更したときの各比較対象の様子

を計測・考察する.

4. 5 実 験 結 果

本節では実験結果を示す. この実験結果において属性数は

nameを含めて数えている. グラフの凡例は上から順に提案手

法, 従来手法 1⃝, 従来手法 2⃝である.

図 1, 2, 3は順に, データサイズを変更したときのアップロー

ドサイズ, ダウンロードサイズ, その合計を示している. 属性数

は 3個である.

図 4, 5, 6は順に, 属性数を変更したときのアップロードサイ

ズ, ダウンロードサイズ, その合計を示している. データサイズ

図 1 データサイズを変更したときのアップロードサイズ

Fig. 1 upload size about changing data size

図 2 データサイズを変更したときのダウンロードサイズ

Fig. 2 download size about changing data size

図 3 データサイズを変更したときのアップ／ダウンロードサイズ

Fig. 3 up/download size about changing data size



は 500 KBである.

図 7, 8は順に, 属性数を変更したときメッセージ数, メッセー

ジサイズを示している. 図 8の通信量に図 6の通信量を加算し

たものが図 9である.

メッセージ数とメッセージサイズの計測ではデータサイズは

含まれないので, データサイズを変更させたときのメッセージ

数とメッセージサイズは計測していない.

4. 6 考 察

本節では実験結果についての考察を行う.

まず図 1, 2, 3の結果について考察する. 従来手法 1⃝では更
新の都度すべての属性に対して更新後のデータを putするので,

データサイズが大きくなるにつれてアップロードサイズが増大

している. 提案手法ではデータ取得時に目的以外のデータも同

時にダウンロードすることがないので, ダウンロードサイズが

どちらの従来手法よりも小さくなっている. さらに, データサイ

ズが大きくなるにつれ, 余分なデータをダウンロードするか否

かの違いが顕著になり, ダウンロードサイズの差が広がってい

く. このダウンロードサイズの差により, アップ／ダウンロー

ドの合計サイズは, データサイズが大きいほど提案手法のほう

が従来手法よりも小さくなった. 以上の結果から提案手法の利

図 4 属性数を変更したときのアップロードサイズ

Fig. 4 upload size about changing attribute num

図 5 属性数を変更したときのダウンロードサイズ

Fig. 5 download size about changing attribute num

図 6 属性数を変更したときのアップ／ダウンロードサイズ

Fig. 6 up/download size about changing attribute num

図 7 属性数を変更したときのメッセージ数

Fig. 7 message num about changing attribute num

図 8 属性数を変更したときのメッセージサイズ

Fig. 8 message size about changing attribute num

図 9 属性数を変更したときの全通信量

Fig. 9 all communication size about changing attribute num

点を確認できたことになる.

次に図 4, 5, 6の結果について考察する. 先ほどと同様に, 従

来手法 1⃝では属性数が増えるにつれてアップロードサイズが
増大している. 同じく, 提案手法ではダウンロードサイズがど

ちらの従来手法よりも小さくなっている. これにより, アップ

／ダウンロードの合計サイズは, 提案手法のほうが従来手法よ

りも小さくなった. ただし, 提案と従来手法 2⃝の差は属性数を
増加させても開いていかない. これらの結果からも提案手法の

利点を確認できたことになる.

最後に図 7, 8, 9の結果について考察する. ここでも同様に,

従来手法 1⃝ では属性数が増えるにつれてメッセージ数とメッ
セージサイズが増大している. そして, 提案手法でもこれらが

増大していると同時に, 提案手法では従来手法と比較して高い

数値となっている. この原因は検索フレームを導入したことで

ノード探索が増えたためと思われる. メッセージサイズにアッ

プ／ダウンロードの合計サイズを加えた結果においては, 提案

手法が従来手法より少ない通信量を維持している. これは, アッ

プ／ダウンロードの合計サイズの差がメッセージサイズの差よ

りも大きいためである. したがって, 本実験のようにデータサ

イズがメッセージ一つあたりのサイズに対して十分大きい環境



でなければ, 提案手法は従来手法と比べて通信量が多くなって

しまう可能性がある. ゆえに, 本研究手法はデータサイズが十

分に大きい環境で真価を発揮する手法であると言える.

実験結果についての考察をまとめる. データ取得時に目的以

外のデータも同時にダウンロードしなくなることにより無駄な

トラフィック量を軽減できる, という提案手法の利点を確認で

きた. しかしその一方, 提案手法ではメッセージ数とメッセージ

サイズが増大するという弱点も示された. この理由として, 検

索フレームの導入でノード探索が増えたことが考えられる. 本

実験のようにデータサイズがメッセージ一つあたりのサイズに

対して十分大きい環境でなければ, 提案手法は従来手法と比べ

て通信量が多くなってしまうかもしれない. つまり, 本研究手

法はデータサイズが十分に大きい環境において利用価値がある.

5. 今後の課題

関根らの研究 [15] も構造化オーバーレイでのデータの更新

を扱っている. [15]ではデータとして, リアルタイムで変動する

センサデータを想定している. そして, DHT に PHT（Prefix

Hash Tree）[16] [17]を適用することで範囲検索に対応させた構

造化オーバーレイにおいて, 負荷の分散やメッセージ数／サイ

ズの削減などを目指している. 本研究とは想定している環境が

異なるが, データの更新時にノード探索の履歴を利用してメッ

セージ数を削減するといった, 本研究の提案手法と併用できる

手法も考えられている. とくに, 本研究の提案手法では 4. 6節

で述べたようにメッセージ数／サイズがネックとなっているの

で, 今後このような手法の導入を検討していく必要がある.

また, 松田の研究 [18]では複数属性の範囲を指定して範囲検

索を行える構造化オーバーレイを提案している. 本研究の提案

手法も PHTを適用すれば範囲検索を行えるようになる. しか

し, [18]のように同時に複数属性を指定することはできない. し

たがって, このようなより柔軟な検索に対応するためには本提

案手法をさらに改良していく必要がある.

6. 本研究のまとめ

本論文では, データの更新を考慮した, DHTの新しい検索方

式の提案を行った.

従来の DHTでデータを更新した場合には次のどちらかもし

くは両方の問題点が存在する.

• データ取得時に目的以外のデータも同時にダウンロード

してしまうため, 無駄なトラフィックが生じる.

• 各バージョンのデータに対応する keyの知識をどのよう

にネットワーク上に広めていくかが課題となる.

本研究の提案手法は以下の 3つの要件を満たす.

• 上記のデータの更新に関する問題を解決する.

• 属性検索が可能である.

• ルーティング・アルゴリズムに非依存である.

実験結果から, データ取得時に目的以外のデータも同時にダ

ウンロードしなくなることにより無駄なトラフィック量を軽減

できる, という本提案手法の利点を確認できた. しかしその一

方, 提案手法ではメッセージ数とメッセージサイズが増大する

という弱点も実験結果で示された. この理由として, 提案手法

においてノード探索が増えたことが考えられる. データサイズ

がメッセージ一つあたりのサイズに対して十分大きい環境でな

ければ, 提案手法は従来手法と比べて通信量が多くなってしま

う可能性も考えられる. したがって, 本研究手法はデータサイ

ズが十分に大きい環境において高い効果を得られる手法である.
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