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あらまし 本研究は，エッジコンピューティングのための分散データベースプラットフォームを提案する．本プラッ

トフォームはエッジサーバ群から構成され，単一名前空間を共有する．エッジ環境において低遅延なサービスを実現

するためには，各レコードをどのサーバーに配置・キャッシュするかが重要である．多様なサービスに対して効率的

なデータ配置・連携を提供できるように，本プラットフォームでは，アプリケーション開発者が明示的にデータ分散

管理を記述するためのフック機能を提供する．データ登録・更新をトリガとして実行されるフック関数を，各テーブ

ルに対して登録可能であり，サービスに応じたデータ配置や関連データの加工を記述することができる．本研究では，

モバイル機器間のメッセージサービスの実現事例を紹介する．加えて，フック関数の応用として，WebSocketを併用
した PubSubシステムも実現した．指定テーブル上のイベントを WebSocket 接続を通じて即座にユーザに告知する
ことができる．
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Abstract This paper proposes a distributed database platform for edge computing and its explicit data distri-
bution management method using user-defined hook functions. The platform organizes a uniform namespace with
participating edge servers. To enable fast data access to a record in edge computing, the allocation strategy of
the record body and its cache to the edge servers is important. To allow explicit data distribution management
of application data by the application developer, our platform offers a hook mechanism that executes user-defined
hook functions in response to insert or update events on the specified table. The hook function is used to transfer
the event to the associative edge servers, or update the associative data records. A sample application of messaging
service among mobile appliance is described. We also provide a publish/subscribe system using the hook mechanism
and WebSocket. The system immediately notify the insert or update events on a specified table to the subscriber
using WebSocket connections.
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1. は じ め に

現在，スマートフォンなどの普及により，位置情報に基づく

アプリケーションに日々接する機会も増加している．また，IoT
(Internet of Things) の進展にともない，高度道路交通システ
ム (ITS) など各種センサー情報に基づいた即応性の高いアプリ
ケーション領域の増加が予想される．現在の大規模データ処理

は，クラウドコンピューティングに代表されるデータセンター

におけるスケーラブルなデータ処理に主に依存している．一方

で，ユーザにより近い場所に分散配置されたエッジサーバを用

いた情報通信・処理をおこなうエッジコンピューティングが，

通信帯域・遅延の削減などの面で注目を集めている．

本研究は，エッジコンピューティングを用いた即応性の高い

アプリケーションを容易に実現できるよう，分散データベース

プラットフォームを提案する．本プラットフォームでは，各地

に点在するエッジサーバにデータベースを配置・協調動作させ

ることで，一つの分散データベースを構築する．ICN 同様，分
散システムで名前空間を共有し，各エッジサーバがその部分

データを保有するモデルを採用する．エッジ環境において多様

なアプリケーションに対して効率的な実装を与えるためには，

各データをどのエッジサーバに配置するのか，それぞれのアプ

リケーションに応じて考える必要がある．本システムでは，シ

ステムが自動でデータ分散を管理するのではなく，アプリケー

ション開発者が各データの要求に応じたデータ配置を自分で管

理できるようなシステムを目指す．本プラットフォームは，開

発者の設定に従ってデータ更新の際にフック関数を起動するた

めの機構を提供する．開発者は，各テーブルに応じたフック関

数を登録し，関連データの更新および更新データを他のエッジ

サーバに伝えるために利用することができる．

本研究では，提案プラットフォームのテストベッド環境を実

装し，その上で，フック機構を用いたデータ分散管理手法の実

用性を検討した．モバイル機器間のメッセージサービス事例を

フック関数を用いて実現した際の，データ構造やフック関数に

ついて説明する．また，フック機構の応用事例として，各テー

ブルもしくはレコードにおけるデータ変化を即時に受信するた

めの publish/subscribe（以下単に pub/sub）システムの構築
もおこなった．提案テストベッドは，エッジサーバ上の Web
サービスとして実現されており，データ取得・更新は HTTP ア
クセスを利用し，また， subscribe は WebSocket コネクショ
ンを用いた実装となっている．

以下，2.において関連研究の紹介をおこない，3.においてプ
ラットフォームデザインについて述べる．4.において現行シス
テムの仕様の紹介をおこない，5.においてクライアントサーバ
間の pub/sub システムについて説明する．6.において事例検
討をおこない，7.でまとめをおこなう．

2. 関 連 研 究

現在，クラウド環境などでスケーラブルな分散データベー

ス管理システム（AWS DynamoDB, Cassandra, mongoDBな
ど）が普及している．これらのデータベースの多くは，NoSQL

とも呼ばれる非関係データベースであり，結合演算などの関係

演算をサポートしない代わりに，キーに対応した値を取り出す

Key-Value Store としての高速性およびスケーラビリティを特
徴としている．これらのシステムは，主にデータセンターなど

のクラスタ上での動作を想定したものであり，分散ハッシュな

どに基づく負荷分散および耐故障性を考慮した複製生成をおこ

なうが，エッジコンピューティングのように局所性を考慮した

データ配置などはおこなわない．

一方で，従来のクエリ処理ではなく，ストリーム処理をサポー

トしたデータベースシステムも注目を浴びている [1], [2]．入力
ストリームもしくはデータベースへの更新イベントストリー

ムに対して，継続的なクエリ処理をおこなうことで，入力を反

映した出力を即時に出力することができる．また，ストリーム

処理を用いた広域分散処理の研究も進められており，例えば

StreamSpinner [3] は，IoT デバイスなどからの情報に対する
問い合わせを広域ストリーム処理として実現している．現在，

ITS におけるデータ処理などへの利用も検討されている [4]．
複数のサービスにまたがるストリーム処理を実現する上で，

pub/sub システムも利用される．MQTT [5] は，IoTデバイス
を含めたマシン間の pub/sub メッセージ交換のためのプロト
コルである．メッセージ交換はブローカーによっておこなわれ，

トピック名と関連付けて publish されたメッセージが，当該ト
ピックを subscribe しているマシンに配信される．MQTT に
おけるブローカーは，広域分散処理などを考慮したものではな

い．センサーネットワークを意識した MQTT-SN [6]も提案さ
れており，MQTT-SN ゲートウェイを介したブローカーへの接
続なども考慮されている．クラウド環境でも，サービス間の情

報伝搬などに pub/sub システムは利用されており，例えば，各
種 Web アクセスログを整理・集約し，必要なサービスへ低遅
延で伝達するために利用されている [7], [8]．Apache Kaffka [7]
は，LinkedIn によって開発された分散ストリーム基盤であり，
複数のブローカーを用いた自動負荷分散やデータ複製がおこ

なわれる．商用サービスとしても，Google Could Platform の
CLOUD PUB/SUB [9] などのサービスが提供されている．

Amazon AWSの AWS lambda [10]も各種サービスを接続し
て利用するためのサービスである．ストレージサービス (Ama-
zon S3) やデータベースシステム (DynamoDB) に対するデー
タ変更などのイベントに対して，lambda 関数と呼ばれるプログ
ラムを登録し，イベントごとに実行することができる．lambda
関数は自動で実行，状況に応じたスケーリングがおこなわれ，

利用者はプログラム実行用の仮想マシン (EC2) などを確保する
必要はない．lambda 関数を利用する際は，例えばデータベー
スのテーブルに対して Stream サービスを起動し，lambda 関
数の登録やイベントとの関連づけの設定をおこなう．Amazon
AWS では，CloudFront と呼ばれる世界各地のデータセンター
ネットワークを利用したサービスがあり，各地のデータセン

ターをエッジロケーションと呼ぶ．Lambda@Edge と呼ばれ
るエッジロケーション上で lambda 関数を登録実行するための
サービスも提供されている．

以上をふまえて，本研究では，従来取り組まれてこなかった
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図 1 プラットフォームの概観

エッジコンピューティングのための分散データベースにおける

明示的データ分散管理に取り組む．アプリケーションの即応性

を高めるため，AWS lambda と同じくデータベースイベント
に対するフック機構を導入し，アプリケーションの要求に応じ

たストリーム処理や pub/sub システムを，開発者が容易に実
現できる環境を目指す．一方で，エッジコンピューティング向

けの分散データプログラミングモデルを提案し，応用事例を通

してその有効性を検討する．

3. デ ザ イ ン

3. 1 システム概観

本プラットフォームの概観を図 1に示す．システムは各地に
配置されたエッジサーバから構成されるが，システムで共通の

名前空間を共有し，エッジサーバは，空間の一部データを保持

する．各要素データ（以下レコードと呼ぶ）は，必要に応じて

複数のエッジサーバに配置されてもよい．名前空間は，将来的

には一般的な階層構造を許す予定であるが，現在のテストベッ

ドシステムでは一部制限がある．テーブル（user, station が該
当）はトップドメイン直下に配置することとし，そのレコード

として JSON (JavaScript Object Notation) 形式の階層構造
文書を保持する．各レコードの文書サイズには制限があるため，

下位ドメインに巨大な配列・連想配列を保持することができな

い．将来的には名前空間とデータベース実装とを分離し，任意

の階層をテーブルとして扱えるようにする予定である．

アプリケーションの要求に応じた明示的データ分散管理をお

こなうため，アプリケーション開発者は，テーブル，フック関

数およびフック関数のトリガ条件をアプリケーション定義とし

て与え，アプリケーションに適したレコードのエッジ配置を実

現する．フック関数はテーブルごとに定義され，単一テーブル

に複数のフック関数およびそのトリガ条件を指定することがで

きる．テストベッドシステムでは，フック関数記述にはスレッ

ドモデルの充実，データベース操作を含めた記述性の高さから

Go 言語を採用する．
クライアントは，アプリケーションに応じた最寄りのエッジ

サーバにアクセスし，データの取得をおこなう．最寄りのエッ

ジサーバが分からない場合は，アクセスポイントからエッジ

サーバ情報を取得するか，あるいはエッジサーバ情報を統括管

理するサーバから，最寄りのエッジサーバ情報を取得する形を，

現時点では想定している．現行テストベッドでは，エッジサー

バは Web サーバとして実現されており，レコードの取得・登
録・更新には HTTP リクエストを用いる．レコードの指定は
id によっておこない，テーブルに対する検索機能などは現時点
ではサポートしない．subscribe については， WebSocket に
よる接続を用い，テーブルもしくはレコードを指定しておこな

う．また，エッジサーバは global IP を有し，どこからも接続
できるものと仮定する．

3. 2 データ分散管理

本節では，フック機構を用いたデータ管理手法について，想

定する基本パターンを紹介する．具体例を用いた管理手法につ

いては，6.でデータ構造も含めて紹介する．
固定対象物：例えば，駅情報や交差点情報といった，対象物

が移動しないレコードについては，本体データがどのエッジ

に配置されるべきかは静的に決まる．加えて，隣接エッジにも

キャッシュ情報を配信すべきかもしれない．こういったデータ

の場合，データ更新は基本本体データのあるエッジでおこない，

フック処理によって更新データを隣接エッジなどに配信するこ

とになる．

モバイルオブジェクト：一方で，スマートフォンのユーザや

車両のように，レコードの状態に応じてエッジ間を移動すべき

データも存在する．こういったレコードについては，エッジを

移動すべきとアプリケーションが判断した段階で，フック関数

を用いて居場所の移動をおこなう．加えて，以後の更新イベン

トについても移動先エッジに転送する．

関連データの更新：例えば，ユーザが目的の駅に到着した時

点で，駅レコードの「利用者総数」属性を増加させるといった処

理をおこないたい．本データベースでは一般属性を用いたテー

ブル検索を許していないため，このような属性値の修正もフッ

ク関数を用いておこなう．このケースでは，ユーザの位置属性

の変化に応じて，駅レコードの属性変化をおこなうことになる．

要求に基づく配信：あるレコードが配置されるべきエッジ

サーバは，そのレコードの状態によってのみ決まるのではな

く，周りの要求によっても変化する．例えば，ある駅やユーザ

の情報を，遠隔地にいるユーザが必要とすることもある．ある

いは，二人のユーザの間でチャットをおこなっている場合，各

メッセージは受信者の最寄りエッジに配信されるべきである．

当然，ユーザの移動とともに配信先エッジも移動すべきである．

このようにエッジ間である種の subscribe 要求が存在し，モバ
イルオブジェクトの移動に伴って関係が更新されるケースが存

在する．システムは，例えば対象テーブルもしくはレコードに

ついて subscribe属性を設け，要求エッジリストを保守するこ

とで，対象レコード上のデータ更新を随時要求エッジに配信す

ることが可能となる．
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4. 現行システムの仕様

4. 1 概 要

本節では，提案プラットフォームについて，テストベッドシ

ステムの概要を示す．現在，各エッジサーバはHTTPサーバー
として動作し，データベースに対するデータ登録・更新をトリ

ガとして，登録されたコードを実行する機能（フック処理）を

提供している．なお，本システムは Go 言語で実装されてお
り，登録フック関数についても Go 言語を利用している．クラ
イアントサーバ間の pub/sub システムについては，5.にて紹
介する．

図 2に各エッジサーバの内部構成を示す．本システムはデー
タベース，リクエスト処理をおこなうフロントエンド，フック

処理をおこなうフックエンジンの 3 つから構成される．シス
テムは，開発者の与えたアプリケーション定義に基づいて動作

する．データベースは，プラットフォーム全体で共通の名前空

間を持ち，各エッジサーバはアプリケーション定義に基づいて

配置されたレコードを保持する．3. 2で述べたように，静的に
割り当てられたレコードだけでなく，モバイルな対象物を表す

レコードや，要求に応じてキャッシュされたレコードも存在す

る．これとは別に，アプリケーション定義のようなシステム運

用情報についても，データベース上に格納する．今回はデータ

ベース管理システムとして mongoDBを利用しており，JSON
形式のデータをそのまま取り扱うことができる．mongoDBは
key-value 型の NoSQL データベースで，レコード内のフィー
ルド数やフィールドの名称には制約がなく，自由に追加するこ

とができる．

フロントエンドは外部からの HTTPリクエストを受け付け
るゲートであり，受け取ったリクエストに応じてデータベース

を更新して，リクエストの内容をフックエンジンに伝える役割

を持つ．レコードの取得・追加・更新を，それぞれ HTTP リ
クエストの GET, POST, PUT メソッドで処理する．現行シ
ステムでは，サーバ間のデータ移動についても，フロントエン

ドを介して処理している．また，現時点ではアクセス制限はサ

ポートしておらず，ネットワーク的に外界と遮断する形で実験

をおこなっている．

フックエンジンは本システムの主機能であるフック処理を管

理する．エンジンは，開発者によるアプリケーション定義に基

づいて，データ登録・更新をトリガにして対象テーブルに登録

されたトリガ条件に基づいてフック関数を実行する（フック処

理）．開発者は，各テーブルに対して，実行したいフック関数

とトリガ条件を登録する．フック関数は複数登録することがで

きる．フック関数には対応レコードの状態が引数として与えら

れ，これらの情報を利用してデータベースにアクセスし，データ

ベース内の関連するレコードの取得・変更や，他のエッジサー

バへのデータの転送などをおこなうことができる．

4. 2 データリクエスト処理

本節ではエッジサーバシステムに対するデータリクエストの

方法について説明する．

図 2 エッジサーバの内部構成

4. 2. 1 GET
GETリクエストは本プラットフォームのデータベースにあ

るレコードを取得する場合に用いる．リクエストの URLは以
下のように記述する．

• http://[エッジサーバ名]/v1/[テーブル名]/[レコード ID]
レコード IDを指定した場合は対応するレコードが返ってく

る．対応するテーブルやレコードが存在しない場合はエラー

コード 400が返ってくる．
4. 2. 2 POST
POSTリクエストは本プラットフォームのデータベースに対

してレコードを新規登録する場合に用いる．リクエストのURL
は以下のように記述する．

• http://[エッジサーバ名]/v1/[テーブル名]
このように書くことで，テーブルに対してレコードを登録で

きる．リクエストボディには登録するレコードの内容を JSON
形式で記述する．リクエストボディが空の場合は失敗し，エ

ラーコード 401が返ってくる．レコード IDは基本システム側
で自動生成され，レスポンスとしてリクエストデータにレコー

ド ID・登録日時・更新日時が付与された JSONが返ってくる．
POST後はレコードの取得や更新には返ってきたレコード ID
を用いる．開発者は ID の値を属性値として指定することもで
きるが，IDは 24桁の 16進数とし，重複しない IDを割り当て
る必要がある．

4. 2. 3 PUT
PUTリクエストは本プラットフォームのデータベースにあ

るレコード内のフィールドを更新する場合に用いる．リクエス

トの URLは以下のように記述する．
• http://[エッジサーバ名]/v1/[テーブル名]/[レコード ID]
このように書くことで，テーブルにある IDに対応したレコー

ドを更新できる．リクエストボディは JSON 形式で，レコー
ドの更新したいフィールドのみを記述すれば良い．レコードに

フィールドが既に存在した場合は値を上書きし，存在しない場

合は新たにフィールドを追加する．成功した場合は空ボディの

レスポンスが返ってくる．対応するテーブルやレコードが存在

しない場合はエラーコード 400が返ってくる．
4. 3 フック処理

フックエンジンは，アプリケーション定義に基づいて，フッ
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図 3 pub/sub システム概観

ク関数の実行をおこなう．実際には，フック関数の登録情報は，

JSON 形式データとしてデータベースに格納される．リクエス
ト対象のテーブル名と，トリガ条件として HTTPリクエスト
のメソッド種別 (POST, PUT) を，そして実行するフック関数
名を配列に列挙して記述する．例えば，図 2のアプリケーショ
ン定義の場合，userテーブルに対する POSTリクエストが届
いた際，subscribe0, moveHandlerという名前の関数が実行

される．現時点では，トリガ条件にはメソッド種別のみが記述

可能であるが，将来的には更新属性などについても条件として

記述できるようにする予定である．フック関数を起動する際，

POST/PUT メソッドの更新内容情報が引数として与えられ，
PUT メソッドの場合は更新前のレコード状態も引数として与
えられる．また，引数の情報を利用して，データベースに対し

て追加情報の取得や関連情報の更新をおこなうことができる．

加えて，関連エッジへの更新情報の伝搬もおこなうことができ

る．具体的な応用事例については，6.で説明する．
現行システムではフック関数についてはソースコードに関数

を記述したファイルを直接システムに組み込み，システムをリ

ビルドする必要がある．将来的なシステムでは，動的なフック

関数およびトリガ条件の登録をおこなう予定である．

5. Pub/Sub システム

本章ではクライアントとエッジサーバ間の pub/sub システ
ムについて説明をおこなう．データベース上のデータ更新をク

ライアントに即座に伝えるのが目的である．現行システム上で，

フック関数と WebSocket を用いた pub/sub システムを構築
した．WebSocket は，クライアントサーバー間の双方向通信が
おこなえる通信プロトコルである．Long Polling や Comet と
いった，サーバからクライアントへの送信を実現する他の技術

と比較して，通信コストが低い．

本 pub/sub システムでは，クライアントからサーバーへの
データの登録・更新には HTTPリクエストの POST, PUT メ
ソッドを利用する（図 3）．他のエッジサーバからのデータ登
録・更新通知も POST, PUT メソッドを介して伝達される．最
新情報の取得には HTTP リクエストの GET メソッドを利用
し，その後，サーバーからクライアントへの継続的更新データ

通知に WebSocket を用いる．WebSocketでの通信を確立する
には，クライアント側からサーバーにコネクション要求をおこ

なう必要がある．エッジサーバへのコネクション要求 URLは
以下のように記述する．

ws://[エッジサーバのWebSocket用ドメイン名]/ws

現時点の pub/sub システムはまだ開発段階であり，6. の
メッセージサービス専用の実装となっている．上記接続後，

WebSocket を通じて受信者情報をクライアントからサーバに送
信する．一方で，開発者は subscribe 用フック関数を作成して
おき，メッセージの登録・更新の際に指定した受信者宛のメッ

セージを見つけると，WebSocket を通じてメッセージ到着を
クライアントに対して通知する．フック関数の目的に応じて，

通知すべき更新属性を限定したり，属性値に関する制限を設け

ることも可能である．

将来的には，subscribe 用のフック関数は各テーブルごとに
場合によって複数登録されてもよいと考えている．この場合，

クライアントはWebSocket 接続後，subscribe に用いるフック
関数と，subscribe 対象レコードやその他パラメータに関する
情報を，WebSocket を介して送信することになる．例えば，{

"msgSub": ["userA"] } という情報を送ることで，メッセー

ジテーブルにひもづけられた msgSubフック関数に対し，当該

WebSocket を用いて，userA 宛のメッセージを subscribe して
いることを通知する．subscribe 要求をうけたシステムは，フッ
ク関数に対して対象テーブルもしくはレコードに subscribe 要
求があったことと，そのコネクション情報を記録しこととなる．

そのうえで，フック対象となるテーブル上で更新があった場合，

フック関数は subscribe 情報をデータベースから取得し，該当
するコネクションに通知を送ることとなる．

6. 本研究の応用事例検討

本章では，モバイル機器間のメッセージサービス事例を用い

て，本プラットフォームにおけるデータ管理手法について紹介

する．このメッセージサービスは，二者間をつなぐサービスで

ある（図 4）．状況としては，UserA, B がそれぞれ異なるエッ
ジサーバ P, Qに接続しており，加えて Userが移動して接続す
るエッジサーバが R に切り替わるような状況を想定する．こ
のような状況でチャットを成立させるには，異なるエッジサー

バに接続していてもデータが送受信できることと，接続エッジ

サーバが切り替わっても通信が継続できることが必要になる．

基本的には，通信相手がどのエッジサーバに接続しているかを

常時把握し，メッセージが投稿された段階で，通信相手に配信

すればよい．ユーザがエッジサーバを移動した際は，通信相手

のエッジにそのことを伝えればよい．以上を，実際のデータ構

造をまじえて説明する．

最初にアプリケーションのデータ設計について説明する．

テーブルには users, msg の二つを準備する．図 5 にデータ
構造を紹介する．UserA, B （2-11, 12-21行目）とメッセージ
レコード例（24-29行目）を示す．この例では，各メッセージ
を１つのレコードとして取り扱っている．uidA, uidB 　は，

UserA, B の id をあらわし，mid0 はメッセージの id をあら
わす．また，エッジサーバのドメイン名を edgeP などであら
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図 4 エッジ間でのチャット概観

わす．ユーザレコードの edge属性は，ユーザがアクセスする

エッジサーバをあらわし，エッジサーバを変更する際には当該

属性を変更する．inContact属性は，メッセージアプリの通信

相手をあらわし（8行目），通信中は通信相手情報を最寄りエッ
ジのデータベースに登録することとする．inContact属性には

通信相手のエッジサーバ（9行目）も保持されており，この値
はフック関数によって管理される．メッセージの投稿について

は，最寄りエッジへのメッセージレコードの POST として表
現する．

フック関数で実現すべきことは，以下のとおりである．

• ユーザレコードの edge属性が変化した時

– ユーザレコードを移動する (MoveUser)
– 通信相手の inContact属性の更新 (UpdateContact)

• メッセージレコードが追加された時

（他エッジからの転送含む）

– 自身と宛先エッジが異なる場合は転送

– 一致する場合はクライアントへの pub/subを試みる
今回の実装では，ユーザテーブルの PUT メソッドに対して

MoveUser, UpdateContactという二つのハンドラが登録され，

メッセージテーブルの POST メソッドにメッセージ用のハン
ドラが一つ登録されている．

ユーザの接続エッジサーバの変更処理：アプリケーション

が現在地情報などから接続エッジサーバを X から Y に切り

替える場合を考える．まず，クライアントは edge属性の変更

を，X に対する PUT リクエストとしておこなう．これによ
り，edge属性の変更だけでなく，ユーザレコードの Y へのコ

ピーと，通信相手の inContact.edge属性の更新が，フック関

数 MoveUser, UpdateContact によって，それぞれ行われる．

例として，フック関数 MoveUser の定義内容を図 6に示す．
この関数は，引数 d をとり，d[0]に更新内容，d[1]に更新前レ

コードが格納されているため，それぞれ変数 update, prevに

代入しておく（3,4行目）．5行目の receiverEdgeは，edge属

性への更新内容を示し，更新がなかった場合，フック関数はす

ぐに終了する（6-8行目）．その後，更新に必要なデータをとり
まとめてから jsonに変換し（10-14行目），移動先のエッジサー
バにデータを PUTしている（15-21行目）．UpdateContact関

数の場合，自身の inContact 属性から PUT 先エッジを把握

1 { "users" : { // user table
2 uidA: {
3 "_id": uidA,
4 "name": "user␣A",
5 "location": ...,
6 "edge": edgeP
7 "inContact" : {
8 "_id" : uidB,
9 "edge" : edgeQ

10 }
11 },
12 uidB: {
13 "_id": uidB,
14 "name": "user␣B",
15 "location": ...,
16 "edge": edgeQ
17 incontact : {
18 "_id" : uidA,
19 "edge" : edgeP
20 }
21 },
22 },
23 "msg" : { // message table
24 mid0: {
25 "_id" : mid0,
26 "sender": uidA,
27 "receiver": uidB,
28 "body": ...
29 },
30 ...
31 }
32 }

図 5 users テーブルに格納するユーザー情報

し，相手ユーザの inContact属性の更新をおこなっている．

メッセージの転送：メッセージテーブルに POST があった
場合，相手先のエッジサーバへ POST の転送がおこなわれる．
その上で，通信相手が WebSocket をつかって subscribe して
いる場合は，5. で説明した仕組みにしたがって，クライアン
トへのメッセージ転送がおこなわれる．メッセージテーブル上

の POST は，送信者エッジにおける投稿処理と，受信者エッ
ジにおける受信処理の二つが存在する．フック関数は，メッ

セージの転送の際に，転送であることを示す属性を追加するこ

とで，上記二つを区別している．転送処理は，投稿エッジと受

信エッジが異なる場合におこなわれ，受信エッジ情報は送信者

の inContact属性から判断が可能である．送信者レコードは，

データベース問い合わせにより取得される．

現時点では実装していないが，メッセージ到着時にユーザレ

コードが既に移動している場合の対処も，可能である．転送

メッセージを受け取った際，受信者レコードをデータベース

から取得し，edge属性を確認する．受信エッジと一致しない，

すなわちメッセージの転送中と入れ違いでユーザが移動してし

まった場合は，再転送をおこなうことも可能である．

7. まとめと今後の展望

本研究ではエッジコンピューティング環境において，ノード
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1 func (a Action)
2 MoveUser(d []map[string]interface{}) (err error) {
3 update := d[0]
4 prev := d[1]
5 receiverEdge := update["edge"]
6 if receiverEdge == nil {
7 return nil
8 }
9 receiverId := prev["_id"]

10 s := make(map[string]interface{})
11 s["name"] = prev["name"]
12 s["edge"] = update["edge"]
13 s["inContact"] = prev["inContact"]
14 j := json.Marshal(s)
15 c := &http.Client{}
16 req:= http.NewRequest(http.MethodPut,
17 "http://" + receiverEdge + ":3000/v1/users/" +
18 receiverId,
19 bytes.NewBuffer(j))
20 resp := c.Do(req)
21 resp.Body.Close()
22 return nil
23 }

図 6 フック関数の例 (MoveCache)

同士の協調動作やクライアントサーバー間の高レスポンスな

通信を必要とするサービスを展開することを目指した，分散

データベースプラットフォームを提案・実装した．本プラット

フォームを利用した具体的なサービスについて，その設計を検

討し，実装できることを示した．現行テストベッドシステムに

ついては，早期にソースコードなどを含めた公開をおこない，

加えて手軽に仮想環境上での複数エッジ実験をおこなえるよう

に Docker 環境などの公開も予定している．また，アプリケー
ション事例の拡充もおこなっていく予定である．

今後の展望として，以下の２方面からの研究を検討している．

一つは，軽量化や各種ネットワーク機能などとの統合に向けた

研究である．今回の実装では，スマートフォンなどのモバイル

ネットワーク網を想定して，クライアントサーバー間の通信に

HTTPやWebSocketを用いた．通信データについても，今回
は JSON形式でやりとりしており，通信データ削減については
考慮していない．一方で，IoT デバイスへの展開や，ITS への
応用を考慮した場合，プロトコルの軽量化や無線通信などとの

親和性を考慮した研究が重要だと考えられる．

もう一方は，フック関数の記述性向上やセキュリティ強化に

向けた研究である．現行システムでは，フック関数では関連

データの更新やエッジ間データ連携について，その更新手続き

を手続き的に記述する必要がある．今後は，処理内容について

3. 2 で述べたような類型化・ライブラリ化をすすめ，開発者が
詳細なプログラムが書くことなく，容易にデータ分散管理を実

現できるようにしたいと考えている．
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