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明 細 苫

吉報の管理方法及び 吉報処理装置

技術分野

０００1 本発明は、分割された情報を複数のノード間で分散共有するネットワークにおける

情報の管理方法、及びネットワークを構成するノードとしての情報処理装置に関する

背景技 術

０００2 近年、ネットワークを構成する任意のノード間で自由にデータの送受信を行ぅよぅな

通信形態を有するネットワークが盛んに利用されるよぅになってきた。

０００3 従来は、中央にホストの役 目を担ったザーバなどがあり、クライアントとしての各端末

が、それぞれホストザーバにアクセスし、端末間でやり取りが必要であれば、ホストザ

ーバが仲介して行ぅとレリタイプの中央集中処理型のネットワークが主流であった。

０００4 これに対して、いわゆる分散処理型のネットワークが徐々に登場してきている。保存

する情報を分散する、またその処理を分散するといった機構を実現するためには、通

信の機能も分散しなければならない。すなわち、ネットワークを構成する各ノード間で

、自由にデータ通信が行われなければならない。

０００5 代表的な形態として、P2P (Pee o ee )と呼ばれる通信ネットワークの形態が

ある。P2P は不特定多数のノード間で直接情報のやり取りを行なぅネットワークの利用

形態であり、技術的に中央ザーバの媒介を要するものと、バダソリレー式にデータを

逆ぶものの2種類がある。

０００6 中央ザーバを要する場合にも、中央ザーバはファイル検索データベースの提供とノ

ードの接続管理のみを行っており、データ自体のやり取りはノード間の直接接続によ

０００7 こぅいった分散処理のネットヮ一ク形態を効率的に達成する技術が研究されてきた (

特許文献 、2、参照 ) 。特許文献 及び2では、何れもP2P のシステムを採っており、

任意のノード間でデータを分散共有し、データ送受信を行ぅシステムが形成されてい
る。



０００8 これらにょり、ネットワークシステムの利用形態としての自由度は向上し、ュ一ザは

大きな利便性を手に入れたが、一方では、各処理能力を分散して所有しなければな

らず、効率といぅ点からは負担となる場合もある。

０００9 例えば、データを分散して所有するとすれば、ネットワークの規模が大きければ大き

いほど膨大なデータをュ一ザは共有することができるが、しかし従来のょぅに特定の

ザーバにアクセスすれば、それを取得できるといぅ訳にはいかない。広いネットワーク

上から分散している必要なデータを収集してきて、必要な形に復元するといぅ手間を

掛ける必要がある。

００1 ０ こぅいった分散処理に伴ぅ負担を如何に軽減するかが今後重要となる。

特許文献 1 : 特開2 ００5 275937号公報

特許文献 2 : 特開2 ００4 252732号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1 1 上記のょぅにP2P ネットワークシステムなどのデータを複数のノードで分散共有する

システムにおいては、広いネットワーク上から分散している必要なデータをその都度

収集してきて、適切な形に復元する必要があった。この復元処理にも、多大なコスト(

時間、 P パワー、ネットワークトラフィッ列がかかる。

００1 2 本発明の日的は、上記の課題を解決し、分割され、ネットワーク上の複数のノードに

分散共有された情報を効率ょく利用することができる情報の管理方法、及びノードと

しての情報処理装置を提供することである。

課題を解決するための手段

００1 3 上記の課題を解決するために、本発明は以下の特徴を有するものである。

００1 4 ・ 複数のノード間で、分割された情報を分散共有するネットワークシステムにお

ける情報の管理方法であって、

第 のノードにおいて、前記分割された情報を収集し、分割前の情報を復元情報とし

て生成する情報復元工程と、

前記情報復元工程にょって生成された前記復元情報を、前記第 のノードとは典な

る第 2 のノードからもアクセス可能な状態で、前記復元情報に関する履歴を示すフラ



グとともに、前記第 のノードの一時情報記憶部に保持する一時保存工程と、を有す

ることを特徴とする情報の管理方法。

００15 2・ 前記第 のノードにおいて、前記一時保存工程により前記一時情報記憶部に

保持されている前記復元情報を、前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて破

棄する情報破棄工程を有することを特徴とする前記 に記載の情報の管理方法。

００16 3・ 前記第2のノードが前記第 のノードにアクセスして前記復元情報を取得する

復元情報取得工程を有することを特徴とする前記 に記載の情報の管理方法。

００17 4・ 前記第 のノードが、該復元情報が変更された場合に、この復元情報の変更

に伴って前記フラグを変更し、変更後の復元情報を、変更後のフラグとともに前記一

時情報記憶部に保持する復元情報変更工程を有することを特徴とする前記 に記載

の情報の管理方法。

００18 5・ 前記第 のノードが、前記復元情報変更工程による変更後の復元情報を、前

記分割された情報と対応するよぅに分割し、復元前の分割された情報を保存する各ノ

ードに、対応する新たに分割された情報を送信する分割情報送信工程を有すること

を特徴とする前記4に記載の情報の管理方法。

００19 6・ 前記第 のノードにおいて、前記一時保存工程により前記一時情報記憶部に

保持されている前記復元情報を、前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて破

棄する情報破棄工程を有し、

前記復元情報変更工程により前記復元情報が変更されている場合、前記情報破棄

工程を実行する前に、前記分割情報送信工程を実行することを特徴とする前記5に

記載の情報の管理方法。

００2０ 7・ 前記フラグの内容は、前記一時情報記憶部に保持する情報に対する、情報生

成時刻、情報参照時刻、情報読み出し回数、情報菩き込み回数、情報参照のェラ一

発生、及びシステムの障告発生、システム電源停止の少なくとも つ以上を含んでお

り、前記情報破棄工程は、前記フラグの内容が所定の条件を満たしたときに実行され

ることを特徴とする前記2に記載の情報の管理方法。

００2 1 8・分割された情報を複数のノード間で分散共有するネットヮ一クシステムにおける

、ノードとしての情報処理装置であって、



前記分割された情報を収集し、分割前の情報を復元情報として生成する情報復元手

段と、

前記情報復元手段によって生成された前記復元情報を、他のノードからもアクセス可

能な状態で、前記復元情報に関する履歴を示すフラグとともに保持する一時情報記

憶部と、を有することを特徴とする情報処理装置。

００22 9・ 前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて、前記一時情報記憶部に保

持されている前記復元情報を破棄する情報破棄手段を有することを特徴とする前記

8に記載の情報処理装置。

００23 ０・ 他のノードに保持された復元情報を探索し、復元情報を保持する他のノード

があった場合、当該ノードにアクセスして復元情報を取得する復元情報取得手段を

有することを特徴とする前記8に記載の情報処理装置。

００24 ・ 前記一時情報記憶部に保持する前記復元情報及び前記フラグを変更し、前

記復元情報に代わって変更された復元情報を変更されたフラグとともに保持する復

元情報変更手段を有することを特徴とする前記8に記載の情報処理装置。

００25 2・ 前記復元情報変更手段により変更された復元情報を、前記分割された情報

と対応するよぅに分割し、復元前の分割された情報を保存する各ノードの分割された

情報毎に、対応する新たに分割された情報に菩き替えるべく各ノードに送信する分

割情報送信手段を有することを特徴とする前記 に記載の情報処理装置。

００26 3・ 前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて、前記一時情報記憶部に保

持されている前記復元情報を破棄する情報破棄手段を有し、

前記分割情報送信手段は、前記復元情報変更手段により前記復元情報が変更され

ている場合、前記情報破棄手段による情報の破棄を実行する前に、前記分割された

情報の送信を実行することを特徴とする前記 2に記載の情報処理装置。

００27 4 ・ 前記フラグの内容は、前記一時情報記憶部に保持する情報に対する、情報

生成時刻、情報参照時刻、情報読み出し回数、情報菩き込み回数、情報参照のェラ

一発生、及びシステムの障告発生、システム電源停止の少なくとも つ以上を含んで

おり、前記情報破棄手段は、前記フラグの内容が所定の条件な満たしたときに、前記

一時情報記憶部に保持する情報の破棄を実行することを特徴とする前記9に記載の



情報処理装置。

発明の効果

００28 本発明にかかる情報の管理方法、及びノードとしての情報処理装置によれば、分

割され、ネットワーク上の複数のノードに分散共有された情報を収集して、復元情報

を生成した際、一時情報記憶部に他のノードからもアクセス可能な状態で保持するこ

とにより、各ノードが効率的に復元情報を利用することができる。

図面の簡単な説明

００29 図 ネットワーク の全体構成例を示す図である。

図2 ネットワーク を構成するノード(端末装置) 2のハードウェア構成例を示す図で

ある。

図3 ネットワーク を構成する各ノード2の接続形態、すなわちノードの論理的なトポ

ロジーの例を示す図である。

図4 図3のよぅに関連付けられたノード2の接続テーブル 例を示す図である。

図5レード(端末装置) 2の機能構成例を示すブロック図 (a) 、およびデータ操作部2

０4の機能の内部構成を示す図 (b)である。

図6 S S 通信のコネクションを確立する際の処理例を説明するためのシーケンス図

である。

図7 復元データの生成から破棄に至るまでの代表的な処理の流れを示すフローチ

ヤートである。

図8 図7の復元データの生成処理例及び一時保存処理例の流れを示すシーケンス

図である。

図g PC が、PC2 からPC7 に探索命令を送信している様子 (a) 、及びPC2 からPC7

が、 C に対して応答を返している様子 (b)を示す図である。

図1０分割された各データを取得して、部分的に復元処理している例を示す図であ

る。

図11 図7の復元データの取得処理例の流れを示すシーケンス図である。

図12 復元データが変更されていない場合 (a) と変更されている場合 (b) における、

PC2 からPC7 が、 C に探索命令に対する応答を返している様子を示す図である。



図13 復元データが変更されている場合の、図7の復元データの取得処理例の流れ

を示すシーケンス図である。

図14 図7の復元データの変更処理例の流れを示すシーケンス図である。

図15 変更処理が他のノードから要求されている場合の、図7の復元データの変更

処理例の流れを示すシーケンス図である。

図16 復元データの他のノードへの委託処理例の流れを示すシーケンス図である。

図17 図7の分割情報変更処理、すなわち復元データの菩き戻し処理例の流れを示

すシーケンス図である。

図18 図 7の特殊な場合として、復元データの変更が保存データに反映できない場

合を示す図である。

図19 フラグの示す内容の例を示す図である。

図2０PC が、PC2からPC7を探索し、復元データの一時保存ノードであるPC7か
ら復元データを取得する様子を示す図である。

符号の説明

ネットワーク (P2P)

2 端末装置 (ノ一同

2 (復元データ)取得要求ノード

2 (分散共有データ)保存ノード

2C (復元データ)一時保存ノード
。3 スイッチングハフ

4 ルータ

5 認証ザーバ

2０ 接続テープ保持部

2０2 接続テーブル管理部

2０3 データ保持部

2０4 データ操作部

2０4a 一時情報記憶部

2０4b 操作部



2０5 認、証部

2０6 ネットワーク申請部

2０7 データ受信部

2０8 データ解析部

2０9 データ作成部

2 ０ データ送信部

接続テーブル

発明を実施するための最良の形態

００3 1 以下に、図を参照して本発明に係る実施形態を説明する。

００3 2 (ネットワークの全体構成)

図 はネットワーク の全体的な構成の例を示す図である。図 を用いて本発明に係

るネットワークの実施形態について、その全体構成を説明する。

００3 3 本発明の実施形態に係るネットワーク は、図 に示すように、複数台の端末装置2

( 2 2 2 、・‥、2 )、スイッチングハブ3 、ルータ4 、および認証ザーバ 5などのノード

によって構成される ( oca ea e o )である。これらの端末装置2は、

スイッチングハブ3 に、ソイストペアケーブルによってスター型に繋がれている。

００3 4 ネットワークを構成するノードとしての端末装置2は、情報処理装置であり、パーソナ

ルコンピュータ、ワークステーション、またはブリンタなどのような、他の装置との間で

データの人出力の処理を実行する装置である。以下、ノードといえば単にこの端末装

置のことを指し、情報処理装置としてのパーソナルコンピュータが用いられるものとし

て説明する。

００3 5 また本実施形態では、P2P (Pee o ee )と呼ばれる通信ネットワークの形態を

採っている。P2P は不特定多数のノード間で直接情報のやり取りを行なうネットワーク

の利用形態であり、技術的に中央ザーバの媒介を要するものと、バケソリレー式にデ

ータを逆ぶものの2種類がある。

００3 6 中央ザーバを要する場合にも、中央ザーバはファイル検索データベースの提供とノ

ードの接続管理のみを行っており、データ自体のやり取りはノード間の直接接続によ



００3 7 本実施形態では、中央ザーバは用いず、後で図3の接続トポロジーを説明するが、

予め関連付けられたノード(端末装置) 2間では直接接続を了 、刊 、通信する。その他

のノードとは、直接接続したノードを介して間接的に接続することになる。認証ザーバ

5は認証のための証明菩に関わる管理のみを担い、通信のための接続には直接関

わらない。またルータ4もノード(端末装置) 間の通信には直接関与しない。

００3 8 2Pでは、直接ノード同上が通信するため、如何にお互いの正当性を認証するか

、不正の入り込む余地を抑制するかとレリセキュリティが重要である。そのために認証

ザーバ 5の発行するディジタル証明菩を用いる。後述するS S 通信においては、X・

5０9仕様のディジタル証明菩が使用される。

００3 9 ディジタル証明菩の有効期間を過ぎたり、秘密鍵の紛失や盗難などでそのディジタ

ル証明菩の信頼性が損なわれと、認証局は証明菩失効リスト(C :Ce f ca e

e oca o s )に掲載し、公開することにより失効させる。

００4０ 以下、上記の観点から、本実施形態に係るネットワークにおいて、これらのノード2

同上がデータ通信を了 、刊 、各ノードで分散共有された情報についての復元や利用な

どを行う場合について説明する。

００4 1 (端末装置の構成)

図2はノード(端末装置) 2のハードウェア構成の例を示す図である。

００4 2 端末装置2は、図2に示すように、CP 2０a 2０ 、 2０c、ハードディス

ク2０ 、通信インタフェース2０e 、画像インタフェース2０f、入出カイン

タフェース2０ 、その他の種々の回路または装置などによって構成される。

００4 3 通信インタフェース2０e は、例えば C ( e o e face Ca d)であって、

、ソイストペアケーブルを介してスイッチングハブ3のいずれかのポートに繋がれている

。画像インタフェース2０fは、モニタと繋がれており、画面を表示するための映像信号

をモニタに送出する。

００44 人出カインタフェース2０は、キーボード若しくはマウスなどの入力装置またはC

ドライブなどの外部記憶装置などと繋がれている。そして、ユーザが入力装

置に対して行った操作の内容を示す信号を入力装置から入力する。または、C

O などの記録媒体に記録されているデータを外部記憶装置に読み取らせ、これを



入力する。または、記録媒体に菩き込むためのデータを外部記憶装置に出力する。

００45 ハードディスク2０dには、後で機能ブロック図 (図5)を用いて説明するが、接続テー

ブル保持部2０ 、接続テーブル管理部2０2、データ保持部2０3、データ操作部2０4

、認証部2０5、ネットワーク申請部2０6、データ受信部2０7、データ解析部2０8、デ

ータ作成部2０9、およびデータ送信部2 ０などの機能を実現するためのプログラム

およびデータが格納されている。これらのプログラムおよびデータは必要に応じて

2０bに読み出され、CP 2０aによってプログラムが実行される。

００46 各ノード2には、それぞれ、他のノード2との識別のために、ホスト名 (マシン名) 、P

アドレス、および Cアドレスが与えられている。ホスト名は、ネットワーク の管理者

などが 自由に付けることができる。 Pアドレスは、ネットワーク の規則に従って与えら

れる。 Cアドレスは、そのノード2の通信インタフェース eに対して固定的に与え

られているアドレスである。

００47 本実施形態では、ノード(端末装置) 2 2、・‥ごとに「 C 」、「PC2 」、・‥のような

ホスト名が付されているものとする。以下、これらのノード2をホスト名によって記載す

ることがある。

００48 (ノードの接続形態 )

図3はノードの接続形態、すなわち端末装置2の論理的なトポロジーの例を示す図

である。図3を用いてノード(端末装置) の接続形態を説明する。

００49 ノード2は、図3に示すように、仮想空間に配置されているものと仮想されている。そ

して、点線で示すように、仮想空間内の近隣の少なくとも 台の他のノード2と関連付

けられている。かつ、これらの関連付けによって、すべてのノード2が互いに直接的に

または間接的に関連するようになっている。

００5０ なお、「直接的に関連」とは、図3において 木の点線で繋がれていること(例えば、

図3の C とPC2 またはPCg とのような関係 )を言い、「間接的に関連」とは、2本以

上の点線および つ以上のノードで繋がれていること(例えば、図3の C とPC4 との

ような関係 )を吉う。ノード2は、自らに直接的に関連付けられている他のノード2に対

してデータを送信する。

００5 1 図4は、図3のように関連付けられたノード2の接続テーブル の例を示す図であ



る。各ノード2毎に、直接データ送信可能な、「直接的に関連」付けられている他のノ

ード2との接続のための情報のリストをテーブル化して保持している。

００5 2 例えば、図3におけるPC C2 C6 C7 C8、およびPCg には、それぞれ

図4に示すような接続テーブル 2 6 7 8、および gが保持さ

００5 3 (端末装置の各部の機能 )

図 a
「 ノード(端末装置) 2の機能的構成の例を示すブロック図である。図5 a)

を用いてノード2の各部の処理機能について説明する。

００54 接続テーブル保持部2０ は、そのノード2 白身に直接的に関連付けられている他

のノード2のホスト名、Pアドレス、および Cアドレスなどの属性の一覧を示す接続

テーブル を保存している。例えば、それぞれのノードの接続テーブル保持部2０

に保持されている接続テーブルの例を、図4を用いて既述した。これらの接続テーブ

ル の内容は、各ノード2の関連付けに基づいて管理者によって予め作成される。

００5 5 接続テーブル管理部2０2は、上記接続テーブル保持部2０ に保持される接続テ

ーブル の管理を行ぅ。

００56 データ保持部2０3は、そのノード2またはュ一ザなどの属性を示す属性データ、そ

のノード2 白身のディジタル証明菩、失効リスト(C ) 、オペレーティングシステム (

S ) またはアプリケーションソフトなどが使用するデータ、ュ一ザがアプリケーションソフ

トによって作成したデータ、その他種々のデータを、ファイルとして保存している。

００5 7 ディジタル証明菩は、ノード2の要請により認証ザーバ 5が発行し、当該ノード2が保

持し、ノード2同上の通信時に互いを認証するのに利用される。失効リスト(C )は、

ノードの脱退などによるディジタル証明菩の失効を登録記載するもので、認証ザーバ

5が管理するが、P2P 通信を行ぅ本実施形態では、各ノード2がそれぞれ失効リスト(

C )を保持し、更新などの管理を行ぅ。

００58 データ操作部2０4は、データ保持部2０3にデータを保存し、またはデータ保持部2

０3に保存されているデータを更新するなどの処理を行ぅ。例えば、ノード2の環境ま

たほ設定内容が変わるごとに、属性データを更新する。または、失効リス ( )を

更新する処理を行ぅ。



００59 またデータ操作部2０4は、他のノードから取得したデータ (情報 ) の処理と一時保存

も行ぅ。

００6０ 認証部2０5は、他のノード2から送信されて来たディジタル証明菩などに某づいて

当該他のノード2の認証の処理を行ぅ。また送信されて来たディジタル証明菩が失効

していないかどぅかを、データ保持部2０3に保存されている失効リスト(C )を参照

して確認する。

００6 1 ネットワーク申請部2０6は、当該ノード2が新たにネットワークに参加、もしくは脱退

しよぅとする場合の処理を行ぅ。

００62 データ操作部2０4、認証部2０5、ネットワーク申請部2０6は、必要に応じてデータ

受信部2０7、データ送信部2 ０を介してネットワーク の他のノード2とデータ通信を

行い、また必要に応じて接続テーブル保持部2０ 、データ保持部2０3のデータを参

照、あるいは更新する。

００63 図5 (b) は、データ操作部2０4の機能の内部構成を示す図である。図5 (b)を用い
てデータ操作部2０4の機能、すなわち他のノードから取得したデータの処理と一時

保存などの処理機能について説明する。

００64 データ操作部2０4には、復元したデータ (復元情報 )やその履歴を示すフラグなど

を一時保存する一時情報記憶部2０4aと、各ノードからデータ (情報 )を収集し、復元

する処理、それらを変更した場合、各ノードの保存データに菩き戻すために再分割し

、分配する処理、そしてフラグの更新と、それに某づき復元データを破棄する処理な

どを行ぅ操作部2０4bが含まれる。これらは以下のよぅな処理動作を行ぅよぅに制御す

るものである。

００65 一時情報記憶部2０4aは、例えば操作部2０4bが各ノードからデータ (情報 )を収集

し、復元データ (復元情報 )を生成した場合、その復元データを一時保存する。また

合わせて、その復元データの履歴を示すフラグを一時保存する。フラグの内容は、詳

しくは後述するが、例えば復元データの生成時刻や参照時刻などである。

００66 操作部2０4bは、例えば他のノードからデータ (情報 )を収集するため検索を行い、

既に復元データ (復元情報 )を一時保存するノードがある場合には、そのノードから

復元データを取得し、利用する。すなわち、復元情報取得手段として機能する。



００67 また場合によっては、操作部2０4bは他のノードに復元データがない場合に、他の

ノードから分割されたデータを収集し、復元データを生成し、フラグとともに一時情報

記憶部2０4aに一時保存する。すなわち、情報復元手段として機能する。

００68 また操作部2０4bは、一時情報記憶部2０4aに一時保存する復元データを変更す

る処理を行ぅ。変更した復元データを元の復元データに置き換えて、一時情報記憶

部2０4aに一時保存する。またフラグも更新する。すなわち、復元情報変更手段とし

て機飴する。

００69 また操作部2０4bは、復元データのフラグと、各ノードの保存する復元前の分割され

たデータ毎のフラグとの比較に某づき、各ノードの復元前の分割されたデータに対応

して復元データを再分割し、新たに分割されたデータへと菩き替える。また、分割さ

れたデータ毎のフラグを史新する。すなわち、分割情報送信手段として機能する。

００7０ また操作部2０4bは、同じく一時情報記憶部2０4aに一時保存する復元データの履

歴を示すフラグを参照し、所定の条件な満たすならば一時情報記憶部2０4aに一時

保存する復元データを破棄する処理を行ぅ。これは、一時情報記憶部2０4aに復元

データを長く保持しすぎることによる情報流出のリスクを避けるためである。すなわち

、操作部2０4bは情報破棄手段としても機能する。

００7 1 また操作部2０4bは、他のノードから一時情報記憶部2０4aに一時保存する復元デ

ータに参照があった場合など、復元データの履歴に関わる事態に対して、適宜フラグ

を更新する。

００72 図5 (a) に戻り、ノード(端末装置) 2の各部の説明を続ける。

００73 データ受信部2０7は、他のノード2とデータ通信を行ぅための制御処理を行ぅ。デー

タ受信部2０7は、ネットワーク を流れるパケットのぅち、そのノード2に必要なものを受

信する。

００74 データ解析部2０8は、データ受信部2０7が受信した受信データから必要な情報を

抽出してその内容を解析することによって、その受信データの種類を判別する。

００75 データ作成部2０9は、データ操作部2０4、認証部2０5、またはネットワーク申請部2

０6などの指示に某づいて、他のノード2に送信するための送信データを作成する。

００76 データ送信部2 ０は、送信データ作成部2０9によって生成され、パケットィヒされた



送信データを他のノード2 に送信する。

００7 7 (ノード間のS S 通 )

ところで、本実施形態におけるノード2は、直接的にまたは間接的に関連付けられ

たノード2 との間でS S (Sec e Soc e s a e )通信を行ぅことができる。S S は

、ディジタル証明菩を用いて暗号化を行ぅことにより、ネットワーク上でデータを安全

に送受信するためのプロトコルである。本実施形態におけるS S 通信のコネクション

を確立する処理の流れについて、以下に説明する。

００7 8 なお、一般的なディジタル証明菩および失効リスト(C )の標準仕様は、 (

e a o a e eco ca o o )によってX ・5０9 として定められている

。以下のS S 通信の説明においては、ディジタル証明菩をX ・5０9証明菩と呼称す

る。

００7 9 図6 はS S 通信のコネクションを確立する際の処理の流れの例を説明するための

図である。図3のノード、例えば C とPC2 とが 目的の通信を行おぅとする場合を例

に、図6を参照しながらさらに詳細に説明する。

００8０ S S 通信のコネクションを確立する前段階として、接続 日体の確立が行われる。ま

ず、例えば C において、PC2 と通信を行いたい目のコマンドをュ一ザがキーボー

ドなどを操作して人力したとする。すると、データ作成部2０9 は接続要求データを作

成し、データ送信部2 ０はその接続要求データを他方のノードPC2 に対して送信す

る。

００8 1 そぅすると、PC2 において、データ受信部2０7 は C からの接続要求データを受信

し、データ解析部2０8 はそのデータの種類を解析する。ここでは、当然、接続要求デ

ータであると解析される。データ作成部2０9 は接続を許可する旨を示す接続許可デ

ータを生成し、データ送信部2 ０が C に送信する。

００8 2 C のデータ受信部2０7 によって接続許可データが受信され、その役所定の処理

が行われると、 C とPC2 とが接続される。但し、この時点では、まだS S 通信のコネ

クションは確立されておらず、この後 S S 通信のコネクション確立のフローに入る。

００8 3 まず、 C およびPC2 のぅちのいずれか一方において、データ作成部2０9は対応

可能なS S のバージョンを示すS S バージョンデータを生成し、データ送信部2 ０



「4

はこれを他方に送信する (ステップ )。図6では、 C がPC2 に対してS S バージ

ョンデータを送信したものとする。

００84 すると、PC2 において、データ受信部2０7がS S バージョンデータを受信し、デー

タ解析部2０8はそのデータの種類を解析し、データ作成部2０9はS S バージョンデ

ータに示されるバージョンのぅちPC2 で対応可能なバージョンを つ選択し、これを示

すS S バージョン選択データを生成する。そして、データ送信部2 ０は、これを C

に送信する (ステップS 2)

００85 C において、PC2 からのS S バージョン選択データがデータ受信部2０7によっ
て受信されると、それに示されるバージョンのS S を、目的の通信のためのプロトコル
として採用することに決定する。PC2 においても、同様に決定する。

００86 次いでPC2 において、X・5０9ディジタル証明菩を C に送信する。このX・5０9証

明菩が周知の認証ザーバ 5によって署名されたものでなければ、そこに達するまでの

証明菩のチェーンも送信する。 C においては認証ザーバ 5 白身を証明するルート

証明菩を予め保持しており、そのなかにPC2 から受信したX・5０9証明菩を署名した

ものがあるかどぅかを検証する。また当該証明菩が、その署名を行った認証ザーバ 5

の発行した証明菩失効リスト(C ) に記載がないかどぅかを確認し、もし記載があれ

ばこの時点で通信を終了する (ステップS 3)

００87 上記認証処理をクリアすれば、この後、PC2 は、応答終了の旨を C に対して通

００88 C2からの応答終了の通知を受けて、 C は、S S 通信で使用する共通鍵を生

成するために、384 ビットのランダムな値であるプリマスターキーを生成する。 C の

データ作成部2０9は、ブリマスターキーを、PC2 より受け取ったX・5０9証明菩に含

まれるPC2 の公開鍵によって暗号化してPC2 に送信する (ステップS5)

００89 また、 C はこのプリマスターキーを某に、実際にデータの暗号化に使用する共通

鍵を生成して、通信用の暗号鍵をその共通鍵に切り替えるように制御を行う。また暗

号鍵を切り替える旨の暗号切り替え通知をPC2 に送信する (ステップS6)

００9０ C からの暗号切り替え終了の通知を受けると(ステップS 7) PC2 においても、暗

号鍵の切り替えを行うべく、 C に暗号切り替えの通知を送信する (ステップS8) 。P



C2のデータ受信部2０7は、 C から受信した自らの公開鍵で暗号化されたプリマス

ターキーを、対応する自らの秘密鍵で復号する。データ解析部2０8がこれを解析す

ることによってデータの種類がプリマスターキーであることを確認すると、データ操作

部2０4は、受信したプリマスターキーを某に共通鍵を生成し、以後、 C との間では

その共通鍵による暗号化通信が行われるよぅに制御を行ぅ。つまり、暗号鍵の切替え

を行ぅ。

００9 1 C2ほ、上記暗号鍵の切り替えを終了すると、 C に暗号切り替え終了の通知を

送信する (ステップS g)

００92 以上の処理によって、 C とPC2 との間でS S 通信のコネクションが確立される。こ

れにより、目的の通信を安全に行ぅことができる。

００93 なお、上述したコネクションの確立は、PC2 のX・5０9証明菩を C が確認する場

合を示したが、同時に C のX・5０9証明菩をPC2 が確認する場合もある。これをS

S クライアント認証通信と呼ぶ。

００94 このS S クライアント認証通信を C同上、および認証ザーバとの間で行ぅためには

、各々がX・5０9証明菩を保持している必要があり、また証明菩を検証するためにル

ート証明菩も保持している必要がある。

００95 このよぅにして、ネットワーク の各ノード2は、互いに認証されたノードとして安全に

通信する動作を果たすことができる。

００96 (情報の分散共有と復元利用)

本実施形態に係るネットワーク では、上述したよぅに接続テーブル により規定さ

れた「関連付けられた」ノード(端末装置2) 間で相互認証し、S S 通信を確立して、

互いにデータの送受信を行ぅ。

００97 分割され、各ノードに分散共有されたデータ (情報 ) は、こぅいった通信をべ一スに

して、検索、収集されることにより、任意のノードで利用することが可能となる。なお以

降の説明では、各ノードに分散共有され、取得され、復元される情報のことをすべて

データと呼称し、説明する。

００98 まずデータファイルを分制共有するプロセスについて述べる。

００99 分散共有するデータが、データ操作部2０4に渡される。データ操作部2０4の操作



部2０4 bは、データを公知の方法で分割する。データ分割法としては、例えば、文菩

などを行単位で分割するストライピングを用いてもよい。また、2次元パリティ方式、多

重パリティ方式、リードソロモン方式などの公知方法を用いてもよい。

０1００ データ操作部2０4 は、この分割されたデータを、接続テーブル保持部2０ に保持

された接続テーブル に従って分配先を決定する。分配は無作為に決定してもよ

いし、ノードに何らかの重み付けを設定し、それに基づいて分配してもよい。

０1０1 分告」されたデータは、データ作成部2０9 に送られ、ネットワークパケットの形に成形

され、データ送信部2 ０から指定された分配先のノードヘ送信される。

０1０2 受信したノードでは、受信した分割データをデータ受信部2０7 、データ解析部2０8

、データ操作部2０4を経由して、最終的にデータ保持部2０3 に保存する。他のノード

からのアクセスがあった場合には、データ操作部2０4 の操作部2０4 b がデータ保持

部2０3を参照し、データ提供その他の処理を行ぅ。

０1０3 本実施形態に係る上記ネットワーク での情報の管理方法においては、各ノードに

分散共有されたデータの復元利用を効率化するために、データの復元を行ったノー

ドで一時情報記憶部2０4 a に復元データを一時保存し、かつ他のノードからもアクセ

スできるよぅに共有状態を保ちながら、フラグを利用して適切な時期に一時保存した

復元データを破棄するよぅにしている。

０1０4 復元データの生成から破棄に至るまでの流れにおいては、データの変更や菩き戻

し、他ノードからのアクセスなどの処理が行われることがある。そぅいった代表的なフロ

ーの例を以下に説明する。

０1０5 (情報復元から情報破乗に至る全体処理例 )

図7 は、復元データの生成から破棄に至るまでの代表的な処理の流れを示すフロ

ーチヤートである。図7を用いて、全体としての処理例の概要を説明する。

０1０6 まず、分散共有されたデータを利用したいノード2 は、探索命令を各ノードに送信

し、応答を得る (ステッ S ) 。探索命令は P ( se a a a o oco )を

利用してマルチキヤストやブロードキヤストを行ってもよレ七、接続テーブル保持部2０

が保持する接続テーブル に従ってュニキヤストで送信してもよい。

０1０7 これによりノード2 は、分割データを保存している各ノード2 を認知し、また、既に



分割データを復元して一時保存しているノード2Cがあるかどぅかも、認知する。

０1０8 ステッ では、一時保存されている復元データが既にあるかどぅかを判別する

。復元データが既にある場合 (ステップS 2 : S)は、ステップS 3に進み、復元デ

ータを取得する処理を行ぅ。ステップS 3の復元データ取得処理については後述す

る。復元データがまだない場合 (ステップS 2 : ) は、ステップS 4に進み、データ

復元の処理を行ぅ。ステップS 4のデータ復元処理については後述する。

０1０9 ステップS 5では、復元したデータの一時保存をィ〒う。また、フラグの設定も行う。

データー時保存処理については後述する。ここからステップS 2０のフラグを参照する

までに、他ノードからのアクセスなど復元データに関する履歴に変化があれば、常に

フラグの更新として処理される。

０11０ ステップS 6では、他ノードから復元データを求めての探索命令があるかどぅかを判

別する。探索命令がある場合 (ステップS 6 : S)は、ステッ S へ進み、復元デ

ータありの応答を返し、復元データを提供する。またこの時点で復元データが既に変

更されている場合もある。そぅいった場合の復元データ取得処理も後述する。探索命

令がない場合 (ステップS 6 : ) は、ステップS 8へ進む。

０111 ステップS 8では、保持する復元データの変更を行ぅかどぅかを判別する。変更を

行ぅ場合 (ステップS 8 : S)は、ステップS 9へ進み、復元データの変更処理を行

ぅ。変更は復元データを保持するノードで要求する場合と他ノードからの要求の場合
。とがあるが、何れも後述する。変更を行わない場合 (ステップS 8 : ) は、ステッフ

S 2０へ進む。

０112 ステップ5 2０では、保持する復元データのフラグを参照し、データ破棄のタイミング

であるかどぅかを判別する。データ破棄の判別処理については後述する。

０113 破棄のタイミングである場合 (ステップS 2０: S)は、次のステップS 2 へ進む。破

棄のタイミングでない場合 (ステップS 2０: ) は、ステップS 6へ戻り、破棄のタイミ

ングになるまでステップS 6からステップS 2０を繰り返す。

０114 ステップS 2 では、復元データの破棄を行ぅ前に、復元データが変更されているか

どうかをフラグにより判別する。変更されている場合 (ステップS 2 S)ほ、次のス

テップS 22へ進み、復元データの若き戻し処理を行ぅ。菩き戻し処理の詳細は後述



する。変更されていない場合 (ステップS 2 : ) は、ステップS 23へ進み、復元デ

ータの廃棄処理を行ぅ。

０115 以上が、復元データの生成から破棄に至るまでの代表的な処理の流れである。各

ステップのより詳細な処理例を以下に説明する。

０116 (情報復元処理及び一時保存処理)

図8は、図7のステッ 4に相当する復元データの生成処理例及びステップS 5

に相当する一時保存処理例の流れを示すシーケンス図である。図8を用いて、デー

タを要求するノード2 (以下、この項では C とする) と分割データを保存する各ノー

ド2 (以下、この項ではPC2 からPC7 とする) との間でのデータ復元処理例及び一

時保存処理例を説明する。

０117 <情報復元処理ノ

まず、ノード2 において、分散共有されたデータ を利用したい要求が発生する

と(ステップS 3 ) 、ノード2 において、探索命令を各ノード2 に送信する (ステッ S
32) 。探索命令に対して、データ を分散して共有している各ノード2 は、その旨

の応答を送信し(ステップ533) 、ノード2 は、応答を得る。これにより、分割データを

保存している各ノード2 を認知し、また、既に分割データを復元して一時保存してい

るノード2Cはまだないことを認知する。

０118 以上は、図7のステップS と同様である。但し、この場合は既に復元データ を

一時保存しているノード2Cはまだない。

０119 図9 (a) には、ノード2 としての C が、PC2 からPC7 に探索命令を送信している

様子を示す。また図9 ) には、PC2 からPC7 が、 C に対して応答を返している様

子を示す。ここでは、分割されたデータ から をそれぞれPC2 PC3 、P

C5 PC6 が保存していることを C は認知する。

０12０ 但し、この場合に探索命令を受けた各ノードがすべて応答を返すとは限らない。障

告の発生、その他の理由により、応答を返さないノードがあることも想定される。例え

ば図9 でPC6 が応答を返さなかったとすると、データ を取得することができ

なくなる。

０12 1 そぅいった場合には、ノード2 は分割された各データを取得して復元データ を



生成すること自体を断念するか、あるいは取得可能なデータ から を元

にして部分的な復元データ を生成するかといった対処を選ぶことになる。一般に

データは、冗長性を持って分割されているので、部分的なデータから全体のデータを

復元できる場合もある。

０122 データの復元は、必ずしもそのデータ全体を復元する必要はない。上述したよぅな

場合以外にも、意図的にデータの一部分だけを復元するよぅにしてもよい。図 ０には

、分割された各データを取得して、最初の2０人一ジ分だけを復元処理している例を

示す。この場合には、復元データを取得しよぅとするノードに知らせることができるよぅ

、フラグに復元部分を記している。部分的な復元は、その部分でデータの読み取りや

利用が可能な形で部分復元する必要がある。

０123 各ノード2 がすべて応答を返してきた場合、次のステップS 34で、ノード2 のデー

タ操作部2０4は、分割されたデータ から を保存している各ノード2 に

データ送信を要求する。それに対してステップS 3 5では、各ノード2 がそれぞれ保

存している分割されたデータ から を返信する。

０124 次いでステップ536 では、ノード2 のデータ操作部2０4は取得した分割されたデ

ータ から を用いて、分割される前の元のデータを復元データ として

生成する。すなわち、上記ステップ534 からステップ536 は、情報復元工程として機

能する。

０125 く一時保存処理ノ

次にステップS 3 7では、ノード2 のデータ操作部2０4は復元データ に対するフ

ラグを設定する。フラグの内容は、まず復元時刻であるが、他にも参照された時刻や

読み出しや菩き込みなど、履歴に関する情報がフラグには含まれ、次の一時保存以

後、履歴の変化はその都度更新されていく。

０126 次にステップ538 では、ノード2 のデータ操作部2０4は、その内部の一時情報記

憶部2０4 aに復元データ とそのフラグを、他のノードからもアクセス可能な状態で

一時保存する。すなわち、上記ステップ537 からステップ538 は、一時保存工程とし

て機能する。

０127 この復元データ の一時保存処理以降は、ノード2 は復元データの一時保存ノ



2０

一ド2Cとなる。

０128 (復元情報取得処理 )

図 は、図7のステップS 3に相当する復元データの取得処理例の流れを示すシ

ーケンス図である。図 を用いて、データを要求するノード2 (以下、この項では C

とする) と復元データ を一時保存するノード2C (以下、この項ではPC7 とする) と

の間での復元データ取得処理例を説明する。

０129 く復元データ変更がない場合ノ

以下のステップS 4 からステッ S 4 3は、図8の情報復元処理についてのステップ

S 3 からステップS 3 3と同様である。但し、この場合は復元データ の一時保存ノー

ド2Cが存在するといぅ前提である。

０13０ まず、ノード2 において、分散共有されたデータ を利用したい要求が発生する

と(ステップS 4 ) 、ノード2 において、探索命令を各ノード(ノード2Cを含む) に送信

する (ステップS 42) 。探索命令に対して、データ を分散して共有している各ノード

は、その目の応答を送信し、ノード2Cは復元データ を一時保存している旨応答

する (ステップS 43) 。これによりノード2 は、分割データを保存している各ノード2

を認知するとともに、既に復元データ を一時保存しているノード2C にこではPC7

) の存在を認知する。

０13 1 図 2 (a) には、PC2 からPC7 がノード2 としての C に探索命令に対する応答を

返している様子を示す。ここでは、分割されたデータ から をそれぞれP

C 2 PC3 PC5 PC6 が保存していることを C は認知するとともに、既にそれらを

復元したデータ をPC7 が一時保存していることを認知する。従って、 C は分割

されたデータ から を収集することなく、PC7 から効率的に復元データ

を取得することができる。

０132 次にステッ S44では、ノード2 のデータ操作部2０4は、復元データ を一時保

存しているノード2Cに復元データ送信を要求する。それに対してステップS 4 5では、

ノード2Cが一時保存している復元データ を返信する。

０133 次いでステッ S 4 6では、ノード2 のデータ操作部2０4 復元データを取得し、ス

テップS 4 7では復元データを提供したノード2Cは、フラグの履歴を更新する。すなわ



ち、上記ステッ S 44からステップS 4 7は、復元情報取得工程として機能する。

０134 く復元データ変更がある場合ノ

図 3は、同じく図7のステップS 3に相当する復元データの取得処理例の流れを

示すシーケンス図であるが、復元データ自体に変更が加えられている (復元データの

変更については後述する)。

０135 図 3を用いて、データを要求するノード2 (以下、この項では C とする) と変更さ

れた復元データ を一時保存するノード2C (以下、この項でほPC7 とする) との間

での復元データ取得処理例を説明する。

０136 以下のステップS 6 からステップS 6 3は、図 の復元情報取得処理についてのス

テップS 4 からステップS 4 3と同様である。但し、この場合は一時保存ノード2Cの保

持する復元データが、既に変更されて復元データ 2となっているとレぢ前提である。

０137 まず、ノード2 において、分散共有されたデータ を利用したい要求が発生する

と(ステップS 6 ) 、ノード2 において、探索命令を各ノード2 (ノード2Cを含む) に

送信する (ステップS 6 2)。探索命令に対して、データ を分散して共有している各ノ

ードは、その目の応答を送信し(ステップS 6 4) 、ノード2Cは復元データ 2を一時保

存している旨応答する (ステップ563) 。これによりノード2 は、分割データを保存し

ている各ノード2 を認知するとともに、既に変更された復元データ 2を一時保存し

ているノード2CにこではPC7) の存在を認知する。

０138 図 b) には、PC2 からPC7 が、ノード2 としての C に探索命令に対する応答

を返している様子を示す。ここでは、分割されたデータ から をそれぞれ

PC2 C3 PC5 PC6 が保存していることを C は認知するとともに、既にそれら

を復元したデータ 2をPC7 が一時保存していることを認知する。

０139 また復元データ 2は既に変更されており、その変更内容もフラグに記された履歴

から認知することができる。従って、 C は分割されたデータ から を収

集することも可能であるし、変更された復元データ 2を取得することも可能である。ま

た復元データ 2を元に、元の復元データ と変更の差分 2 を取得すること

もできる。

０14０ 次にステップS65 では、ノード2 のデータ操作部2０4は、ノード2Cに、例えば復元



データ 2と変更データ 2 の送信を要求する。それに対してステップS66 では

、ノード2Cが一時保存している復元データ 2及びその復元データ 2に基づいて元

の復元データ との差分である変更データ 2 を返信する。また場合によって

は、ステップS67 のよぅにノード2 から分割されたデータを収集して、復元データ

を生成してもよい。なお、変更データ 2 や復元データ は必要に応じて取得

されるものであり、復元データ 2のみが所得されても構わない。

０14 1 次いでステップ568 では、ノード2 のデータ操作部2０4は復元データ 2と変更デ

ータ 2 を取得し、ステップS 6 9では復元データを提供したノード2Cは、フラグ

の履歴を更新する。すなわち、上記ステップ565 からステップ569 は、復元情報取得

工程として機能する。

０142 (復元情報変更処理)

図 4ほ、図7のステップS 9に相当する復元データの変更処理例の流れを示すシ

ーケンス図である。図 4を用いて、復元データ を一時保存するノード2Cでの復

元データ変更処理例を説明する。

０143 復元データ の変史要求が発生すると、まずステップS 5 で、データ操作部2０4

により一時情報記憶部2０4 aに一時保存された復元データ の変更処理が行われ

る。次いでステップS 5 2では、データ操作部2０4は、変更された復元データ 2を一

時情報記憶部2０4 aに復元データ に置き換えて一時保存する。

０144 次にステップ553 で、データ操作部2０4によりフラグ更新が行われる。フラグには、

例えば最終変史時刻と、変更内容が記される。すなわち、上記ステップS 5 からステ

、ソプS 5 3は、復元情報変更工程として機能する。

０145 く他ノードの要求により変更する場合ノ

図 5は、図7のステップS 9に相当する復元データの変更処理例の流れを示すシ

ーケンス図であるが、変更処理が他のノード2 から要求されている。図 5を用いて、

復元データ の変更を要求するノード2 と復元データ を一時保存するノード2

Cとの間での復元データ変更処理例を説明する。

０146 以下のステップS 7 からステップS 7 4は、他のノード2 から復元データ の変更

を要求される場合の処理例である。ノード2 は、ノード2Cが復元データを一時保存



していることを認知しているといぅ前提である。変更内容はノード2 からの指示を受け

て、変更処理はノード2Cで実行することになる。

０147 まず、ステップS 7 で、ノード2 において、復元データ の変史要求をノード2C

に送信する。その変史要求に対して、ステップS 7 2では、ノード2Cは許諾するか否か

の応答を送信する。許諾するのであれば、ステップS 7 3では、ノード2 は復元データ

とその変更部分あるいは変更された復元データ 2そのものをノード2Cに送信す

る。ステップS 7 4では、ノード2Cは変更内容の受領通知を送信し、一時保存している

復元データ の変更処理に取りかかる。

０148 次のステップ575 からステップ577 は、図 4の復元情報変更処理であるステッ 5
5 からステップS 5 3と同様であり、説明は省略する。すなわち、ステップS75 からステ

ップ577 は、復元情報変更工程として機能する。

０149 次にステップ578 では、ノード2Cのデータ操作部2０4は、ノード2 に復元データ

の変更処理の完了を通知する。

０15０ さらにステップS 7 9では、ノード2 がノード2Cから変更された復元データを取得し

、確認を行ぅ。変更された復元データの取得の手順については詳細に述べないが、

既述した復元データの取得処理の手順 (図 または図 3) に従えばよい。

０15 1 (復元情報委託処理)

図 6は、復元データの他のノードへの委託処理例の流れを示すシーケンス図であ

る。図7には記載しなかった工程であるが、図7のステップS 5で復元データの一時

保存を行ってからステップS 23で復元データを破棄するまでの任意の時点で行われ

てよい処理である。すなわち、一時保存ノードとしての役割をノード間で交替する処

理である。

０152 図 6を用いて、復元データの一時保存を委託するノード2Cと一時保存を受託する

ノード2 との間での復元データの委託処理例を説明する。処理が終わればノード2

がノード2Cとなり、ノード2Cがノード2 となる。

０153 委託、受託の関係はどちらのノードから要請してもよい。図 6では、一時保存ノード

であるノード2Cから委託要求する場合を示している。

０154 まず、ステップS 8 でノード2Cにおいて、復元データ の一時保存を委託したい



要求を適当な他のノード2 に送信する。ステップS 8 2では、委託要求に対して、ノー

ド2 が例えば許諾する旨の応答を送信する。

０155 ステップS 8 3では、ノード2Cは、許諾の応答を受けて、復元データ と付属するフ

ラグなどの情報を、ノード2 に送信する。ステップS 8 4では、復元データ と付属す

るフラグなどの情報を受け取ったノード2 は、受領通知をノード2Cに送信する。これ

で委託、受託処理は終了する。

０156 次いでステップS 8 5で、委託を終えたノード2Cは保存していた復元データ に関

する情報を破棄する。すなわち、ステップS85 は情報破棄工程として機能する。これ

により、ノード2Cは一時保存ノードではなくなる、すなわちノード2Cではなくなる。

０157 次に、受託したノード2 において一時保存の処理が行われる。ステップ586 では

復元データの受託に伴ぅフラグの履歴を更新し、ステップS87 では復元データ と

フラグを他のノードからもアクセス可能な状態で一時情報記憶部2０4 aに一時保存す

る。すなわち、ステップ586 からステップ587 は一時保存工程として機能する。

０158 これにより、受託したノード2 は、一時保存ノードとなる、すなわちノード2Cとなる。

これは、このノードが受託した復元データを破棄する情報破棄工程を実行するまで続

くことになる。

０159 (分割情報変更処理)

図 7は、図7のステップS 22に相当する分割情報変更処理、すなわち復元データ

の若き戻し処理例の流れを示すシーケンス図である。図 7を用いて、復元データを

一時保存するノード2C (以下、この項では C とする) と元の分割データを保存する

各ノード2 (以下、この項ではPC2 からPC7 とする) との間での復元データ菩き戻し

処理例を説明する。

０16０ 菩き戻し処理を実行するのは、図7を参照して既述したよぅに、復元データが変更さ

れている場合であり、かつ情報破棄のタイミングと判別 (ステップ5 2０) されてから、破

棄処理を実行する (ステップ523) 前の時点である。従って一時保存している復元デ

ータを破棄するといぅ前提で、変更内容を元の分割された保存データに反映するた

めに以下の苦き戻し処理は実行される。

０16 1 まず、ステップS 9 で、ノード2Cのデータ操作部2０4において、一時情報記憶部2



０4 aに一時保存されている復元データ 2を菩き戻しするため再分割する。これは分

散共有のために分割された元の保存データと置き換えるため、それらと対応するよぅ

に分割される。

０162 次にステップS 9 2では、ノード2 において、菩き戻し要求を各ノード2 に送信する

。菩き戻し要求を受けて、ステップS 9 3では、各ノード2 が許諾の可否を応答する。

ここでは、例えば自己の保持する分割されたデータの作成時刻を示すフラグより復元

データ 2のフラグが新しい場合は、許諾応答し、そうでない場合は、拒否応答する。

０163 各ノード2 からの許諾の応答により、次のステップ594 では、分割した変更済みの

復元データ 2 から 2 を、それぞれ対応する分割データ から

を保存している各ノード2 に送信する。

０164 ステップ595 では、各ノード2 が、それぞれ対応する分割した変更済みの復元デ

ータを受け取り、それぞれの保存する分割されたデータを菩き換える。さらにステップ

596 では、保存データの更新に伴い、保存データに関するフラグをも更新処理する。

０165 ステップ597 で保存データの更新処理を終えた完了通知をノード2Cに送信して、

変更された復元データ 2の若き戻し処理は終了する。すなわち、上記ステップS g

からステップ597 は、分割情報送信工程として機能する。

０166 図 8には、特殊な場合として、復元データの変更が分割された保存データに反映

できない場合を示す。ここではノード2Cとしての C が、PC2 からPC7 に菩き戻し要

求を送信し、その応答を取得している様子を示す。通常の場合であれば、PC2 P C

3、PC5 PC6 が保存している分割されたデータ ～ をそれぞれ、 C

が復元データ 2から用意した新たな分割データ 2 ～ 2 に置き換えるはず

のものである。

０167 しかしこの場合には、PC2 PC3 PC5 PC6 から拒否応答が来ている。各 Cに

保存されている分割されたデータは、最終変史時刻が C の変更された復元データ

2よりも新しくなっている、すなわち保存されている分割データは 3 ～ 3

に変更済みである。

０168 より新しいデータに対して古いデータに置き換えることほできない。本実施形態の

情報管理方法では、通常はこのよぅなことは起こらないが、例えば、 C が何らかの



事清て一時的に電源停止して、 C の復元テータかネノトワーク上から伯えた場合

なと、このようなことか起こりえる。

０169 C は、このように菩き戻し不可能な状況に際しても、既述したような復元テータの

委託処理を行って一時保存ノートとしての役割を終える、あるいは、新たな復元テー

タを探索して、再度復元テータ変更処理を試みるなとの対策を採ることかてきる。

０17０ またセキュリテイ面を重視するなら、電源停止なとのトラフルかあれは、無条件に吹

に述へる清報破棄処理を実行し、一時保存ノートとしての役割を終えることにしてお

０17 1 ( 清報破棄処理)

図7のステノプS 2０にてフラクを参昭し、破棄のタイミンクてあると十 男 したならは、

復元テータの若き戻し処理なとの必要な処理の後、ステノプS 23て復元テータ、フラ

クなとの清報を破棄し、一時保存ノートとしての役割を終える。すなわち、図7のステ

ノプS 2０とステノプS 23は清辛は破乗工程として機能する。

０172 清報破棄のタイミンクはフラクの内容によって制御されることになるか、某本的には

一時保存か長期間にわたり、第三者に侃出するなとのセキュリティ面てのリスクを回

避するために、例えは一定期間経過すれは清報破棄するなとの処置を執るものてあ

る。

０173 図 9にフラクの示す内容の例を示す。フラクには例えは吹のような内容の一つ以

上か含まれ、それらの一つ以上に某ついて情報破棄のタイミンクか判定される。

０174 例えは、復元日与亥 。復元テータを生成した時刻を記しておき、復元してから一定時

間経過すれは、その清報を破棄するものてある。

０175 また例えは、参昭時亥 。復元テータか参昭された最終の時刻を記しておき、それか

ら一定時間参昭されなけれは、その清報を破棄するものてある。

０176 図2０にフラクの参昭時刻史新の例を示す。

０177 図2０ては、ノート2 としての C か、PC2 からPC7 を探索し、復元テータの一時

保存ノートてあるPC7 から復元テータ を取得する様子を示す。ここては、PC7 の

復元テータ かアクセスされたことにより、そのフラクの最終アクセス時刻か C か

アクセスした時刻に更新されている。



０178 このようにアクセスされるたひに更新していくと、頻繁にアクセスかあれは、復元テー

タは破棄されることかなく、アクセスかなくなって一定時間経過すると復元テータは破

棄されることになる。

０179 フラクの内容の例としては、他にも、読み出し回数、菩き込み回数等を元に利用頻

度を推定して清報破棄のタイミンクを定めることもてきる。

０18０ またセキュリティ面からは、利用の度合いとは別に、テータ参昭のェラ一やシステム

のェラ一、その他障告の発生により、清報破棄を実行するとレぢことも有効てある。ま

た電源停止しても、その都度、復元テータは破棄することか望ましい。

０18 1 もちろんフラクの内容とは別に、管理者による指示て、任首に一時清報記惜部2０4

aの保持している清報を破棄てきるようにすることも可能てある。

０182 このように本実施形態に係る清報の管理方怯、及ひノートとしての清報処理装置に

よれは、分割され、ネノトワーク上の複数のノートに分散共有された清報を収集して、

復元情報を生成した際、一時清報記惜部に他のノートからもアクセス可能な状態て

保持することにより、各ノートか効率的に復元清報を利用することかてきる。また、合

わせて、当咳情報の履歴を示すフラクを設け、咳フラク内容から復元清報の保持か

適切てなくなった場合には、当咳清報を速やかに破棄することて、清報侃出に対す

るセキュリティも保つことかてきる。

０183 なお本発明の範囲は、上記実施形態に限定されるものてはない。本発明の趣旨を

逸脱しない限り、それらの変更された形態もその範囲に含むものてある。



請求の範囲

複数のノード間で、分割された情報を分散共有するネットワークシステムにおける情

報の管理方法であって、

第 のノードにおいて、前記分割された情報を収集し、分割前の情報を復元情報とし

て生成する情報復元工程と、

前記情報復元工程によって生成された前記復元情報を、前記第 のノードとは典な

る第2のノードからもアクセス可能な状態で、前記復元情報に関する履歴を示すフラ

グとともに、前記第 のノードの一時情報記憶部に保持する一時保存工程と、を有す

ることを特徴とする情報の管理方法。

2 前記第 のノードにおいて、前記一時保存工程により前記一時情報記憶部に保持さ

れている前記復元情報を、前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて破棄す

る情報破棄工程を有することを特徴とする請求の範囲第 項に記載の情報の管理方

法。

3 前記第2のノードが前記第 のノードにアクセスして前記復元情報を取得する復元情

報取得工程を有することを特徴とする請求の範囲第 項に記載の情報の管理方法。

4 前記第 のノードが、該復元情報が変更された場合に、この復元情報の変更に伴っ
て前記フラグを変更し、変更後の復元情報を、変更後のフラグとともに前記一時情報

記憶部に保持する復元情報変更工程を有することを特徴とする請求の範囲第 項に

記載の情報の管理方法。

5 前記第 のノードが、前記復元情報変更工程による変更後の復元情報を、前記分割

された情報と対応するよぅに分割し、復元前の分割された情報を保存する各ノードに

、対応する新たに分割された情報を送信する分割情報送信工程を有することを特徴

とする請求の範囲第4項に記載の情報の管理方法。

6 前記第 のノードにおいて、前記一時保存工程により前記一時情報記憶部に保持さ

れている前記復元情報を、前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて破棄す

る情報破棄工程を有し、

前記復元情報変更工程により前記復元情報が変更されている場合、前記情報破棄

工程を実行する前に、前記分割情報送信工程を実行することを特徴とする請求の範



囲第5項に記載の情報の管理方法。

7 前記フラグの内容は、前記一時情報記憶部に保持する情報に対する、情報生成時

刻、情報参照時刻、情報読み出し回数、情報菩き込み回数、情報参照のェラ一発生

、及びシステムの障告発生、システム電源停止の少なくとも つ以上を含んでおり、前

記情報破棄工程は、前記フラグの内容が所定の条件な満たしたときに実行されること

を特徴とする請求の範囲第2項に記載の情報の管理方法。

8 分割された情報を複数のノード間で分散共有するネットワークシステムにおける、ノー

ドとしての情報処理装置であって、

前記分割された情報を収集し、分割前の情報を復元情報として生成する情報復元手

段と、

前記情報復元手段によって生成された前記復元情報を、他のノードからもアクセス可

能な状態で、前記復元情報に関する履歴を示すフラグとともに保持する一時情報記

憶部と、を有することを特徴とする情報処理装置。

9 前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて、前記一時情報記憶部に保持され

ている前記復元情報を破棄する情報破棄手段を有することを特徴とする請求の範囲

第8項に記載の情報処理装置。

０ 他のノードに保持された復元情報を探索し、復元情報を保持する他のノードがあった

場合、当該ノードにアクセスして復元情報を取得する復元情報取得手段を有すること

を特徴とする請求の範囲第8項に記載の情報処理装置。

前記一時情報記憶部に保持する前記復元情報及び前記フラグを変更し、前記復元

情報に代わって変更された復元情報を変更されたフラグとともに保持する復元情報

変更手段を有することを特徴とする請求の範囲第8項に記載の情報処理装置。

2 前記復元情報変更手段により変更された復元情報を、前記分割された情報と対応す

るよぅに分割し、復元前の分割された情報を保存する各ノードの分割された情報毎に

、対応する新たに分割された情報に菩き替えるべく各ノードに送信する分割情報送

信手段を有することを特徴とする請求の範囲第 項に記載の情報処理装置。

3 前記フラグを参照し、該フラグの内容に某づいて、前記一時情報記憶部に保持され

ている前記復元情報を破棄する情報破棄手段を有し、



3０

前記分割情報送信手段は、前記復元情報変更手段により前記復元情報が変更され

ている場合、前記情報破乗手段による情報の破棄を実行する前に、前記分割された

情報の送信を実行することを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報処理装置

4 前記フラグの内容は、前記一時情報記憶部に保持する情報に対する、情報生成時

刻、情報参照時刻、情報読み出し回数、情報菩き込み回数、情報参照のェラ一発生

、及びシステムの障害発生、システム電源停止の少なくとも っ以上を含んでおり、前

記情報破棄手段は、前記フラグの内容が所定の条件を満たしたときに、前記一時情

報記憶部に保持する情報の破棄を実行することを特徴とする請求の範囲第9項に記

載の情報処理装置。
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