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グローバル IDで管理されるストレージを用いた計算機環境
Computing Environment Using a Global ID Storage Server

綾塚 祐二 暦本 純一∗

Summary. Growth in number of data on electric storage, even in home, makes it difficult to manage
them by names given by a user. A user has to be careful not to overwrite other data with the same name.
It is more difficult to distinguish data on the Internet by name given by many users. In addition, realworld
oriented user interface, like Pick-and-Drop, needs not user friendly names for data to be managed. We
propose global unique ID-based storage system as infrastructure of a future interaction environment. We
introduce a prototype system called IDSV system, and demonstrates some applications using the system.
A user can use a normal web folder as a storage managed by the IDSV system. Moreover, example
application TimeDav gives ‘time-machine’ facility to the folder, based on the IDSV system.

1 はじめに

デジタルカメラやデジタルオーディオなどの電子情
報を扱うデバイスの普及により、一般の家庭でも大
量の電子情報のファイルが扱われるようになってき
ている。WWWだけではなく、peer-to-peerでファ
イルを交換し世界中の電子情報を収集する方法など
も発達している。これらの状況においては、電子情
報のファイルに対して全て人間が名前を付けて管理
することは、ますます難しくなっていくものと考え
られる。

一つの問題は、ユーザが自分の所有するデバイ
スの生成する大量のファイルに対して名前を生成す
るのに掛かるコストである。同じ問題の他の側面と
して、同じ名前のファイルが複数あったときに、そ
れらが同じものであるかどうかは実際に比較してみ
ないと判らない、という点もある。また、Pick-and-
Drop[1] のような、電子情報のファイルをあたかも
物理的な実体かのごとく操作を行う実世界指向ユー
ザインタフェースでは、ユーザがそれに対して名前
を付けたり付け替えたりする必要はないほうが望ま
しい。

そこで我々は、登録されたすべてのファイル、す
べてのバージョンに対してグローバルにユニークな
IDを与え、保持するというポリシーのストレージシ
ステムを基盤システムとして使うことを提案する。
以下、我々が試作したストレージシステムと、それ
を既存のシステムから使うためのサービス、そして
このシステムを応用した例として、Time-Machine
Computing[2]に対応した WebDAV[3]システムを
紹介する。
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図 1. 試作したシステムのアーキテクチャ: 点線で囲ま
れた中は既存のシステムをそのまま利用できる

2 システム構成

図1がシステムの構成図である。IDSVと名付けられ
ている部分がシステムの核となる、ユニーク IDを発
行し対応する実体を保持するサーバである。対応す
る元のパス名や、ファイルの種類、所有者、前のバー
ジョンの ID など付加的な情報を保存したり、検索
を行ったりといったサービスも提供している。IDSV
のクライアントとしては、WebDAV (HTTPを拡張
したネットワークストレージシステム)クライアント
を用い、HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol)
を用いてインターフェース用 Servlet を起動するこ
とにより、IDSVにアクセスする。

WebDAVクライアントは通常はWebDAVサー
バに対して直接リクエストを送りファイルにアク
セスするが、このシステムの場合は、DavId と呼
ぶ IDSV のクライアントを proxy にして間接的に
WebDAVサーバにアクセスする。DavIdは、Web-
DAVクライアントから WebDAVサーバへの要求
を検知し、IDSVサーバとの通信を行ってWebDAV
上のデータが適切な状態になるようにし、また、書
き込まれたファイルに与えられた ID や、読み込ん
だファイルに対する ID を得て、ファイル名との対
応表を管理する。
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図 2. テーブルから pick した画像を、Webブラウザ
で表示する

IDSV は、IDを発行し実体を返す機能に加え、
対応する元のパス名や、ファイルの種類、前のバー
ジョンの ID など関連する付加的な情報 (メタ情報)
を管理・保存する機能も持つ。Java で記述されて
おり、我々の試作環境では PC 上の Linux で実行
されている。ID は、登録時刻とサーバのホスト名
を基準にして生成することでユニークになるように
なっている。また、実体のハッシュ値を含ませるこ
とで、実体が本当に正しいものであるかどうかを確
認可能にすることも考えられる。WebDAV を介さ
ずに直接ファイルを IDSVに登録することにより、
名前を関連付けないファイルを扱うこともできる。

3 応用例

3.1 実世界のデータからの Pick-and-Drop

図 2 はミーティングスペースのテーブルの映像を
pick し、それをユーザの端末に drop し、Webブ
ラウザで表示させた場合の例である。テーブルに対
する pick の要求が発せられると、それを管理する
アプリケーションがカメラでテーブルの映像を撮影
し、IDSVに登録する。ユーザには、IDSVから返っ
てきた ID を渡す。

3.2 TimeDav

Time-Machine Computing は著者らの一人が提案
した概念で、時間指向の管理方法を既存の環境に取
り入れた計算機環境である。IDSVシステムを用い
て、既存のWebフォルダをそのまま Time-Machine
化することができる。そのために、IDSVに時刻に
よる検索機能を追加し、DavId に、時刻を設定し
それを用いて IDSVに要求を出す機能を追加した。
また、Webフォルダからの削除に対応するために、
IDSV の返す ID として、ファイルが削除されたこ

図 3. TimeDav でWebフォルダから過去のファイル
を取り出す

とを示す特殊な ID (削除 ID) を導入した。。DavId
に時刻を設定するためのフロントエンドとしては、
TimeDav というアプリケーションを用いる。

TimeDav が「UpToDate モード」になってい
ると、Webフォルダからは常に最新のファイルが
アクセスできる。TimeDav の Date や Time の
入力欄に日付や時刻を入力し、Go ボタンを押すと
「TimeMachine モード」になる。そこで Webフォ
ルダの表示を更新すると、フォルダの内容がその日そ
の時刻の状態に戻る。TimeMachineモードで Web
フォルダに書き込みを行った場合も、書き込まれた
時刻はあくまで現在と見なされる。

4 まとめ

本稿では、登録されたすべてのファイル、すべての
バージョンに対してグローバルにユニークな ID を
与え、保持するというポリシーのストレージシステ
ムを提案し、試作システムである IDSVシステムと
その応用例を紹介した。このシステムは Pick-and-
Drop などの実世界指向ユーザインタフェースを備
えたアプリケーションの基盤として使うことができ、
また、Time-Machine Computing などの基盤にも
応用することができる。その例として、TimeDav
及び TimeWeb を実装した。
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