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はじめに
近年の組み込み機器の高性能化，低価格化を背景に
センサーネットワーク等の組込み機器を対象とした分
散システムが注目を浴びている．大規模システム向け
の分散システムを計算機資源の少ない小型の組込み機
器で利用するのは困難であり，新しいプログラミング
モデルが求められている．
本研究では，分散システム中に大量に設置される組
込み機器を対象として，ノードのプログラマとユーザ
の双方にとって透過性の高いプログラミングモデルを
提供することを目的としている．ノードのプログラマ
にはシステム全体をプログラミング単位とし，通信プ
ロトコルを隠蔽したアクセス透過性の高いプログラミ
ングモデルを提供し，ノードのユーザにはノードの計算
機資源をファイル入出力で利用するためのインタフェー
スを提供する．
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システム概要
本システムでは同じネットワーク上に存在するノー
ド，ノードを利用するクライアントにおいて，分散シス
テムの通信プロトコルとして TCP/IP を利用した 9P
プロトコル [1] を用いる．ノード間の協調動作も 9P プ
ロトコルを利用したファイル入出力で実現することで，
端末とノードの通信プロトコルとを共通化し計算機資
源を節約する．
図 1 に本システムの概念図を示す．システムの構築
方式として，ノードにネットワークファイルプロトコ
ルの 9P プロトコルをサポートした軽量な VM(Virtual
Machine) を用いる．この VM が 9P プロトコルのプロ
トコルスタックを保持し，ノードの通信を管理する．ま
た，ノードの処理内容の記述には ECMAScript をベー
スに独自拡張を施した言語を利用する．
クライアントは OS が 9P プロトコルをサポートする
システムを想定している．ノードの計算機資源が仮想

2

化されたファイルをクライアントのファイルツリーの
一部にマウントすることでシステムに参加し，リモー
トマウントによるアクセス透過性の高い方法でノード
の利用が可能である．

ECMAScript のインタプリタを有するノードに
よる分散システムの構築法
ノードのプログラマに分散システム全体を一つのファ
イルツリーとみなしたプログラミングモデルを提供する．
ノードの処理内容を記述する言語として ECMAScript
をベースにしたものを用い，ECMAScript にはノード
の設定やファイルへ仮想化するプロパティを明示する
記述の為の拡張を加える．
システム内のノードをオブジェクトと定義し，ノー
ドが行う処理はプロパティで定義する．ECMAScript
におけるオブジェクトの参照とプロトタイプチェーン
にノード間の通信を隠蔽し，ファイルツリーへの操作
に対応付けることで，ノードを超えた計算機資源を暗
黙的に利用でき，高いアクセス透過性が実現できる．
3.1 ECMAScript のファイルツリーへの仮想化
表 1 の対応を元に，ECMAScript で記述したオブジェ
クトの各要素をファイルツリーと対応させる．これに
より，オブジェクト間の参照を 9P プロトコルで実現す
る．ファイルツリーがノードを超えて繋がることで一
つの大きなファイルツリーとなり，ノードのプログラ
マは各要素へのアクセスが可能となる．
3.2 分散システムが構築するファイルツリー
プログラマのノードの見え方を図 2 に示す．プログ
ラマはノードをリモートマウントして利用する．図 2 に
示すようにプログラマがマウントするノードは親ノー
ド一つである．親ノードの下には子ノードがぶら下が
る形になり，親ノードのルートディレクトリを頂点と
してシステム全体で一つのファイルツリーを形成する．
プロパティが仮想化されたファイルに入出力を行うこ
とで計算結果を取得したり値を与える．
オブジェクトディレクトリの下にディレクトリが存
在する場合，オブジェクトの継承関係を意味しており
ECMAScript の場合プロトタイプチェーンの対象とな
る．ノードを超えた継承関係もありえるため，親オブ
3

表 1: ECMAScript とファイルツリーの対応
図 1: システム概念図
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図 2: プログラマから見えるシステムのイメージ
図 4: システムの提供するファイルツリー
ジェクトのプロパティやメソッドへのアクセスもノー
ドを超えて可能とする．継承を利用することで親ノー
ドが保持する計算機資源を透過的に利用し，計算結果
だけを複数の子ノードから参照できるようにし，シス
テム全体での計算機資源を節約する．

3.3

ECMAScript による分散システムの記述例

クセスされる対象のファイルに仮想化される．
図 3 で示したコードにより生成されるシステムのファ
イルツリーは図 4 のようになる．プログラマは親ノー
ドのルートディレクトリを頂点としたツリーをマウン
トして利用する．
本研究では，分散システム全体をプログラミングの
対象にし，ECMAScript を用いてノードの処理内容を
オブジェクトとして記述することで，ノード間の通信
を伴う処理の記述をオブジェクトの参照やプロトタイ
プチェーンに隠蔽する．ノードのプログラマは通信プ
ロトコルの記述や通信待ちなどネットワークプログラ
ミングを考慮せずにノードの処理内容を記述できる．
実装
MCF52233 基板上で試作を行い，VM の動作と 9P
プロトコルのサーバとしての機能を実装した．Linux
からの発行される ls，cd，cat 等のコマンドに応答し，
ファイルツリーの提供が可能である．
VM の処理性能は同じマイコン上に実装されている
C 言語のインタプリタである SilentC とネイティブコー
ドと動作性能を比較した．処理時間として，本研究の
方式はネイティブコードに比べ 30 倍近い実行時間がか
かるが，インタプリタである SilentC の 200 分の 1 程
度の実行時間で処理できる．センサーネットワークの
処理系として十分に高速な実行性能を得られた．
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おわりに
本研究では，ECMAScript のオブジェクトでノード
を定義することで，プログラマから通信プロトコルの
記述を隠蔽し，アクセス透過性の高いプログラミング
モデルによる分散システムの構築法を提案した．
今後の課題は，9P プロトコルのクライアントとして
の機能の実装と，ノード間の連携動作の実装である．

5
図 3: プロトタイプチェーンを利用した例
図 3 にプロトタイプチェーンとオブジェクトの参照
を利用したノード間の協調動作を行うコード例を示す．
図 3 において，子ノード (Temp) で温度データを取得
し，親ノード (TempSuper) で平均温度を計算する．
異なるノード間のオブジェクトを参照する例として，
Temp の comp with average で親ノードの temps に子
ノードで取得した温度データを記録している．子ノー
ドは average オブジェクトをプロトタイプチェーンで
参照することで平均温度を利用できる．
Temp ではファイルに仮想化するプロパティを明示
する為に拡張した visible が記述されている．visible に
より，修飾されているプロパティがクライアントにア
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