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近年，高速な移動通信システムの普及や演算装置の高速化，省電力化にともない，基本ソフトを搭載し
たスマートフォンと呼ばれる高機能な携帯電話が急速に普及している．スマートフォンにおいては，ベン
ダが安全性や健全性を審査したソフトウェアだけが利用者に配信される機構を採用しており，開発者はソ
フトウェアの更新のたびにベンダに再審査を依頼しなければならず，利用者へ瞬時に更新内容を提供する
ことができない．この問題を回避するために，画像や音声，データベースなどソフトウェアの実行に必要
なファイル群を，プログラム上で展開できる単一のファイルに変換し外部のサーバに設置することで，ベ
ンダに依存せずに更新を実現する手法がしばしば用いられる．一部でも更新されたファイルは，すべての
データを更新に含めるためデータの重複が見られ冗長になりやすく，これは通信能力や保存容量に制限の
あるスマートフォンにおいては最適な手法とはいいがたい．本発表では上記の問題におけるデータベース
の一種であるキーバリューストアに着目し，更新内容の差分をファイルとして作成，管理することで冗長
性を廃し，その実現手法として複数のファイルを層構造として読み込み，開発者がそれらを単一のキーバ
リューストアのように操作できる機構を提案する．さらにこの提案を発展させ，様々なデータ記述言語で
構成された複数のデータベースファイルを共通のインタフェースから利用できるシステムを開発する．
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Recent rapid development of high-speed mobile communication systems, together with performance/eﬃciency enhancement of processors, enabled widespread use of feature-rich mobile device called
smartphone, which incorporates basic system software. In smartphone, only applications that have passed
inspection by vendors can be distributed to consumers. Software developers therefore need to reinspect their
products every time they are updated, resulting in delay of delivery time of their new or updated service. To
work around this problem, resources or ﬁles such as images, sound data, and databases used in applications
are often placed on external servers as a single archive or composit ﬁle that can be expanded by application
running on smartphone, making update possible without relying on smartphone vendors. This technique,
however, is suboptimal since entire ﬁle must be resent even if only a limited part of the ﬁle is updated. In
this presentation, we focused on key-value store (KVS), which is a kind of database commonly used in the
technique described above. Our KVS can create and manage diﬀerence between versions as ﬁles, thus reducing redundancy. To achieve this, we propose a technique to organize KVS from multiple ﬁles as layers, and
compose single image that can be manipulated as single KVS from developers. Moreover, we also propose
a system that combines multiple databses described in various data description language into a system that
can be accessed through common interface.
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