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Overlay WeaverのALM機能拡張と

P2P型コミュニケーションシステムUenewへの応用

坂野 遼平　佐藤 晴彦　小山 聡　栗原 正仁

オーバーレイネットワーク構築用ミドルウェアである Overlay Weaver には，Scribe アルゴリズムに基づくアプリ
ケーション層マルチキャストの機能が実装されている．しかし Scribe ではマルチキャストグループ毎のアーカイ
ブを取得する方法が確立されておらず，Overlay Weaver にもアーカイブの取得機能は実装されていないため，応
用が狭められているという問題があった．そこで我々は，Scribe におけるアーカイブの取得手法を新たに提案し，
Overlay Weaver の機能を拡張する形で実装した．実装した提案手法についてはシミュレーションによる動作実験を
実施し，10万ノードでの稼働を確認した．また本稿では，提案手法の実応用である P2P型のウェブ閲覧者間コミュ
ニケーションシステム Uenew についても言及する．

Overlay Weaver, a practical middleware for constructing overlay networks, implements functionalities for

the application layer multicast (ALM) based on the Scribe algorithm of M. Castro and P. Druschel. How-

ever, there has been a problem of restricted applicability in Scribe and Overlay Weaver resulted from the

non-existence of an established method to acquire archives for each multicast group. In this paper, we

resolve this problem by presenting a new method for acquiring archives and describing its implementation

on top of Overlay Weaver. We report on its practical performance based on simulation for a large-scale

network. Finally, we show how the new functionality was successfully exploited in Uenew, a P2P-network

application for the dynamic, archive-based communication among Web users.

1 はじめに

近年，インターネット等を利用した様々な大規模

サービスの展開が為されている．それらの多くはク

ライアント/サーバ型のシステムとして提供されてい

るが，インターネット利用者数の増加に加え，動画配

信やオンラインストレージといった帯域の負荷が大

きいサービスに対する需要が高まりつつあることで，

サーバへの負荷集中によるサービス停止や品質低下

が問題視されるようになってきた．

そのような中で，スケーラビリティや耐障害性に
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優れる P2P型システムに注目が集まっている．本稿

では，P2P 技術のひとつであるアプリケーション層

マルチキャスト (Application Layer Multicast, 以下

ALMとする)に焦点を当てる．

ALMはアプリケーション層でパケットの複製を行

い，1対多通信を実現する技術である．即ち，1つの

発信ノードが全ての受信ノードにデータを送るのでは

なく，経路上の各ノードが転送を行うことで情報を伝

播するため，負荷を分散させることができる．ALM

は，IPマルチキャスト [3]と比べ，既存のインフラに

対してハードウェア的な対応を要求せず，柔軟な設計

が可能であるという利点を持つ．

本稿では，分散ハッシュテーブル [9][12] をベース

としたアルゴリズム Scribe [1]を扱う．Scribeを用い

ることで，インターネット等を下位層としたオーバー

レイネットワーク上にグループを任意に生成し，メン

バ同士のマルチキャストを実現可能である．

しかし Castroらの研究 [1]では，グループに新た
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に参加するノードが当該グループ内で過去に配信さ

れた情報を取得する術が示されておらず，アプリケー

ション開発者が実装上の工夫により実現する必要が

あった．そこで本研究では，Scribe について，同一

グループ内で配信された情報の小規模データベース

である「アーカイブ」の取得手法を新たに提案し，

Peer-to-Peerネットワーク構築用ミドルウェアである

Overlay Weaver [11]の機能拡張という形で実装する

ことで，アプリケーション開発に有用なライブラリを

提供することを目的とする．

さらに，提案手法の実際の応用事例として，我々は

P2P 型のウェブ閲覧者間コミュニケーションシステ

ムUenewを開発している．Uenewは，ウェブ上で同

じ場所 (ウェブページ)に居るユーザ同士が自由にコ

ミュニケーションをとることを可能とするシステムで

ある．本稿では，このシステムについても言及する．

本論文の構成は，以下の通りである．まず，2章で

本研究で用いる Peer-to-Peer 技術について述べ，次

に 3章で Scribeにおけるグループ毎のアーカイブ取

得手法を提案する．提案手法は Overlay Weaver上に

実装し，4章において効率等に関する実験と考察を示

す．続く 5 章では提案手法の実応用であるコミュニ

ケーションシステム Uenewのコンセプトや実装につ

いて解説し，最後に 6章で本論文の総括を行う．

2 Peer-to-Peerネットワーク技術

2. 1 分散ハッシュテーブル

分散ハッシュテーブル (Distributed Hash Table, 以

下 DHTとする) [9][12] は，ハッシュテーブル (連想

配列)をネットワーク上の複数ノードにまたがって構

築する技術である．ハッシュテーブルにおけるキーと

格納値の組はエントリと呼ばれ，(key, value)のよう

に表される．ハッシュテーブルでは keyのハッシュ値

に基づいてデータを管理するが，DHTの場合，ネッ

トワークに参加する各ノードにも固有のハッシュ値を

割り当て†1，巨大なハッシュ空間上に keyとノードを

マッピングする．そしてこのハッシュ空間上での配置

に基づいて，ハッシュテーブルを各ノードが分担管理

†1 ノードの IP アドレス等をハッシュ関数に入力した結
果を用いる．

する．

従って DHTを実現するには，以下のような仕組み

が必要となる．

• ハッシュテーブルを分割する仕組み
• keyで検索した際，当該 keyを担当するノード

に到達できる仕組み

前者については，「ある keyはその keyのハッシュ

値と数値的に最も近いハッシュ値を持つノードが担当

する」「あるノードの担当範囲はハッシュ空間上にお

ける自身の Successor(あるいは Predecessor) ノード

との間に含まれるハッシュ値とする」等の規則が用い

られることが多い．

後者はルーティング問題と呼ばれ，効率的な探索を

実現するためにはこの仕組みをどのように設計する

かが重要であり，DHTのアルゴリズムによって様々

な手法が提案されている．一般的には，各ノードが，

オーバーレイネットワークの距離空間上で自身に近い

ノードについては密な，遠いノードについては疎な情

報を経路表に持つことで，経路表のサイズと検索時の

ホップ数を共に小さく抑えるようになっている．多く

のアルゴリズムでは，ノード数を n とした時，次数

(経路表の大きさ)と直径 (最大所要ホップ数)が共に

O(log n)であるようなグラフを構築可能である．

2. 2 アプリケーション層マルチキャスト

アプリケーション層マルチキャスト (Application

Layer Multicast, 以下 ALM とする) は，IP マルチ

キャストの動作をオーバーレイネットワーク上で実現

する技術である．パケットの複製をアプリケーション

層で行うため既存のインフラに対してハードウェア的

な対応を要求せず，柔軟な設計が可能である．ここで

は，2. 1節で述べた DHTの一種 Pastry [9]をベース

とした ALM手法である Scribe [1]について述べる．

Pastryを含む DHTでは，同じ keyで検索をすれ

ば，どのノードからであっても同一のノードにたどり

つく．即ち，ある keyを複数のノードから検索する

と，それらの検索時のルーティング経路の集合が図 1

に示すような木構造となる．図中で，実線の矢印は

ルーティング経路を表している．Scribe では，これ

を配送木として利用する．
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図 1 Scribe におけるマルチキャスト木の構成

配送木の根にあたるノードはランデブーポイント

(Rendezvous Point)と呼ばれ，ランデブーポイント

に渡されたデータが順に子ノードに転送されていく

ことでマルチキャストが実現される．つまり，配送木

上の各ノード (Forwarder と呼ばれる) が IP マルチ

キャストにおけるルータのように振舞うのである．図

1では，破線の矢印がマルチキャスト時の転送経路を

示している．グループに参加したいノードは，グルー

プ名を keyとしてルーティングを行うことで配送木

に連なることができる．

このように，Scribeでは Pastryのリンク関係をそ

のまま用いて配送木を構築するため，Forwarderには

グループに参加しているノードと，参加しておらず中

継のみ行うノードの 2種類が存在することになる．

なお，Scribe の配送木構築手法は Pastry 以外の

DHTアルゴリズムにも適用可能である．実際，2. 3

節で述べる Overlay Weaverでは Scribe と同様の仕

組みによる ALM機能を実装しているが，ベースとな

る DHTのアルゴリズムは自由に切り替えられるよう

になっている．

2. 3 Overlay Weaver

Overlay Weaver [11]は，key-based routing [2]の

概念に基づき Java言語で実装されたミドルウェアで

ある．

Overlay Weaverを構成する階層は，図 2に示した

ように，下位側からルーティング層，ハイレベルサー

ビス層，アプリケーション層となっており，ルーティ

ング層において各種アルゴリズムに共通する処理を

括り出す事で，各アルゴリズムの実装に個別に必要

図 2 Overlay Weaver の構成
(論文 [11] の図 2 より転載)

とされるプログラムコード量の大幅な削減を実現し

ている．このため，アルゴリズム研究者にとっては，

このミドルウェアへのアルゴリズムの追加が非常に

容易であり，また他のアルゴリズムとの公正な比較が

可能であるという利点がある．標準では Chord [12]，

Kademlia [7]，Koorde [6]，Pastry [9]，Tapestry [14]

の各 DHT アルゴリズムが実装されており，アプリ

ケーション開発者はこれらの中から利用するアルゴリ

ズムを簡単に差し替えることができる．

Overlay Weaver のハイレベルサービス層では，

DHTと Mcast の 2 種類のインタフェースが提供さ

れている．Mcastは ALMの機能を提供しており，ア

ルゴリズムとして 2. 2節で述べた Scribeが採用され

ている．

3 Scribeにおけるアーカイブ取得手法の提案

3. 1 Overlay Weaverに標準で実装されている

ALM

まず，Overlay Weaverに標準で実装されているハ

イレベルサービスMcastについて述べる．Mcastは，

Scribeに基づく ALM機能を提供する．Mcast にお

けるグループへの参加処理を，図 3に示す．

Mcast のグループ参加処理では，まずグループに

参加するノードが，グループ名を keyとしたDHTの

探索経路沿いに Join要求を転送する．Join要求を転

送されたノードでは，当該グループに関する経路表を

作成し，ランデブーポイントへ向かって Join要求を

さらに転送していく．但し，Join 要求を受け取った

ノードが当該グループに関する経路表を既に持ってい

る場合，そのノードからランデブーポイントまでの経
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図 3 Mcast におけるグループ参加処理

路上ノードには既に当該グループの経路表が作成さ

れているため，Join要求はそこで破棄される．

一方，図 4はマルチキャスト処理を示したものであ

る．このMcast におけるマルチキャストの配送経路

は，Scribe の原著論文における仕様とは異なってい

る．図 5において，実線の矢印はMcast での配送経

路，破線の矢印は Scribeでの配送経路である．Scribe

ではまずランデブーポイントへデータを渡し，そこか

ら子ノードへ向かって転送していくが，Mcast では

マルチキャスト発信ノードから親ノード側と子ノード

側の双方向に伝播していく仕様となっている．

3. 2 提案手法

3. 2. 1 クエリのマルチキャストによるアーカイブ

取得手法

概要

Mcast をアーカイブ取得可能なように拡張する場

合，最も単純な方法はアーカイブ取得要求をマルチ

キャストすることである．即ち，グループ参加ノード

にはアーカイブの保持を義務付けることとし，グルー

プ参加時に他の参加ノードからアーカイブを受信する

ようにすればよい．この方式を，以降QMAM(Query

Multicasting Archivable Multicast)と呼ぶ．QMAM

では，3. 1 節で述べたMcast のグループ参加と同様

図 4 Mcast におけるマルチキャスト処理

図 5 Mcast と Scribe におけるマルチキャスト経
路の違い

の処理を行った後に，図 6 に示した手続きでアーカ

イブ取得を行う．

図 7 において，実線の矢印はアーカイブ取得要求

のマルチキャスト経路，破線の矢印はそれに対する応

答を表す．アーカイブを要求したノードは，最初に応

答したノードからアーカイブを取得する．つまり，要

求元ノードでは最初に届いた応答に対してのみ確認

応答を返し，確認応答を受けたノードはアーカイブを

送信するという仕組みである．

また，グループに参加している各ノードは，マルチ

キャストを受信した際にローカルのアーカイブを更新

するようにする．従って，QMAMではグループに参
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図 6 QMAM におけるアーカイブ取得処理

加する全てのノードが最新のアーカイブを保持する

ことになる．

QMAMの課題点

Mcast のグループ参加処理やマルチキャスト受信

処理に，アーカイブ要求に関する処理を追加するだけ

で良いため，QMAMの実装は比較的容易である．し

かしながら，QMAMではグループへの参加ノード数

が 0となった時にネットワーク上からアーカイブが消

えてしまい，アーカイブを取得できなくなるという問

題がある．

また，QMAM及びそのベースとなっているMcast

には他にも課題となる点がある．まず，各ノードにお

けるメッセージの到着順序が一致することを保証で

きない点である．例えば図 7においてノード Aと E

図 7 QMAM におけるアーカイブ取得経路

がほぼ同時にそれぞれメッセージMA，ME を発した

際，ノード Cとノード DとではMA，ME の到着順

が異なる可能性がある．

もう 1つの問題は，churnやネットワーク障害によ

りメッセージは欠落し得るため，あるメッセージを一

部のノードは受信し，他のノードは受信しないといっ

た状況が生じる可能性がある点である．本稿では，グ

ループに参加するノードが同一のアーカイブデータ

を保有可能な性質を整合性 (consistency)と呼ぶ．

QMAMではグループ参加ノードのいずれか 1つか

らアーカイブを取得するため，整合性の欠如が発生し

ている場合，新たに参加するノードが不完全なアー

カイブを取得する可能性がある．特に，順序も含めた

整合性が必要とされるアプリケーションにおいては，

前述の順序不一致の性質も相まって，大きな問題と

なる．従って，整合性の欠如が発生した場合にそれが

解消されるような仕組みが求められる．具体的には，

ノード間で順序を一致させる工夫を施した上で，メッ

セージの欠落を補完する必要がある．

まず，順序の不一致への対策としては，メッセージ

発信時にタイムスタンプを付与することで，各ノード

において受信メッセージを同一の順序に並び替え可能

とすることが挙げられる．しかし各ノードの時計は一

般に一致していないため，例えば 5 章に述べるよう

な応用では不自然な会話順となってしまう等の問題が

考えられる．この問題はタイムスタンプ付与時に毎回
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共通の時刻サーバから時刻を取得することで回避で

きるが，そのようなサーバの利用を前提とすることは

P2Pシステムの利点を損ねる要因となる．

また，メッセージ欠落に対する方策としては，各

ノードが定期的に整合性確認メッセージを流すこと

が考えられる．その際，各ノードが持つアーカイブの

ハッシュ値を算出し比較すれば不一致の検出は可能で

あるが，不一致である 2 ノードのアーカイブデータ

のうちどちらが正しいのかは判断できず，互い違いに

欠落しているメッセージがある可能性もある．そこ

で，メッセージを発信する際，あらかじめ固有のメッ

セージ IDを割り当てておけば，その ID集合を定期

的にマルチキャストすることで，欠落を相互発見し補

い合うことが可能となる．あるいは，アーカイブ取得

処理の発生時に，全ての既参加ノードが要求元ノード

へメッセージ IDの集合を送るようにすれば，要求元

ノードで整合性をチェックすることができ，グループ

への新規参加が発生する都度確認が行われることに

なる．しかしいずれにしても，グループ参加者数や保

存する過去メッセージ数が多い場合，整合性維持のた

めの通信のコストが嵩んでしまうという問題がある．

3. 2. 2 DHTとのハイブリッドによるアーカイブ

取得手法

概要

QMAMにおけるアーカイブ消失の問題を解決する

ためには，ネットワーク上にアーカイブを保存する特

定のスペースが必要となる．そこで，DHTとのハイ

ブリッドによる手法DBAM(DHT-Based Archivable

Multicast)を提案する．

DBAMでは，アーカイブの蓄積と取得を DHTに

より行う．ALM とは別に DHT 用のオーバーレイ

ネットワークを用意するわけではなく，ALMの下位

ネットワークとして構築されている DHTをそのまま

用いる．

Scribe のアルゴリズムより，各グループのランデ

ブーポイントは DHTにおいてグループ名を keyと

して put/get(登録/取得)する際にデータが格納され

るノードである．従って，ランデブーポイントを各

グループのアーカイブが集積されるノードとすれば

よい．

図 8 DBAM におけるアーカイブ取得経路

Overlay Weaver の標準の実装では，ハイレベル

サービス層の DHTとMcast は単体で用いることが

想定されており，同一オーバーレイネットワーク上

で共存させることはできない．DBAMは，DHTと

Mcast の機能を統合し新しいハイレベルサービスを

構築したものである．

DBAMの動作について，要点のみをまとめると以

下のようになる．

• グループ参加
– 通常のグループ参加処理を行う．

– ランデブーポイントからアーカイブを get

する．

• マルチキャスト
– ランデブーポイントへアーカイブを put

する．

– ランデブーポイントが，putされたアーカイ

ブを子ノードへ向けてマルチキャストする．

図 8に，DBAMにおけるアーカイブの取得経路を

示す．DHTのルーティングにより実線の矢印に沿っ

てランデブーポイントまで要求が転送され，ランデ

ブーポイントからは破線の矢印に示したように要求

元ノードへアーカイブが送信されることになる．

DBAMでは，ランデブーポイントに蓄積されてい

るアーカイブデータの churn等による消失が発生し

ていないならば，グループに参加しているノード数が

0であってもアーカイブを取得することができる．ま
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図 9 DBAM におけるマルチキャスト経路

た，QMAMとは異なりグループ参加ノードがアーカ

イブを持つことを義務付ける必要は無い．

一方，図 9はDBAMにおけるマルチキャスト経路

を示したものである．DBAMでは必ずランデブーポ

イントを経由してマルチキャストが行われるため，図

5 に示した Scribe のマルチキャストに似た振る舞い

となる．

DBAMにおけるノード間の整合性と耐障害策

DBAMでは，QMAMとは異なり，グループ参加

ノードが全メッセージを受け取るならば，各ノードが

受信するメッセージの順序は一致する．これは，全て

のマルチキャストメッセージがランデブーポイントを

経由するためである．

但し，時刻 t1 が t2 よりも先であるとして，t1 に

ノードAから putされたものより t2にノード Bから

putされたもののほうが先にランデブーポイントに到

着するといった状況は発生する可能性がある．従って，

ほぼ同時刻に発生したマルチキャスト (ランデブーポ

イントへの put)に関する，実時刻に照らした順序関

係が大きな意味をもつ用途においては，3. 2. 1項に述

べたような共通の時刻サーバの利用等の方策が必要

となる．

しかし実際の応用においては，より意味的な順序が

重要であることが多い．例えば 5 章のような応用を

考えた場合，順序に関する重要事項は対話順が保たれ

ること，及びノード間で順序が一致することである．

後者が欠ける場合，ある一連のメッセージに起因する

メッセージをやりとりする際に矛盾が生じる可能性が

ある．例えば「コップの中身は水だ」「コップの中身

は酒だ」という 2 つのメッセージがマルチキャスト

された後に，「正解は前者である」というメッセージ

が流れた場合，最初の 2 つのメッセージの順序が全

ノードにおいて一致していなければ意味を正しく解

釈できなくなってしまう．

QMAMでは順序の一致保証が難しいためこういっ

た問題が生じ得るが，DBAM では回避可能である．

先に述べた 2つの重要事項のうち，前者については，

ある発言に対する返信が元の発言より先にランデブー

ポイントに到達することは起こり得ないため問題とは

ならず，また後者についても，前述のとおり DBAM

では順序を一致させることが可能である．

一方，メッセージの欠落によるノード間の整合性欠

如については，QMAMと同様 DBAMでも考慮する

必要がある．しかし DBAMでは，ランデブーポイン

トからの送出時にメッセージに番号を付与すること

で，各ノードは連続するメッセージ群の部分的欠落に

ついては容易に検知できる．従ってメッセージ IDの

集合をやり取りする必要はなく，検知された欠落につ

いてはランデブーポイントから再取得することがで

きる．さらに，アーカイブデータの取得先がランデ

ブーポイントに一元化されているため，QMAMとは

異なり他の全参加ノードと照らし合わせる必要がな

く，アーカイブデータの整合性欠如による影響が新規

参加ノードに伝播してしまう状況も発生しない．

但し，DBAMではアーカイブデータの churn耐性

について考慮が必要となる．これは，churnによるラ

ンデブーポイントの離脱や入れ替わりが発生した場

合，当該グループのアーカイブデータが消失してしま

う可能性があるためである．DBAMでは，アーカイ

ブの取得/蓄積に DHTの機構をそのまま用いている

ため，アーカイブの取得可能性は DHTでの get可能

性と同義である．従って，耐 churn手法に関する既

存研究 [10]の成果を適用することができる．

この既存研究で挙げられている耐 churn手法は，以

下の 4種類である．

• 複製配置
DHT上にデータを putする際，当該 keyの担当

ノード以外のノードに複製を配置する．

• 加入時委譲
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オーバーレイネットワークに新たにノードが参

加した際，必要に応じて周辺ノードから (key,

value)ペアを譲り受ける．

• 複数 get

DHT上からデータを getする際，当該 keyの担

当ノードのみではなく複数のノードに問い合わ

せを行う．

• 自動再 put

各ノードが，保持している (key, value)ペアを自

動的に putし直す．

例えば，あるグループにおいてノード root0がラン

デブーポイントとして定まり，ノード root1が次点候

補であったとすると，ランデブーポイントが消失した

場合，以下の流れによりネットワーク上にアーカイブ

が維持される．

1. root0 へのアーカイブ蓄積時，複製配置により

root1に複製が保持される．

2. root0 が消失する．

3. GroupRefresher†2により，配送木が root1をラ

ンデブーポイントとして再構築される．

4. root1 からアーカイブが取得される．

また，root0を次点候補に押しのけてランデブーポ

イントとなる rootX が新たにオーバーレイ上に参加

してきた場合，以下のようにしてアーカイブを取得可

能な環境が継続する．

1. rootXが参加する．

2. 加入時委譲あるいは自動再 putにより，rootX

へアーカイブが渡される．

3. GroupRefresher により，配送木が rootX をラ

ンデブーポイントとして再構築される．

4. rootXからアーカイブが取得される．あるいは，

複数 get により root0 からアーカイブが取得さ

れる．

以上のように，アーカイブデータに関しては複製配

置等の手法で churn耐性を高めることができる．

3. 3 提案手法の実装

　 3. 2 節で述べた QMAM 及び DBAM を，図 2 の

†2 Mcast に実装されている，配送木修復のために定期
的にグループへの再参加を行う機能．

ハイレベルサービス層 (Higher-level services)に実装

した．

まず QMAM と DBAM に共通する仕様について

述べる．グループに参加するノードはローカルにアー

カイブを保持しており，マルチキャストを受信すると

ローカルのアーカイブを更新する．また，グループ離

脱時にローカルに保持している当該グループのアー

カイブを削除する．

アーカイブの取得はグループ参加時に自動的に行

われるが，GroupRefresher によるグループ参加処理

ではアーカイブ取得は行わない．

アーカイブデータについては，マルチキャストでや

り取りされるデータを保持するラッパークラスを用意

し，データ本体とともに番号，ユーザ，日時が記録さ

れるようになっている．「ユーザ」はオーバーレイ上

での ID(ノードに割り当てられたハッシュ値)によっ

て記録する．「日時」はマルチキャスト発信元ノード

において発信をした日時であり，「番号」は QMAM

では各ノードへの到着順，DBAMではランデブーポ

イントへの到着順に付与される．

以下は，DBAM のみの仕様に関する記述である．

ランデブーポイントに集積されるアーカイブは，グ

ループ毎に最新のN 件を保持するようになっている．

N を超えると，古いものから順に破棄される．また，

アーカイブの件数が N を上回らなくても，配信から

一定期間 T が経過したアーカイブは消えるようになっ

ている．これらのパラメータ N , T は容易に変更が可

能である．

さらに，DBAMではアーカイブデータの削除機能

を実装している．元々Overlay Weaverの DHTには

ユーザ毎のパスワード (secret)を設定することで put

したデータを削除できる機能があり，それを拡張する

形で実装した．アーカイブデータの削除は，マルチ

キャストしたユーザのみ行うことができる．削除要求

を行うと，ランデブーポイント上の当該データが削除

されると共に，要求がマルチキャストされ，グループ

参加各ノードが持つローカルのアーカイブからも当

該データが削除される．

なお，Overlay Weaver では耐 churn 手法を実装

した DHT(Churn Tolerant DHT) が提供されてい
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図 10 DBAM shell の動作図

る．そこで，まず Churn Tolerant DHTを拡張した

DBAM専用の DHT実装を用意し，その DHTの上

に DBAMの実装を行うことで，3. 2. 2項で述べた耐

churn手法を実際に用いることができるようになって

いる．

3. 4 サンプルプログラムの実装

Overlay Weaverでは，2つのハイレベルサービス

についてそれぞれ DHT shell 及び Mcast shell と呼

ばれるプログラムを提供している．これらは，ハイ

レベルサービスを用いたアプリケーションの実装方

法を示したサンプルであり，またこれらを Overlay

Weaver 付属のエミュレータと組み合わせることで，

ルーティングアルゴリズムの動作試験や比較を容易に

行うことができる．

今回，ハイレベルサービスの追加にあたり，上記の

DHT shell，Mcast shellに倣って QMAM shell及び

DBAM shellを実装した．図 10はコマンドプロンプ

トで DBAM shell を起動し，アーカイブ取得等の操

作を実行した様子である．このように，QMAM shell

や DBAM shell を用いることで，アーカイブ取得可

能な ALM のネットワークを容易に立ち上げること

ができ，コマンドラインから操作することが可能で

ある．

4 提案手法の考察と動作実験

4. 1 概要

提案手法の特徴と，多ノード環境において実際に

動作することを確かめるために，シミュレーション実

験を行った．実験には Overlay Weaverに付属するエ

ミュレータを用い，3. 4節で述べたコマンドベースの

サンプルプログラムを同一計算機上で複数起動させ

て実施した．

実験では，トランスポートプロトコルとして UDP

を用いた．ルーティング様式については，提案手法が

5 章のような応用を視野に入れていることから，安

全性において Recursiveより優れている [15]Iterative

を設定した．

また，ルーティングアルゴリズムとしては，Pastry

を用いた．本研究は Overlay Weaver の機能拡張で

あると同時に Scribe のアルゴリズム拡張でもあり，

Scribeの原著論文では Pastryがベースとなっている．

加えて，事前実験により DBAMにおけるノードあた

りのメッセージ数をアルゴリズム間で比較した際に，

Pastryが最も少ないメッセージ数を示す 1つであっ

たことから，ここでは Pastryを選択した．

なお，いずれの実験においても，5回の試行を行い

最良値と最悪値を切り捨てた残りの平均をとったもの

を結果として用いている．

4. 2 性能の考察

ここでは，以下の各点について提案手法の性能を考

察する．

• ネットワーク負荷
アーカイブ取得時，及びマルチキャスト時に，オー

バーレイ上で交わされるメッセージの通信量．

• アーカイブ取得遅延
アーカイブ取得要求を出してから実際に取得で

きるまでに要するメッセージのホップ数．

• マルチキャスト遅延
マルチキャストを送信してから各ノードに到達す

るまでのメッセージのホップ数．

いずれも具体的な通信量についてはルーティング様式
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により違いが出てくる [15] が，以下の議論は再帰探

索 (fast)を想定したものである．また，以下ではラン

デブーポイントまでの平均経路長を n，グループ参加

ノード数をmとする．

まず，アーカイブ取得時のネットワーク負荷につ

いては，DBAM の方が QMAM と比べ効率が良い．

QMAMでアーカイブ取得に際しメッセージの転送が

発生する回数は，要求元ノードからランデブーポイン

トまでが n 回，ランデブーポイントからグループ参

加各ノード (要求元を除く)までが n(m − 1) 回，グ

ループ参加ノードから要求元への応答とそれに対する

確認応答，及びアーカイブ送信に (m− 1) + 1 + 1回

である．従って通信量は，アーカイブ送信メッセージ

のデータ量を karchive，それ以外のメッセージのデー

タ量を kquery とすれば，

(n + n(m − 1) + (m − 1) + 1)kquery + karchive

= m(n + 1)kquery + karchive

となる．

DBAM では，ランデブーポイントまでの n 回と

アーカイブ送信の 1回であるから通信量は，

n · kquery + karchive

となる．

但し，QMAMについてはランデブーポイントまで

の経路上にグループ参加ノードが存在すればメッセー

ジ数が少なくなる余地がある．この余地は全ノード数

とグループ参加ノード数に依存する†3 が，本稿の議
論ではオーバーレイネットワークへの参加ノード数に

対するグループ参加ノード数の割合が十分に小さい

場合を想定する．

一方，マルチキャスト時のネットワーク負荷について

は，DBAMの方がやや大きくなる．これは，QMAM

のマルチキャストはMcast と同様に発信ノードから

†3 Pastry の場合，あるノードがグループに参加する際
のランデブーポイントまでのホップ数 hは �log2b N�
以下である (b は Pastry のパラメータ)．全ノード数
を N，グループ既参加ノード数を M とすると，グ
ループ既参加ノードが ID 空間上で一様に分布してい
る場合，新規参加ノードからランデブーポイントまで
の経路上にグループ既参加ノードが存在する確率は
1 −N−(h−1) CM /N CM である．例えば b = 4 とす
ると，N = 10000，M = 100 の場合はおよそ 3パー
セントとなる．

親ノード側と子ノード側の双方向に伝播していくの

に対し，DBAMでは必ず一度ランデブーポイントを

経由するためである．QMAMでマルチキャストに要

するメッセージ数は

n + n(m − 1)

であるが，DBAMでは

n + nm

となる．

次に，アーカイブ取得遅延について考える．通信遅

延やノードのスペックを一定とした理想的環境下で

は，アーカイブ取得に要する遅延はホップ数に比例す

る．ノード間でアーカイブ取得要求の転送に要する時

間を tquery，アーカイブデータの転送に要する時間を

tarchive とした場合，QMAMでは要求元からランデ

ブーポイントまでに n ホップ，ランデブーポイント

からアーカイブ保持ノードまでに n ホップを要する

ため，

2n · tquery + tarchive

となる．DBAMではランデブーポイントからアーカ

イブを取得するため，

n · tquery + tarchive

である．従って，DBAMの方が QMAMと比べ遅延

が小さいと言える．

最後に，マルチキャスト時の遅延に関しては

QMAM，DBAM共に

2n · tarchive

である．

4. 3 動作実験

4. 2 節を踏まえた上で，Mcast 及び QMAM，

DBAM を比較する実験を行った．これらのハイレ

ベルサービスに対する主な操作は，アーカイブ取得を

伴うグループ参加と，マルチキャスト及びグループ離

脱である．そこで，実験のシナリオとして以下のよう

なものを用いた．

1. 10万ノードを起動する．

2. 全ノードをオーバーレイに加入させる．(5ミリ

秒毎)

3. 全ノードをランダムに 1万個のグループへ参加

させる．(10ミリ秒毎)
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図 11 Mcast，QMAM，DBAM のメッセージ
数比較

4. 1 万のノードから，参加したグループに対し 1

回ずつマルチキャストさせる．(20ミリ秒毎)

5. 全ノードを参加したグループから離脱させる．

(10ミリ秒毎)

6. 全ノードをランダムに 1万個のグループへ参加

させる．(10ミリ秒毎)

図 11において，横軸は時間，縦軸は 1ノード及び

1秒あたりのメッセージ数を表している．メッセージ

数は 40秒間の平均値である．オーバーレイへの参加

処理 (0秒～500秒)，及びグループ離脱処理 (1700秒

～2700秒)については，3方式に差は無いため，ほぼ

同じメッセージ数となっている．

差が出ているのはグループ参加とマルチキャストを

実行している箇所である．いずれもMcast が最も少

ないが，DBAMはわずかなメッセージ数の増加に抑

えられている．QMAMはグループ参加処理において

メッセージ数が多くなっていることがわかる．

Mcastと QMAM，DBAMについて，アーカイブ

取得の可否と，グループ参加及びマルチキャストの処

理における効率について相対的な優劣をまとめると，

表 1のようになる．

アーカイブの取得については，Mcast は取得でき

ず，QMAMではグループ参加ノードが途切れずに存

在する場合のみ取得可能である．DBAMでは，churn

等によるアーカイブデータの消失が発生していなけ

れば，常に取得することができる．グループ参加とマ

ルチキャストについては，Mcast の転送経路が最も

無駄が少ないと言える．

表 1 Mcast, QMAM, DBAM の比較

Mcast QMAM DBAM

アーカイブ取得可否 × △ ○

Join効率 ○ × △

Multicast効率 ○ ○ △

4. 4 配送木維持機構の有効性

5章で述べるようなシステムを考える場合，ネット

ワークを構成するノードは一般ユーザのコンピュー

タである．従ってノードの振る舞いは予測不可能であ

り，頻繁な離脱と加入 (churn)が常に起こり得るもの

として考慮する必要がある．

Scribe [1]では，配送木上で子ノードを持つ全ての

ノードが，子ノードへ向けて定期的にメッセージを送

ることでノードの生存確認を行うようになっており，

親ノードの消失を検出した子ノードは再度グループ

参加処理を行うようになっている．

Overlay Weaver の場合，グループに参加してい

る各ノードが定期的にグループへの参加要求を送る

GroupRefresherという仕組みを実装することで，上

記のような配送木の自動修復を実現している．

Mcastの拡張である DBAMにも GroupRefresher

は実装されているが，DBAMの場合マルチキャスト

時の振る舞いが Mcast とは異なっているため，この

配送木維持機構が有効に働いているかどうかを確認

する必要がある．そこで，以下のシナリオにて実験を

行った．

1. 10万ノードを起動する．

2. 全ノードをオーバーレイに加入させる．(5ミリ

秒毎)

3. 全ノードを 1万のグループからランダムにひと

つ選んで参加させる．(10ミリ秒毎)

4. 全ノードから，参加したグループに対し 1回ず

つマルチキャストさせる．(100ミリ秒毎)

churnはマルチキャストを実行している間起こし続け

る設定とした．churnの頻度は平均 10回/秒，発生は

ポアソン分布に従うようにしてある．

上記のシナリオを，Mcast shell及び DBAM shell

を用いて実行し，マルチキャスト成功率の変化を観察

した (図 12)．なお，マルチキャスト成功率とは，各
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図 12 Mcast と DBAM のマルチキャスト成功率
に関する比較

ノードがマルチキャストメッセージを受信すべき回

数の和に対する，実際に受信した回数の和の比率で

ある．

図 12の横軸は，前述したMcastのGroupRefresher

機能が働く時間間隔である．縦軸はマルチキャスト

の成功率を表している．McastとDBAMのいずれに

おいても，GroupRefresherが働かない場合 (Refresh

interval = ∞)には低下してしまう成功率が，Refresh

intervalを適切に設定することで向上している．この

実験結果より，提案したDBAMではMcastと同様に

GroupRefresherが有効に働いていることがわかる．

5 ウェブ閲覧者間コミュニケーション

システムUenewへの応用

5. 1 開発背景とUenewの概要

実社会では，偶然同じイベントに参加していたり，

同時に事故に遭遇するなど，ある場に居合わせて経験

を共有した人同士の間で，自然にコミュニケーション

が発生する場面が多々見受けられる．そのような場で

の情報交換によって新たな人間関係が作り上げられて

いくことも少なくないが，ウェブ上では，実社会とは

異なり，同じ場所 (ウェブページ)に居るユーザ同士

が自由にコミュニケーションをとることができない．

そこで我々は，そういった自然なコミュニケーショ

ンの発生を，ウェブ空間上で実現するシステムUenew

を開発した．開発には，3. 3 節で実装したライブラ

リを用いた．なお，Uenewという名称はアイヌ語の

「Uenewsar」(一緒に話して楽しむ)に由来している．

Uenewは，ウェブ上に存在する各ウェブページの

URL 毎に ALM のグループを作成し，ブラウザの

ページ遷移に連動して各ユーザが常に閲覧中のウェ

ブページに関するグループに参加している状態を実

現する．例えば，現在ページ Aを開いているユーザ

はページ Aに関するグループに所属しており，ブラ

ウザ上でリンクをクリックしてページ B に移動する

と，ページ Aのグループからは離脱してページ Bの

グループに新たに参加するという具合である．

このように URL毎の即時的なグルーピングを行っ

た上で，各グループ内でコメントの共有を行うという

のが，Uenewの基本的なアイデアである．

このようなシステムをクライアント/サーバ型で構

築した場合，ウェブ上に存在する全てのページ毎にグ

ループを作成し管理するには，処理能力の高いサーバ

が必要となり，その設置・運用には大きなコストがか

かる．またスケーラビリティはサーバの能力次第とな

るため，アクセスが増え過ぎるとサーバダウンが発生

してしまうという問題がある．

Uenewは，Peer-to-Peer 技術によって一切のサー

バを必要とせずにシステムを構築しているため，これ

らの問題からは無縁である．各ユーザのコンピュータ

が連携してシステムを構成することで，スケーラビ

リティや可用性に関して優位性が得られ，ハードウェ

ア的な設備投資も一切不要となっている．

また，ALM によるプッシュ型の情報配信により，

同じ場 (ウェブページ)を訪れている人々のコメント

をリアルタイムに表示することができ，提案手法によ

りアーカイブの閲覧も可能である．

仮にアーカイブの閲覧ができず，チャットのように

リアルタイムなやり取りのみが可能である場合，閲覧

者がまばらなウェブページでは何の情報共有も為され

なくなってしまうが，Uenewであればウェブページ

という “場”に紐付いた経験の共有が可能となる．

5. 2 既存サービスと関連研究

Uenewでは，コミュニケーションのリアルタイム

性が特徴のひとつとなっている．このようなリアル

タイム性の高い気軽なコミュニケーションは，Twit-

ter [13]をはじめとするマイクロブログの普及という
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形で，近年ウェブユーザの間でも広まりつつある．但

し，Twitterは場に紐付いたコミュニケーションでは

なく，人に紐付いたコミュニケーションを提供する

サービスであるため，誰かとコミュニケーションをと

るにはまずその相手を選定するという手間を経る必

要がある．

また，Uenewでは，ウェブページに対し利用者側

からの情報付与が為され，その情報がユーザ間で共有

される．このような機能を実現した既存のサービスと

して，ソーシャルブックマークサービスや，Google

SideWiki [5]，NewLiveWall [8]などが存在する．し

かし，Twitter も含めこれらの既存サービスはクラ

イアント/サーバ型システムとして構築されているた

め，先述したサーバダウン等の問題を抱えていると

言える．さらに，これらの既存サービスではサーバへ

の負担が少ないプル型の情報配信を行っているため，

チャットのようなリアルタイムな対話を行うことはで

きない．

他に，類似のシステムを P2P方式で実装した研究

事例 [16]も存在する．この文献では，閲覧中のウェブ

ページに対し動的にアノテーション (annotation: 注

釈)を付与し，P2Pネットワーク上で共有するシステ

ムの提案を行っている．但し，文献内で提案されてい

るシステムはハイブリッド P2Pと呼ばれる形態を採

用している．ハイブリッド P2Pは，情報とノードの

対応付けをサーバが行い，情報の授受自体はノード

間で直接行うという方式である．クライアント/サー

バ型システムと P2P型システムを組み合わせた形態

であり，単一障害点となるサーバが存在する．また，

定期的なデータ同期により情報の更新が行き渡る仕

組みになっており，リアルタイムな情報更新・表示は

行っていない．

5. 3 Uenewの実装

本節では，Uenew の実装と動作について述べる．

DHTは一意な keyを持つコンテンツに関してスケー

ラブルで高効率なネットワークを構築できる技術で

あり，3. 2節で提案したアーカイブ取得可能な ALM

は DHTによるオーバーレイネットワーク上で構築さ

れる．

そこで，ウェブの閲覧行為には必ず一意な URLが

付帯することに着目し，3. 3節で実装した DBAMの

API を用いて，ウェブページの URLを keyとした

グループ管理を行うことで Uenewの実装を行った．

耐 churn手法については，複製配置と加入時委譲，

自動再 putを行い，複数 getは行わない設定とした．

これは，Uenewの場合，ユーザがウェブページを移

動する度にグループの参加/離脱に伴うアーカイブの

やりとりが発生することから，オーバーレイへの加入

やアーカイブの蓄積 (put)に比べ，取得 (get)の頻度

がはるかに高くなることが予測されるためである．

Uenewでは，ウェブブラウザから現在訪れている

ウェブページの URLを自動的に取得し，URL毎に

マルチキャストグループを生成する．グループに対す

る参加/離脱は，以下のような流れでウェブブラウザ

の動作と連動して行われる．

1. ブラウザでウェブページを開くと，自動的に

URLを取得する．

2. 取得した URLをグループ名として指定し，マ

ルチキャストグループへの参加処理を行う．

3. ブラウザでページ遷移が起こると，連動して現

在のグループから離脱し，遷移後の URL をグ

ループ名とするグループに参加する．

ブラウザの検出には Win32API を用いており，

JNI(Java Native Interface)で呼び出しを行っている．

現在は Internet Explorer，Sleipnir，Google Chrome

の 3種類のブラウザに対応しており，Uenewの起動

がブラウザ起動の前後どちらであってもブラウザを認

識することができる．異なるブラウザを使うユーザー

間でも，同一の Peer-to-Peer ネットワークに参加し

てコミュニケーションを行うことが可能である．

URLの取得については，ブラウザのアドレスバー

に表示されているものを取得し，先頭のプロトコ

ル部分及び末尾のクエリストリングを切り捨てた

文字列をグループ名として用いている．例えば，

http://www.foo.co.jp/login?bar=baz という URL

であれば，www.foo.co.jp/login がグループ名となる．

図 13 は，開発したシステムが動作する様子を示

している．図中ではウェブブラウザ Google Chrome

が起動しており，Javaのドキュメントを参照してい
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図 13 Uenew の動作図

る．右下に配置されているウィンドウが提案システム

Uenewである．なお，Uenewの GUIには Standard

Widget Toolkit(SWT) [4]を用いている．

Uenewのウィンドウはメインタブと設定タブの 2つ

のタブを切り替えられるようになっている (図 14)．メ

インタブにはコメントの表示欄と入力欄の他に URL

欄があり，URL を手動で入力し，URL欄の横にあ

る Getボタンを押下することでもグループ遷移が可

能なようになっている．従って，予め示し合わせてお

けば，URL以外の任意のグループ名でコミュニケー

ションを行うこともできる．また，Uenewではプッ

シュ型のコメント配信が行われるため，コメント表示

欄は投稿がある度に随時更新される．

設定タブでは，初期ノードアドレスや使用するブラ

ウザ等を設定可能である．

Uenewの実装にはブラウザの検出や SWTなど一

部ネイティブコードを含むが，根幹である DBAMを

実装した Overlay Weaverを含め，プログラムの大部

分は Javaで記述されているため，他プラットフォー

ムへの移植も比較的容易であると考えられる．今後，

Linux版等も開発することを検討中である．

Uenewを用いることで，従来独立した行為であっ

たウェブの閲覧にユーザ間のリアルタイムなつながり

が生まれることが期待できる．また，誰かと偶然居合

わせることや，場所 (ウェブページ)を決めて待ち合

わせること，連れ立って散歩することなど，ウェブ空

間上での行動選択の幅も広がると考えられる．加え

て，特定の管理者が存在しないために中立性の高い俯

瞰的なコミュニケーションの場を提供できるという点

からも，当システムは有用であると考えられる．

Uenewも含め，本稿の提案によりOverlay Weaver

に追加されるモジュールを図 15に示す．ハイレベル

サービス層にはQMAM及びDBAMを，アプリケー

ション層には QMAM shell，DBAM shell，Uenew
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図 14 Uenew の設定タブ

図 15 Overlay Weaver への機能追加

を実装している．なお，QMAMや DBAMの実装に

あたりルーティング層等既存の実装箇所についても修

正を加えているが，図には大幅な機能追加のある部分

のみモジュールとして示している．

6 おわりに

　近年，爆発的に規模の拡大を続けるインターネット

において，大規模なサービスを，高い品質と可用性を

持たせて実現させることの需要が高まっている．既存

のサービスの多くはクライアント/サーバ型のシステ

ムとして構築されており，サーバへの負荷集中による

サービス停止や品質の低下が起こり得る．そこで本稿

では，サーバが存在しない P2P技術に着目し，ALM

アルゴリズム Scribeにおけるアーカイブ取得手法を

提案した．

提案手法についてはOverlay Weaverの機能拡張と

いう形でライブラリ及びサンプルプログラムを実装

し，シミュレーション実験を実施した．この機能拡張

は汎用的な実装であり，アーカイブ取得を必要とする

様々な ALMシステムに応用することができる．

また，提案手法の実応用として P2P型のコミュニ

ケーションシステム Uenewを開発し，サーバを介さ

ないウェブユーザ同士のコミュニケーションが可能で

あることを示した．Uenewは，ウェブページを格納

しているサーバに対し通信やデータ保存などの負荷

増大を要求することは無く，ウェブページの管理者に

よる掲示板設置等の作業も一切必要としない．このよ

うに，ハードウェア的な設備投資を必要とせず，ソフ

トウェアのみで大規模なシステムを構築できる点は

P2P技術の大きな特徴である．

なお，実装した提案手法及び Uenew のプログラ

ムは，http://kussharo.complex.eng.hokudai.ac.jp/

∼software/ にて公開しており，自由に入手すること

ができる．

本稿の提案手法における今後の課題としては，グ

ループ毎のアクセス数の偏りによる，特定のノードへ

の負荷集中への対処が挙げられる．また，Uenewに

ついては，起動時にユーザが初期ノードを入力する必

要があり，この操作を行わなければオーバーレイに参

加することができない．現状では，上記ウェブサイト

にて初期ノード情報を公開するという形態をとって

いるが，ユーザビリティを考慮するとある程度自動的

に初期ノードとコンタクトをとれることが望ましく，

これは検討課題である．他に，URLの階層構造を利

用することで，ページ単位ではなくサイト単位でのコ

ミュニケーションを可能にすること等も検討したいと

考えている．
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