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あらまし 今世紀最初の年に分散システムの理論的世界に登場した分散ハッシュテーブル (DHT: Distributed
Hash Table) は，Key-Value 型検索 (キーに対応する値をルックアップするサービス) を規模拡大性かつ可塑性
(特に，壊れても，残った部分の変化により機能を維持できる性質) をもちつつ提供することを可能とし，その後
の分散データ構造及びアルゴリズムの研究の基盤として用いられてきた．しかし，その圧倒的な関連論文の数と
比較して，実用された例は極端に少ない．DHT が現実の問題に対応するためには，実社会での応用が要求する
性能 (検索や経路表の維持の効率性) と機能 (範囲検索等) の条件を満たすとともに，現実に運用されているネッ
トワークにおける様々な制約 (NAT: Network Address Translation 等) を乗り越える必要がある．本論文では，
DHT がこれらの困難を克服し現実の問題の解決に寄与できるための要素技術を調査・解説する．
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分散ハッシュテーブル，DHT, P2P，規模拡大性，可塑性

1. ま え が き

応する値をルックアップするサービスを提供する分散

1. 1 分散ハッシュテーブルとは何か

ノード（注 1）の識別子 (IP アドレス等) とキーをハッシュ

ハッシュテーブルは，< キー，値 > ペアを格納し，

関数（典型的には暗号学的ハッシュ関数）を用いて同

データ構造及びアルゴリズムの一種である．DHT は，

高速にルックアップするためのデータ構造及びアルゴ

一の固定長ビット空間に配置し，当該空間上でキーに

リズムである．ハッシュテーブルにキー key を格納す

近接するノードに < キー，値 > ペアを格納するべく

る際は，key のハッシュ値を計算し，その値をもとに

P2P (Peer-to-Peer) オーバレイネットワークを構成す

格納先のテーブルにおけるエントリを決定する．ハッ

る手法であると一般化できる．

シュテーブルに用いられるテーブルは，基本的に連続

この手法では，ノードとキーが空間上に均一に配置

したアドレスをもつメモリ空間であるため，ハッシュ

されると期待できることから，均質的に負荷を分散さ

値が求まるとそのエントリ自体の検索は O(1) で行え

せることが可能である．また，冗長化やデータの再配

ることになる (実際の検索性能はハッシュ値の衝突確

置によりチャーン (churn; ノードの頻繁な出入り) に耐

率による)．

性をもてるように設計されるという特徴をもつ．ノー

分散ハッシュテーブル (DHT: Distributed Hash Ta-

ド数 N の増加に対して，一般に検索性能を O(log N )

ble) は，ハッシュテーブルを拡張した概念であり，ネッ

にできることから，規模拡張性をもつ分散ストレージ

トワーク上に < キー，値 > ペアを格納し，キーに対

としての応用も期待される．

1. 2 分散ハッシュテーブル小史
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第 1 世代の DHT としては，リング構造のオーバ
レイネットワークを利用した Chord [1]，PRR [2] 構
造を利用した Tapestry [3] 及び Pastry [4]，高次元
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（注 1）
：P2P ネットワークにおけるノードをピア（対等な存在）と呼ぶ
ことがある．しかし，本論文で解説する諸手法では，厳密な意味で対等
ではない場合があるため，原則的にノードと呼び，通信で対向するノー
ドを特に意味する場合のみピアと呼ぶ．
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トーラスを利用した CAN [5] (以上 2001 年)，ハッ
シュ値間の XOR (排他的論理和) を距離の尺度とした

Kademlia [6] (2002 年) 等がある．

でまとめと今後の課題を述べ総括する．

2. 概念の整理

これらの DHT は，特に Chord, Pastry といったも

この章では，DHT に関連する概念を整理する目的

のを中心に，その後の分散データ構造及びアルゴリズ

で，構造化/ 非構造化 P2P ネットワークとその DHT

ムの研究の基盤として用いられている．Kademlia は，

との関係，初期の DHT に利用されてきた構造化 P2P

BitTorrent [7] の多くのクライアントでトラッカー（イ

ネットワークの概要を解説する．

ンデクスサーバ）機能の分散方式として採用され，ま

2. 1 構造化/非構造化 P2P ネットワーク

た，eMule [8] で採用されるといったように，特に実

2. 1. 1 構造化 P2P ネットワーク

用上の応用例がある．

構造化 P2P ネットワークは，アドレッシング構造

その後に発表された DHT の例としては，バタフラ

をもつ P2P ネットワークを意味する．すなわち，各

イグラフ (Butterﬂy Graph)（注 2）に基づく Viceroy [9]

ノードにユニークな ID が割り当てられており，その

(2002 年) や de Bruijn グラフ（注 3）に基づく Koorde

ID をアドレス (=宛先) として指定して経路制御を行

[10] (2003 年) 等があり，2000 年代後半になっても，

うための構造をもつ．各ノードは当該アドレッシング

後述するように新たな DHT が発表され続けている．

構造に基づいた経路表を保持し，あるデータを保持す

1. 3 本論文の着眼点と構成

る担当ノードを検索するための経路制御は，その経路

以上のように，今世紀最初の年に DHT が発表され

表に基づいて行われる．大きく分けて，構造化 P2P

て以来，新たな DHT の提案とその理論的研究は活発

ネットワークには次の種類がある：

に行われているが，そのことと比較して，DHT が実

（ 1 ） log N 次数ネットワーク

用的に活用されている例は極端に少ない．
これは，提案されてきた多くの DHT が，現実の問

ノード数に対して，各ノードに繋がるエッジの個数，
すなわち次数が対数的にしか増加しない．2. 2 で述べ

題に対処するための諸性質を持ち合わせていないため

るとおり，初期の DHT は主にこの種の P2P ネット

と考えられる．DHT が現実の問題に対応するために

ワークを採用していた．

は，実社会での応用が要求する性能 (検索や経路表の

（ 2 ） 定次数ネットワーク

維持の効率性) と機能 (範囲検索等) の条件を満たすと

ノード数が変化しても次数が変化しない．この種の

ともに，現実に運用されているネットワークにおける

P2P ネットワークを採用する DHT については 3. 3

様々な制約 (NAT: Network Address Translation 等)

で述べる．

を乗り越える必要がある．
そこで，本論文では，DHT にこれらの諸性質をも

（ 3 ） N 次数ネットワーク
基本的にフルメッシュで各ノードが接続される．こ

たせるべく行われてきた諸研究における手法を調査，

の種の P2P ネットワークを採用する DHT について

整理し，解説する．

は 3. 1 で述べる．

本論文は次のように構成される．2. では，DHT に

また，これらのネットワークを階層化したりグルー

関係する概念を整理する．3. では，DHT における検

プ化する試みも行われており，それらについては 3. 2

索や経路表の維持の効率化に向けた諸手法について述

で述べる．

べる．4. では，DHT における検索機能の向上，具体
的には範囲検索の実現に向けた諸手法について述べる．

表 1 に，以上に基づく，本論文で解説する技術の分
類をまとめる．

5. では，DHT を実ネットワークで運用する上での課

2. 1. 2 非構造化 P2P ネットワーク

題である，(1) 参加ノードやそれらが提供する資源の

構造化 P2P ネットワークに対して，非構造化 P2P

品質のばらつき，(2) 下位層のトポロジーとの乖離に

ネットワークは，特定のアドレッシング構造をもたな

よる性能劣化，(3) 実運用されるネットワークでの接
続性上の制約，といった状況に対応できる DHT を実
現するための諸手法について述べる．6. では本論文で
解説した課題，技術，手法の関連を整理し，最後に 7.
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（注 2）
：直径を r ，次数を d としたとき，ノード数 N が rdr となるグ
ラフで，r = 1, d = 2 のときに蝶のような形になる．
：2b のノードについて，あるノード a からは b1 = 2a mod 2b ，
（注 3）
b2 = 2a + 1 mod 2b となるノードへリンクが張られるグラフ．この説
明は，基数が 2 の de Bruijn グラフについてだが，基数を任意の B に
することが可能．
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Table 1

表 1 本論文で解説する技術の分類
Classiﬁcation of described technologies.

分類
log N 次数
ネットワーク

定次数
ネットワーク

N 次数
ネットワーク

グループ化/
階層化

技術
Chord [1], DKS [11], Chord# [12],
PRR [2], Tapestry [3], Pastry [4],
P-Grid [13], CAN [5], Kademlia
[6], BATON [14], SkipGraph [15],
SkipIndex [16], SkipNet [17]
Symphony [18], Viceroy [9],
Koorde [10], FISSIONE [19],
Armada [20], ERQ [21], DK [22],
SKY [23], BAKE [24]
D1HT [25], 1h-Calot [26],
OneHop [27], 循 環 経 路 制 御 [28]，
EpiChord [29]
Brocade [30], Diminished Chord
[31], G-TAP [32], P2PSIP に基づ
く 配 信 [33], GTPP [34], G-Kad
[35], 近 接 ク ラ ス タ リ ン グ [36],
P3ON [37], DTUN [38]

•

ID 空間のビット数 B = 6 の例．
ノード 8 は，隣接するノード 18，60 へのリンクの他に，矢印で
示された位置から順方向に最も近いノードへのリンクをもつ．
•

図 1 Chord におけるリング構造
Fig. 1 Ring structure of Chord.

い P2P ネットワークを意味する．
構造化ネットワークの性質を模倣することにより，
非構造化 P2P ネットワークを採用して DHT を実現
することも可能であり，[39] にて提案されているが，

DHT として動作するためには，何らかのレベルにお
いて特定の構造をもつことが本質的であるため，本論
文では詳細を述べず，以降では構造化 P2P ネットワー
クのみに注目する．

2. 2 DHT に利用されてきた構造化 P2P ネット
ワーク
この節では，特に初期の DHT に利用されてきた構
造化 P2P ネットワークを，アドレッシング構造によ
り分類し紹介する．

2. 2. 1 リング構造

•

ID 空間のビット数 B = 6，分割の基数 k = 4 の例．
ノード 8 は，自身を基点に ID 空間を 4 分割して得られる最初
の区間を再帰的に 4 分割していった位置に向けたリンクをもつ．
•

図 2 DKS によるリングの k 分割
Fig. 2 k-ary division of the ring in DKS.

Chord [1] は，ノードの ID 順に並んだリング状の
トポロジーを形成し，各ノードは，隣接するノードへ
のリンクに加え，自身の ID から 2n (0 ≤ n < B) だ
け離れた先へのリンクをもつ (図 1)．そのため，中継
の回数 (オーバレイネットワーク上でのホップ数) は

O(log N ) となる．ただし，ここで B は ID 空間のビッ
ト数，N はネットワークに参加しているノードの総数
である．

DKS [11] (2003 年) と Chord# [12] (2006 年) は，
Chord の変種である．DKS では，リング上で 2 分探
索を行う Chord のアルゴリズム（注 4）を k 分探索できる
ように一般化する．(図 2)．そのため，DKS での中継
回数は平均 O(logk N ) となる．Chord# は Chord の
アルゴリズムからハッシュ関数の利用を取り除いたも

のである．数値化されるキーがそのまま非均質な ID
空間を構成するが，その空間の中にノードを配置し，
リンクを（確率的でなく）正確にべき乗の間隔で張る
ために，リモートノードがもつ経路表の情報を再帰的
に利用する．例えば自ノードから +32 離れた位置への
リンクは，自己の +16 のリンクが指すリモートノー
ドから +16 離れた位置へのリンクを取得すればよい．
そのことにより，経路表の 1 エントリ当りの更新コ
ストを O(log N ) から O(1) に減少させている．更に，

Chord# では，Chord ではできなかった範囲検索も可
能としている．
（注 4）
：ただし，筆者らはどのような構造にも適用可能としている．
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Symphony [18] (2003 年) は，スモールワールド現
象（注 5）[40] を応用した構造化 P2P ネットワークアルゴ

実現する．

PRR，Tapestry，Pastry，P-Grid のいずれも中継

リズムである．Chord などでは，リンクはべき乗の間

回数の平均は O(log N ) となる．ただし，N はネット

隔で張られていたが，Symphony では，リンク先はス

ワークに参加しているノードの総数である．

モールワールドネットワークとなるように確率的に固
定数が選ばれ，Chord と比較して少ない次数で済む．

2. 2. 3 高次元トーラス構造
CAN [5] は，d 次元の空間をノードの ID に基づき

しかしながら，このアルゴリズムはネットワークに参

分割していくことで構造化を行うアルゴリズムである

加するノードの総数が既知であることを要求するため，

(図 4)．そのため，CAN の各ノードには d 次元の ID

実用上は，総数を予想することによりその要求に対応

が割り当てられる必要がある．これは d 個のハッシュ

しなければならない．

関数を用いて達成される．直観的には，CAN におけ

2. 2. 2 PRR 構造 (プラクストン・メッシュ)

る経路制御は，基点から目的地までの直線を引き，そ

提案者である Plaxton, Rajaraman, Richa の頭文

の線分を含む区域を担当するノードをたどることで行

字をつなげて呼ばれる PRR [2] 構造 (1997 年；プラ

われる．N をネットワークに参加しているノードの総

クストン・メッシュとも呼ばれる) に基づく方法では，

数としたとき，CAN での中継回数は平均 O(dN d ) と

ID のプレフィックス若しくはサフィックスマッチを用

なる．

いてデータの転送を行う (図 3 は後者の例)．PRR 構

1

2. 2. 4 XOR 距離に基づく構造

造そのままでは，大域的知識が必要であるといったよ

Kademlia [6] は，ID を木構造とみなして構造化を

うに，実用上の問題があったが，PRR 構造に基づい

行うアルゴリズムである．ID はビット列であるが，

た，より現実的な方法がいくつか提案されている．

Kademlia の基本的な設計では，ID の最上位ビット

Tapestry [3] は PRR 構造に基づいた構造をとり，
プレフィックスマッチによるデータの転送を行う．

から順に 0 (例えば左) か 1 (例えば右) かを選択する
とみなすことで，ID 空間を平衡 2 分木として解釈す

Pastry [4] も同様に PRR 構造と，プレフィックス

る (図 5)．ほとんどの構造化 P2P ネットワークでは，

マッチによる中継を行うが，こちらは，ID 空間上の

ID 間の差を導出するために減算が用いられているが，

近隣ノードへのリンクも保有し，経路探索の最終的な

Kademlia では XOR を用い，最上位ビットから順に，

局面での到達可能性と効率を高めている．

自ノードの ID と異なるビットをもつ ID のノードを

P-Grid [13] (2003 年) も，PRR 構造のようなプレ
フィックスマッチによる検索を行うが，こちらは ID 空
間をツリー状に管理して構造化 P2P ネットワークを

•

2 次元トーラスの例．
ノード A は隣接する B,C,D,E へのリンクをもつ．
• 各次元の空間は閉じており，F と H，B と G，E と I は互いへ
のリンクをもつ．
• 矢印はノード A から座標 (x,y) への経路を示す．
•

•

ID が 16 進数で 4 桁の例．
矢印のラベルは，右から何桁目で ID が異なるノードへのリンク
であるかを示す．
• 黒い矢印は，それぞれの場所を基点とした，ノード 43FE への経
路を示す．
•

図 3 PRR 構造
Fig. 3 PRR structure.
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図 4 CAN における n 次元トーラス構造
Fig. 4 n-dimensional torus structure of CAN.
（注 5）
：知り合いを何段階かたどれば，世界の誰にでも行き着くという
(実証されていない) 現象であり，
「世間は狭い」ことを意味する．工学的
には，スケールフリーネットワークなどで実現できる．
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3. 検索や経路表の維持の効率化
DHT では，検索にあたり，オーバレイネットワー
ク上のホップを必要とする．複数のノード間でのメッ
セージのやり取りを要する処理が行われること自体，
オーバヘッドが高いことに加え，下位層のトポロジー
に無関係にオーバレイのトポロジーが作られる場合，
下位層での無駄な通信を引き起こしやすい．また，経
路によっては，性能が著しく低いノードに全体が依存
•

4 ビットの ID 空間で，バケット長 k = 2 の例．
ノード 0110 から見た場合，灰色で囲まれたノード群が経路表の
各バケットの対象となり，それぞれ 0∼2 個のリンク（矢印）をもてる．
•

図 5 Kademlia における XOR 距離に基づく構造
Fig. 5 Structure based on XOR distance of Kademlia.

し性能が劣化するおそれもある．
一方，実社会で起きている変化としては，データセ
ンタなどで大規模で均質的な資源が集約され利用可能
になっている反面，モバイル端末の増加等によるノー
ドの不均質性も一層進行している．加えて，現実世界

まとめて経路表の固定長 k のバケットに置き，遠方

と情報システムを結ぶ近年のサイバーフィジカルな応

のノードほど疎に，近隣のノードほど密にリンクをも

用においては，実時間に関わる要求を満たすために，

つようにしている．この経路表を k-buckets と呼ぶ．

性能上の最悪値を考慮した設計が求められることもあ

Kademlia での中継回数は平均 O(log N ) である．

り得る．

2. 2. 5 その他の構造

この章では，経路表のサイズを大きくすることに

BATON [14] (BAlanced Tree Overlay Network;

よってホップ数を減らす試みや，ノードの非均質性を

2005 年) は，平衡 2 分木としてトポロジーを構成する

考慮して DHT を階層化することにより性能の向上を

アルゴリズムである．BATON では，範囲検索に適し

図る試み，また，定次数化を通して経路表のサイズを

たルーチングを行うことが可能となっており，中継回

抑えつつ，かつ最大ホップ数の上限を保証する試みに

数は平均 O(log N ) となる．

ついて解説する．

SkipGraph [15] (2003 年) は ，SkipList（注 6）[41]

3. 1 1 ホップ DHT

(1990 年) をもとにした構造化 P2P データ構造及びア

DHT は，チャーンに対する耐性や，規模拡張性を

ルゴリズムであり，可塑性 (特に，壊れても，残った

重視するために，基本的に経路表を小さく抑えるとい

部分の変化により機能を維持できる性質) を組み込む

う発想で設計されている．経路表が小さいということ

ことにより，分散システムにおいて平衡木の機能を提

は，ノードの新たな参加や離脱が起こった場合，テー

供する．SkipGraph は階層化された構造をもち，ノー

ブルを書き換えなければならないノードの数が低く抑

ドが各階層にてどのリストに属するかはランダムに選

えられていることを意味するからである．

択されたメンバシップベクタと呼ばれる値に基づいて

しかし，DHT の設計における前提ともいえるこの

確率的に決まる．そのため，他の多くのアルゴリズム

条件を見直す動きも出ている．すなわち，隣接する

と違いリンクも確率的に決定される．SkipGraph で

ノードからその隣接するノードへのポインタを取得し，

の中継回数は，ネットワーク上のデータ数を M とす

経路表を成長させる「先読み」の手法がいくつか考案

ると平均 O(log M ) となり，各ノードは各データにつ

されている．

き平均 O(log M ) のリンクを保持する必要がある．

SkipGraph の一番の特徴は，その構造とルーティ

現在は，ハードウェアの進歩により，ノードのメモ
リや利用可能な帯域幅に対する制限が緩くなってお

ング方法が，範囲検索などの，より柔軟な検索に適

り，数万ノードといった中規模の DHT では，実際に

していることである．SkipGraph の派生として，多

各ノードが他のほぼ全てのノードに対するポインタを

次元での検索を可能とした SkipIndex [16] (2004 年)

維持することも現実的な範囲で実現可能となっている．

がある．また，同様に SkipList に基づくものとして

SkipNet [17] (2003 年) が提案されている．

（注 6）
：階層化された連結リストにより，平衡 2 分探索木と同等の効率
での探索を可能にしたデータ構造．
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これは，クラウドコンピューティングにおいて DHT
の技術を応用する場合のように，計算のための資源を
データセンタに集約でき，チャーンは起きないが DHT
の可塑性を利用してノードの管理コストを低く抑えた
い場合には，特に有用と考えられる手法である．
経路表の先読みを用いる DHT の手法においては，
一貫性のあるポインタ情報をいかに高速かつ低コスト
で全ノードに配信するかが設計上の鍵となっている．

2004 年に発表された EpiChord [29] では，Chord
のようにリング構造を用いるが，リンクをべき乗間隔
で張る代わりに，検索の実行を通してリンク先を集め
たキャッシュを各ノードが維持する．結果，転送が必
ず 1 ホップになるわけではないが，検索が頻繁に行わ
れる環境では，ほぼ 1 ホップで転送が行われる．

凡例： 

2

2005 年 に 提 案 さ れ た D1HT [25] は EDRA
(Event Detection and Dissemination/Reporting Algorithm) により DHT のメンバシップに関わるイベン



スライスリーダ
ユニットリーダ
一般ノード

図 6 OneHop におけるメンバシップ情報の拡散手法
Fig. 6 Spreading membership data in OneHop.

トを共有する．EDRA は，基本的には SkipList を用
いたフラッディングである．
同じく 2005 年に提案された 1h-Calot [26] は同様

を集約し，他のスライスリーダに通知する．各スライ

に SkipList を用いてメンバシップに関わるイベント

スリーダは，単位時間ごとに，受け取った通知を集約

の拡散的な配信を行う．1 ホップ DHT を実現する

してスライス内のユニットリーダに送信する．ユニッ

1h-Calot では数千ノード，2 ホップ DHT を実現する

トリーダは，受け取った情報を通常の Chord の保守

2h-Calot では数百万ノードを維持できるとされるが，

メッセージに載せて近隣のノードに拡散させる．

高いチャーン耐性を目指して設計されてはいない．

OneHop は，現在，MIT にて実装されている Chord

OneHop [27]（2004-2009 年）は，初めて 1 ホップ

の拡張経路制御の選択肢の一つとして実装・提供され

DHT の概念を実現したものであり，Chord のプロト

ており，当該実装の Chord の応用として作られてい

コルを応用して先読みを行う手法である．OneHop で

るアプリケーションは，無修正で OneHop の恩恵を受

は，各ノードにてメンバシップの完全な情報を維持し，

けることができる．

当該情報が最新のものであれば 1 ホップにて目的の

2009 年には，OneHop, D1HT, 及び 1h-Calot の性

ノードに到達し，そうでなければ少数のホップ数で到

能の比較 [42] が行われている．1,000 万ノードまでに

達する．2009 年の論文 [27] では，99%の検索において

規模を拡大させた場合の 3 者の振舞いの検証と，デー

1 ホップで目的のノードに到達できることが示されて

タセンタ環境における D1HT と 1h-Calot の比較を

いる．OneHop では，高速かつ低帯域幅でメンバシッ

行った結果，当該論文の著者ら (D1HT の開発者でも

プ情報をシステム全体に拡散させるために，ハッシュ

ある) は，D1HT が最もオーバヘッドが低く，また，

値の空間を k 個のスライスに分割している．各スライ

データセンタにおける高性能コンピューティングに最

スは，その中央値に対応するノードをスライスリーダ

も向いていると結論づけている．

として選出する．また，各スライスは更に u 個のユ

3. 2 グループ化/階層化 DHT

ニットに分割され，それぞれの中間点の値に対応する

実際にオーバレイネットワークを構成するノードは，

ノードをユニットリーダとして選出する．メンバシッ

一般に非均質である．CPU 性能，ストレージ資源，

プの変更（ノードの参加あるいは離脱）を検出した

利用できる帯域幅等に余裕があり，また長時間ネット

ノードは，自己が属するユニットのスライスリーダに

ワークに参加しているノードと，そうでないノードが

メッセージを送る (図 6)．スライスリーダは，単位時

混在していることを考えると，前者のもつ資源を有効

間内にスライス内で生じたメンバシップの変更の通知

に活用するために DHT を階層化したいと考えること
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は自然な発想である．

これらの拡張経路制御を利用することにより，性能

そのような手法の先駆けとして，例えば Tapestry

の高いノードのみを用いた計算を行ったり，安定した

の研究グループでは，スーパーノードを設けるランド

ノードのみによりサービスを提供したり，悪意のある

マーク経路制御を行う Brocade [30] (2002 年) を提案

ノードを排除した通信，またはグループ内にプライ

した (図 7)．

ベートな通信が可能となる．

また，2004 年に提案された Diminished Chord [31]

G-TAP では，DHT 内のそれぞれのグループに対し，

は，Chord にグループ化を採り入れたものである．

サブ DHT のための経路制御構造（グループ用の経路

Diminished Chord のリングに参加するノード群の任

表）と，グループの発見のためのグループメンバシッ

意の部分集合は，全体のリングにおける経路制御機構

プ木 (GMR tree: Group Membership Rendezvous

を利用することで，独自のリングを形成せずに全体に

tree) を備える．

対するサブグループを形成し，当該グループ内での検

G-TAP のグループ自体は階層構造をもたないが，

索サービスを提供できる．独自のリングを形成する場

G-TAP を階層構造向けに最適化した H-TAP も提案

合，サイズが k であるサブグループは O(k log k) のス

されている．H-TAP は，経路局所性 (path locality)

トレージ資源を消費するが，Diminished Chord では

及び経路集約性 (path convergence) を実現する．経路

O(k) しか消費しない．ただし，サブグループに属さ

局所性は，二つのノードをつなぐ経路が，双方を含む

ないノードにも，当該サブグルーブに関する情報が格

最小のネットワーク上のドメインを出ないことを保証

納される．

する．経路集約性は，あるキーに関わるメッセージに

2008 年に提案された G-TAP (Grouped Tapestry)

対して，ネットワーク上のドメインを出る経路が一つ

[32] は，Tapestry において，参加ノードの非均質性に

のオーバレイルータを必ず通ることを保証する．オー

基づいてオーバレイネットワークをグループに分割し，

バレイルータは，オーバレイネットワークのレベルで

柔軟な経路制御を実現する手法である．従来の DHT

ネットワークのドメイン間を繋ぐノードである．トラ

における経路制御に加えて，グループ内のノードのみ

ヒックが特定のオーバレイルータを必ず通るようにす

を経由し，グループ内のノードに到達する PC (Path-

ることで，広い帯域幅といった資源を有効に活用した

Constrained) 経路制御 (Diminished Chord はこれを

り，トラヒックのモニタリングを容易にできる利点が

実現できない) と，最終的にグループ内のノードに到達

ある．

することのみを保証する DS (Destination-Speciﬁed)
経路制御を利用できる．

同じく 2008 年に提案された階層化 DHT によるマ
ルチメディア配信サービス [33] は，IETF にて検討さ
れている P2PSIP [43] に基づく手法である．これは
スーパノードを用いるものであり，スーパノードのみ
が参加するオーバレイネットワークを形成して，下位
の DHT を相互に接続する．ノードの識別には，プレ
フィックス ID とサフィックス ID から成る階層化 ID
を用いる．性能に関しては，階層化された Kademlia
によるシミュレーション評価が行われている．

2009 年に提案された GTPP (General Truncated
Pyramid Peer-to-Peer) [34] は，トランケートされた
ピラミッド型，すなわち，頂上の部分が切り落とされた
四角錐に形状が類似するようにオーバレイネットワー
•

始点 S から終点 D への経路は，通常のオーバレイ経路制御では
実線の矢印をたどる．
• AS ごとにランドマークとなるスーパーノード（円柱）を設け，そ
れらを繋ぐ 2 段目のオーバレイネットワークを PRR 構造等で設ける．
• ランドマーク経路制御では，AS 間を跨ぐ経路は破線のように
ショートカットされる．

図 7 ランドマーク経路制御
Fig. 7 Landmark routing.

クを階層化したアーキテクチャであり，複数段階の階
層をサポートする DHT の階層化の例である．各階層
は独自のオーバレイネットワークを形成し，各ノード
は下位のネットワークに対するスーパーノードとして
動作する．

2011 年に提案された G-Kad [35] は，Kademlia の
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経路表である k−buckets が複数の異なる経路を冗長
に格納できることを生かしてグループ化を行うととも
に，グループの参加ノードが取得したデータの属性の
履歴をもとに，当該グループにおいてデータを投機的
にあらかじめ取得することにより高速化を図る手法を
採用している．

3. 3 定次数 DHT
DHT における最悪ケースのホップ数を「直径」と
呼ぶことがある．
有向グラフ構造に基づき，一定の次数，すなわち経
路表のサイズをもつ (あるいは経路表中のエントリ数
の最大値が決まっている) 定次数 DHT では，経路表
のサイズを小さく抑えつつ，直径の上限を保証するこ

図8

とが可能であり，経路表の維持の効率化とともに，性

カウツグラフの例 (次数 2, カウツ文字列長 3)
Fig. 8 An example of Kautz graph.

能上の最悪値を考慮した設計が可能である．
そのような定次数 DHT の例として，バタフライグ

がら送信先のカウツ文字列に近づけることで行える．

ラフに基づく Viceroy [9] (2002 年) や de Bruijn グ

例えば図 8 の例では，102 から 012 に向かう経路は，

ラフに基づく Koorde [10] (2003 年) がある．また，

102 → 020 → 201 →012 となる．

カウツグラフ (Kautz Graph) に基づく DHT である

FISSIONE [19] (2005 年) がある．

FISSIONE ネットワークは次数 4，直径は 2 log2 N
であり，平均ホップ数は log2 N 以下となる．

ここで，カウツグラフについて簡単に解説する．カ

2008 年 に は ，分 散 線 グ ラ フ (DLG: Distributed

ウツグラフは有向グラフであり，次数 d のカウツグラ

Line Graph)（注 7）に基づいて任意の定次数をもつ DHT

フは，各々d 個の外向きリンク (ノードから出る方向

を 生 成 す る 手 法 [22] が 提 案 さ れ た ．こ の 手 法 で 生

のエッジ) と d 個の内向きリンク (ノードに向かう方

成された，N ノードが参加する外向けの次数 d の

向のエッジ) をもつノードからなる．各ノードは，隣

DHT では，内向きの次数は 1 ∼ 2d であり，直径が

り合う数字が全て異なる d + 1 進数の番号（カウツ文

2(logd N − logd N0 + D0 + 1) 未満であることが保証

字列）により区別され，その外向きのリンクは，自己

される．ここで D0 と N0 はそれぞれ初期ネットワーク

の番号を左にシフトし，空いた桁を利用可能な数字で

の直径及びノード数である．この手法において，ネッ

埋めた番号をもつノードに接続される．内向きのリン

トワークの維持コストは O(logd N ) となる．

クに対してはその逆の計算を行う．例えば，次数が 3

更にこの手法を受け，2009 年には，任意の定次数を

のカウツグラフにおけるノード 132 は，外向きに番

もつ分散カウツグラフを用いた DHT である SKY [23]

号 320, 321, 323 のノードとつながり，内向きに番号

が提案された．SKY は，カウツグラフを用いる DHT

013, 213, 313 のノードからつなげられる．

の実用上の一つの課題を解決したものである．ハッシュ

このことにより，例えば，次数が 3 でカウツ文字列

アルゴリズムとしては，任意のキーを次数 2 のカウツ

長が 6 のカウツグラフでは，972 個の全ノードの中の

空間に均一にマップするカウツハッシュ(KautzHash)

いかなる 2 個のノードも，6 ホップ以内でつながるこ

を，任意の次数に適用できるように拡張して用いて

とが保証され，また，三つの完全に異なる (一つとし

いる．

て同じ中継ノードをもたない) 経路をもつ．カウツグ

カウツグラフを実用的に用いる際の最大の問題点の

ラフでは直径はカウツ文字列長に一致する．また，カ

一つは，次数 d とカウツ文字列長 D が決まると，カウ

ウツグラフに基づく DHT では，次数は経路表のサイ

ツグラフの最大のノード数が dD + dD−1 に決まって

ズを表す．
図 8 に，次数 2，カウツ文字列長 3 の場合のカウ
ツグラフの例を示す．カウツグラフ上の基本的な経
路制御は，送信元のカウツ文字列を左にシフトしな
1440

（注 7）
：あるグラフ G についての線グラフ L(G) は，G の全てのエッ
ジをノードとし，G で隣接するエッジに対応するノード同士を繋げたも
のである．L を反復的に適用することで様々なグラフを生成できるが，
分散線グラフはこの手法を分散化したもの．
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しまう点にある．カウツ文字列長が固定であるシステ

曲線（注 8）(この場合 Z 曲線) を利用し，多次元に分布す

ムの場合，ノード数がこの値を超える際には，全ノー

るキーを一次元に配置することにより，多次元 (緯度

ドの番号を付け替えるといった非現実的な対応を迫ら

及び経度) の範囲検索に対応している．

れることになる．カウツ文字列長は DHT の直径に一

図 9 に，簡単な PHT の例を示す．PHT ノードは，

致するため，最小限の長さにすることが望ましく，こ

特定のキーの範囲を代表し，そのラベルは，当該範囲

うした問題が起き得るが，SKY では，カウツグラフ

に含まれるキーのプレフィックスとなっている．

を近似する分散カウツグラフを採用し，カウツ文字列
長を可変にすることでこの問題を回避している．

4. 2 カウツグラフを用いた範囲検索
2006 年には，DHT に基づく範囲検索手法として

2008 年に提案された BAKE [24] は，DLG を用い

Armada [20] が提案された．Armada は多次元の範囲

る手法とは異なる方法で生成された，均衡カウツ木

検索をサポートし，N 個のノードが参加するオーバレ

(balanced Kautz tree) を用いた DHT である．BAKE

イネットワークで 2 log2 N 以内のホップ数で結果を返

ネットワークの直径は logd N である．著者らは，こ

すことを保証する，遅延制限付き (delay-bounded; 最

の手法は de Bruijn グラフ等にも適用可能としている．

大ホップ数の保証付き) の手法である．Armada はカ

4. 検索機能の向上

ウツグラフに基づく DHT である FISSIONE (3. 3 参
照) 上で動作する．

DHT ではハッシュ値を用いるため，一般に，格納

Armada では，実数の範囲を木構造に分割するハッ

されているデータの配置はキーの順序を反映していな

シュアルゴリズムを用い，キーの順序を保存したまま

い．そのため，現実的に頻出する，例えば地理上の特

カウツ名前空間にマップする．その上で，FISSIONE

定の緯度経度内の地点といったように，ある範囲内に

ノードから構成され，外向きのリンクを順序づける

含まれるキーをもつ値を検索するといった応用に向か

FRT (Forward Routing Tree) を用いて，カウツ名前

ないという難点があり，そのことが DHT を現実の問

空間内の範囲を検索することができる．

題に応用する上での障壁となっていた．これに対し，

2009 年に新たに提案された ERQ (Eﬃcient scheme

ハッシュ関数を用いない分散化により範囲検索を可能

for delay-bounded Range Query) [21] は，カウツグ

にしている分散データ構造及びアルゴリズムとして，

ラフに基づく DHT である DK [22] の上で並列検索

前述した SkipGraph や Chord# があるが，この章で

と刈り込みを行うタイプの遅延制限付き手法である．

は，これと異なり，DHT 上に範囲検索を実現する手
法について解説する．

4. 1 プレフィックスハッシュ木を用いた範囲検索
2005 年には，DHT を下位構造とし，下位の DHT
に変更を加えずに，範囲検索を含む高度な検索機能を上
位モジュールとして実現した例として，Place Lab [44]
にて使用された手法 [45] が発表された．Place Lab は，
無線通信基地局の ID を用いた測位サービスである．

Place Lab では，OpenDHT [46] (2005 年) 上にプレ
フィックスハッシュ木 (PHT: Preﬁx Hash Trees) と
呼ばれる多次元範囲検索のためのデータ構造を実現す
ることによりサービスを実装した．PHT は，2 進符号

PHT ノードのラベル

Z 曲線上のキー (2 進) の例

P00

000010

P0100

010000

P0101

010101

化されたキーのトライ木である．範囲検索を行う場合，
範囲の最小値と最大値に対する最大の共通プレフィッ
クスを頂点とするサブトリーに含まれるノードを並列
に検索することで，当該範囲に含まれる全てのキーに
対応する値を取得できる．この手法では，空間充てん

010011
010110
010111

図 9 簡単な PHT の例
Fig. 9 An example of PHT.
（注 8）
：n 次元の空間を覆いつくす曲線．ヒルベルト曲線や Z 曲線など
がある．これを用いることで，一次元のキーを n 次元にマップできる．
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ERQ では，DK の上で PHT をエミュレートする．

テムの例としては，各々のノードによる評価を，その

ERQ はノード数 N と次数 d の下位 DHT において，

ノードの評判により重み付けし，再帰的に計算する，

logd N (2 logd logd N + 1) ホップ以内で検索を終了す

(Secure) EigenTrust [47] (2003 年) 等がある．

ることを保証する．ERQ でも空間充てん曲線 (Z 曲

2006 年に発表された論文 [48] では，P2P システム

線) を利用し，多次元に分布するキーを一次元に配置

における評判システムを分類し，詳細な要求分析を

する．

ERQ は，次数が 4 のとき，Armada より高性能で
あり，処理コストも低いことが示されている．

行っている．この論文では，評判システムの機能を表 2
に示すように三つに分割する．論文では，関連用語を
定義した上で，これらの機能を実現する際に考慮が必

5. 実ネットワークへの順応化

要な概念を整理し，要求を明らかにしている．

2009 年に提案された局所的平衡モデル [49] は，ノー

P2P はそもそも，ネットワークに接続されたコン

ドのもつ資源のランク付けの計算のための数学的モ

ピュータの余剰資源を効率的に利用する目的で発想さ

デルである．ノードが自分でもつべき資源は何か，他

れたものであり，下位層のトポロジーを考慮した上で，

ノードに求めるべき資源は何で，どのノードを経由し

CPU，ストレージ，ネットワーク帯域幅といった資源

て取得すべきか，自ノードが他ノードに提供すべき資

を効率的に利用できるように設計されることが望ま

源や，自ノードを経由して他ノードに転送すべき資源・

しい．

サービスの品質はどの程度であるべきか，といった判

また，DHT を実用的に応用していく上では，リン

断が自動的に行えることを目的としている．

ク障害や，NAT やファイアウォール等の存在を前提

この計算は，反復的にノード間の資源共有に用いら

とすると，到達性に推移性（注 9）がなかったり，IP での

れる．このモデルでは，各ノードが融通する資源の価

外部からの到達性がない環境を想定する必要がある．

値のバランスがとれるような調整が行われる．

また，悪意のあるノードや，過負荷により事実上停止

5. 2 近傍性の考慮

しているノード等も考慮する必要もあり，様々な要因

ネットワーク全体の負荷を考えると，オーバレイ

により接続性に制限がある状況を想定しなければなら

ネットワークで近接するノードが下位のネットワーク

ない．

では離れていることにより，オーバレイのホップのた

この章では，資源の評価や近傍性の考慮の手法につ
いて解説する．また，非推移的な接続性の問題，DHT
において NAT 越えを行う手法や，オーバレイネット

びに下位層で大きなオーバヘッドがかかるような事態
は避けたい．
下位ネットワークにおけるノードの近傍性の考慮は，

ワークの分断が起こり得る状況下で，先読みを用いて

DHT のみならず，分散システム全体における大きな

DHT を安定運用する手法を解説する．

課題である．

5. 1 順位付けと評判
3. 2 で示したようなグループ化/階層化 DHT を利

2003 年に発表された論文 [50] では，下位ネットワー
クの近傍性を考慮する手法を次のように分類している．

用して，実際にサービスの質を安定させるためには，
参加ノードやそれらが提供する資源を各自が評価で
き，不適切なノードへの転送を避けたり，必要なレベ
ルの資源をもつノードを要求先として採用できる必要

Table 2

表 2 評判システムの機能
Functionality of a reputation system.

情報収集

がある．
このような評価は，DHT の分散性を考えると，あ
らかじめ信用が付与されている第三者によるのではな

採点と順序づけ

く，それ自体が分散化されたアルゴリズムで行えるこ
とが望ましい．
そのような分散化した評価システムを，特に評判シ
ステムと呼ぶ．評判システムでは，あらかじめ信用
が付与されていない第三者が資源やノードを評価し
た値，すなわち評判を利用して評価を行う．評判シス
1442

応答

自己同一性の識別
情報源
情報の集約
新規参入者に対するポリシー
善い vs. 悪い振舞い
量 vs. 質
時間に対する依存
選択のしきい値
ピアの選択
インセンティヴ
罰

（注 9）
：ノード A–B 間と B–C 間の通信が可能である場合に，A–C 間
の通信も可能である性質．
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•

近接ノード選択 (PNS: Proximity Neighbor Se-

lection)：経路表に置くノードを近傍性に基づいて選択．

•

近接経路選択 (PRS: Proximity Route Selec-

tion)：経路の次のホップを近傍性に基づいて選択．

•

近接識別子選択 (PIS: Proximity Identifier Se-

lection)：近傍性に基づいた識別子空間の構成．

2008 年に提案された近接クラスタリング [36] は，近
隣のノードからなるクラスタを形成するものである．

[51] の著者らは，それらの対処方法は短期的なもの
であり，今後の DHT 設計者は，当初から非推移的な
接続性の問題を考慮する必要があると述べている．

5. 4 循環経路制御
3. 1 にて解説した先読みは，ノード間の接続性に問
題があったり，一部のノードが悪意をもって運用され
ている場合等での安定運用に向けた応用も可能であ
り，[51] の著者らもその可能性を示唆している．

単にスーパノードをルータとするのではなく，物理的

循環経路制御 (CR: Cyclic Routing) [28] (2009 年)

に近傍なスーパノードとのオーバレイネットワークを

は，実環境において一般的に利用できる，先読みを用

形成する p クラスタ（物理クラスタ）と，論理的に

いた既存の DHT の拡張経路制御手法である．CR に

（ハッシュ値の近い）近傍なスーパノードとの接続を

より拡張された Chord では，拡張されないものと比

もつ v クラスタ（論理クラスタ）の両方を検討し，そ

較して，5∼10%のノードが悪意をもつ場合は， 12 の検

れぞれに適した応用を分析している．近接クラスタリ

索失敗率を，40∼50%のノードが悪意をもつ場合は，2

ングは，近接ノード選択の 1 手法と分類できる．

倍の検索成功率を観測できたとしている．

同 じ く 2008 年 に 提 案 さ れ た P3ON (Proximity

CR では，ノード s から d にメッセージを送り，ノー

Based Peer-to-Peer Overlay Networks) [37] は，AS

ド d から s に返信が返るまでの経路に含まれるノード

(Autonomous System) 番号とノードのハッシュ値を

のリストをサイクルと定義する．サイクルは，通常の

連結したものをノード ID とすることにより，AS ご

探索メッセージにノードの情報を載せていくことによ

とにノード ID が近接するようにした，近接識別子選

り取得できる．サイクルを知ることにより，s は経路

択の一手法である．トポロジーとしては，AS ごとの

表を先読みしてメッセージを送信できる．これにより，

リングをもつ 2 段階の階層構造をもつ．

メッセージングの性能が向上する他，不都合なノード

Kademlia の経路表である k-buckets の冗長性を利
用する G-Kad (3. 2) でのグループ化は，特に近傍性

を迂回することが可能となる．

5. 5 NAT 越え

を意識したものではないが，経路表に存在するノード

接続性を非対称的にする NAT もまた，DHT の実

のうち，同一グループに属するノードに対して優先的

運用上の問題となる．NAT を越える手法には様々な

にホップするため，近傍性に基づいてグループ化を行

ものがあるが，ここでは DHT を利用して NAT を越

うなら近接経路選択を行うことになる．

える手法を紹介する．

5. 3 非推移的な接続性の問題
2005 年に発表された論文 [51] では，DHT における
非推移的な接続性の問題が議論されている．
ノード A, B, C があるとして，A–B 間と B–C 間
の通信は可能であるが，A–C 間の通信ができない場

NAT には大きく分けて Cone NAT と Symmetric
NAT の 2 種類がある．前者では，送信元ソースアド
レスが同じであれば，宛先が異なる場合でも同じソー
スアドレスに変換される．一方，後者では，宛先が異
なる場合には異なるソースアドレスに変換される．

合，3 者間の接続性は非推移的といえる．非推移的な

Cone NAT を越えるための既存の手法の一つとし

接続性の問題は，リンクの障害や，経路表の更新，ISP

て，UDP Hole Punching がある．これは，NAT 下に

間の問題など，様々な要因により起こり得る．

あるノードから対向ノードに向けて先に通信を行い，

[51] の 著 者 ら は ，Chord, Kademlia 及 び Bam-

変換後のアドレスを対向ノードに通知するものであり，

boo [52] (Pastry をもとにして 2003 年に発表され

双方が NAT 下にある場合には，グローバルアドレス

た DHT 実装) のそれぞれの実装を PlanetLab [53] 上

をもつ第三者ノードを待合せに利用する．

で実際に 1 年以上運用した経験から，非推移的な接続

Symmetric NAT では，接続ごとに変換後のアド

性による動作不良として，経路表に載るノードが不可

レスが異なるため，NAT 越えのために UDP Hole

視であったり，経路制御においてループが発生したり，

Punching は適用できず，グローバルアドレスをもつ

値の取得や識別子空間の分割に失敗する例を挙げ，そ

中継サーバを用いる手法等が必要となる．

れぞれに対する対処方法を述べている．

2010 年に提案された DTUN (Distributed Traver1443

電子情報通信学会論文誌 2013/6 Vol. J96–D No. 6

向上)，(2) 高機能化 (範囲検索)，(3) 順応化 (ノード・
資源の非均質性，下位層の構成，接続の非推移性・非
対称性への対応) といった DHT の研究に着目して調
査・整理した．
第 1 世代の DHT の研究から約 10 年が経過するが，
この間，DHT は分散環境の現実にもまれる中で成長
し，現実的価値を増してきていると考えられる．
一方，現実の世界に目を移すと，2011 年 3 月 11 日
に発生した東日本大震災により，通信回線や，通信機
能をもつ計算機を動かすための電力そのものといった
基盤が，多くの箇所で故障したり喪失したりするとい
う状況が発生した．地震のみならず，気候変動の影響
などによる災害での被害の甚大化も想定される現在，
図 10 本論文で解説した課題，技術，手法の関連
Fig. 10 Relations among problems, technology and
approaches described in this article.

そうした状況下においても人々の生活を支え得る分散
システムを設計することは，我々にとっての現実的な
課題となっている．
例えば，電力の不足による輪番停電が実施されたり，

sal of UDP through NATs) [38] という手法では，グ

あるいは突発的に停電が起きるといった場合に，DHT

ローバルアドレスをもつノードのみからなる DTUN

を構成する，まとまった単位のノードが一気にシステ

ネットワークを DHT として構築し，NAT 下のノー

ムから離脱するということが起き得る．そうした場合

ドは DTUN に参加するノードを通して NAT 越えを

にも耐え得るレベルの可塑性を実現し，検証していく

実現する．DTUN に参加するノードは，Cone NAT

ことは，直近の課題の一つといえるだろう．

下にあるノードが UDP Hole Punching を行うための
待合せノードと，Symmetric NAT 下にあるノードの
ための中継ノードとしての役割を兼ねる．

本論文が，そうした課題に取り組むための一助にな
れば幸いである．
謝辞 本サーベイは，文部科学省の科学技術戦略推
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