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分散型 SNS のための
共通ランデブ・ポイント・インターフェースの実装
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概要：分散型 SNS において、ユーザ同士の通信のために、IP アドレスなどの接続情報を交換する仕組み
をランデブ・ポイントと呼ぶ。従来のランデブ・ポイントの実装は再利用性が低く、利用するサービスの
仕様変更などにより利用できなくなる。本論文では、共通ランデブ・ポイント・インターフェースについ
て述べる。分散型 SNS は本インターフェースの Web API を通じて、様々なランデブ・ポイントを統一的
に利用可能となる。これにより、ランデブ・ポイントの実装の再利用性と耐故障性を向上させる。これま
でに、Twitter、Facebook、Dropbox、Resilio Sync、およびスマートフォンのプッシュ通知を用いたラン
デブ・ポイントを実装した。分散型 SNS ソフトウェアとして、Tinc VPN、Web 遠隔会議システム、およ
びインスタントメッセンジャの Pidgin を本インターフェースを利用可能に変更した。

1. はじめに

ンを張る必要がある。このとき、接続情報の交換に利用す
るシステムを、本研究ではランデブ・ポイントと呼ぶ。

現在、インターネットを通じたコミュニケーションツー

集中型 SNS を利用してランデブ・ポイントを実装した分

ルとして、Social Networking Service (SNS) が広く普及し

散型 SNS の通信基盤の研究に Social VPN[4] がある。本研

ている。その多くは、特定の企業や組織がサーバを管理し

究室でもこれまで、Social SoftEther VPN[5] やソーシャル

ている。すなわち、中央サーバを用いて構築された集中型

ルータ [6]、Social Socket[7] といった、分散型 SNS 基盤を

SNS である。それらを利用するには、個人情報や友人間

開発してきた。これらのソフトウェアでは、ランデブ・ポ

のメッセージなどを中央サーバに預けなければならないた

イントの実装をそれぞれ独自に行っていたため、他のソフ

め、すべてのユーザのプライバシに関わる情報が中央サー

トウェアへの移植が難しく、再利用性が低いという問題が

バに集約される。2013 年に Edward Snowden 氏によって、

あった。また、ランデブ・ポイントに利用しているサービ

アメリカ国家安全保障局 (NSA) が Google や Facebook な

スが終了した場合に、ソフトウェアも利用不可能となる問

どのサーバから、個人情報を収集していることが告発さ

題がある。

れ [1]、問題となっている。また、集中型 SNS の管理者の

これらの問題に対し、本研究では分散型 SNS からラン

一存によってその運営が終了し、情報が失われることがあ

デブ・ポイントの実装を分離し、共通化する仕組みとして、

る。そのため、集中型 SNS を利用するには中央サーバお

共通ランデブ・ポイント・インターフェースを実装する。

よびその管理者に、プライバシに関わる情報の管理を委任

システムの実装の分離と利用方法の共通化は、ファイル

する必要がある。

システム技術における Virtual File System (VFS) からア

中央サーバの問題に対して、分散型 SNS が提案されて

イデアを得ている [8]。VFS は Unix File System (UFS) や

いる [2][3]。分散型 SNS では中央サーバを利用せず、ユー

Network File System (NFS) などの個々のファイルシステ

ザのコンピュータ同士が直接、もしくは他のユーザのコン

ムを、共通の方法でアクセスするためのインターフェース

ピュータを通じて通信する。集中型 SNS では、ユーザの情

を提供する。この方法を実装に用いることで、実装の再利

報が集約されているため、他のユーザとコミュニケーショ

用性を向上させるとともに、様々な種類のランデブ・ポイ

ンをとることは容易である。しかし、分散型 SNS では相

ントを統一された方法で使用可能となる。さらに、複数の

手のコンピュータの IP アドレスや公開鍵といった接続情

ランデブ・ポイントを同時に利用することも容易になり、

報 を何らかの方法で取得し、コンピュータ間でコネクショ

耐故障性も向上できる。
本インターフェースは、通信相手ごとに利用可能なラン
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図 1 従来の分散型 SNS における方法

た、各ランデブ・ポイントから取得した接続情報をキャッ
シュする。分散型 SNS アプリケーションとその基盤とな
るソフトウェアをまとめて、分散型 SNS ソフトウェアと
呼ぶ。分散型 SNS ソフトウェアは、本インターフェース

図 2

提案手法の全体図

の Web Application Programming Interface (API) を通じ
て、様々な種類のランデブ・ポイントを利用できる。これ

図 1 に従来の分散型 SNS におけるランデブ・ポイント

までに、Twitter、Facebook、Dropbox、Resilio Sync、お

の実装を示す。いずれの分散型 SNS においても、独自の

よびスマートフォンのプッシュ通知を用いてランデブ・ポ

ランデブ・ポイントをソフトウェアに埋め込む手法で実装

イントを実装した。分散型 SNS ソフトウェアとして Tinc

している。そのため、異なるソフトウェアに実装されたラ

VPN[9]、Web 遠隔会議システム [10]、およびインスタント

ンデブ・ポイントを利用することができない。また、ラン

メッセンジャの Pidgin[11] に対して、本インターフェース

デブ・ポイントに利用しているサービスが終了すると、分

を利用するように変更を行った。

散型 SNS 基盤自体が機能しなくなるという問題がある。

2. 従来のランデブ・ポイント技術
2.1 SIP
Session Initiation Protocol (SIP) は、Voice over Internet

実際に、インスタントメッセンジャの Skype を利用して
ランデブ・ポイントを実装した Skype RPC[13] は、Skype

Desktop API が 2013 年 12 月に提供終了したために、利用
不可能となった。

Protocol (VoIP) やビデオ会議のようなマルチメディアの

本研究では、それぞれの分散型 SNS における個々のラン

通信において、端末間の接続確立に利用されている技術で

デブ・ポイントに対応した通信機能の実装を不要にする。

ある [12]。SIP では、通信したい端末同士があらかじめ SIP

本インターフェースにだけ対応すればすべてのランデブ・

サーバにアカウントを作成する。そして、通信開始時に SIP

ポイントが利用できる。そのため、個々のランデブ・ポイ

サーバを通じて相手の端末と接続情報を交換する。VoIP

ントに用いている情報交換システムの仕様変更やサービス

の場合、接続情報は Session Description Protocol (SDP)

終了に簡単に対応できるようになる。

によって表されるが、それ以外の情報を交換することもで
きる。
本研究では、様々な集中型 SNS やクラウドストレージ

3. 提案手法
本研究の提案手法の全体図を図 2 に示す。分散型 SNS

サービスなどを利用してランデブ・ポイントを実装する。

からランデブ・ポイントの実装を分離し、共通ランデブ・

したがって、ユーザは既に所有しているアカウントによっ

ポイント・インターフェースを通して間接的に扱えるよう

て、接続情報を交換できる。SIP サービスを利用して本研

にする。各ランデブ・ポイントごとに個別の処理は、本イ

究のランデブ・ポイントを実装することも可能である。

ンターフェースにランデブ・ポイント・ドライバとして実
装する。これにより、ランデブ・ポイントの実装の再利用

2.2 従来の分散型 SNS におけるランデブ・ポイント
従来の分散型 SNS の実装方法として、連邦化されたサー
バや Distributed Hash Table (DHT)[3]、Social VPN[4] の
ように集中型 SNS をランデブ・ポイントとする方法がある。

が可能となる。また、ランデブ・ポイントを冗長化し、あ
るサービスが利用できない場合でも、他のランデブ・ポイ
ントに簡単に切り替えられるようにする。
インターネット上の既存のサービスを利用して、検閲な

また、本研究室で開発された分散型 SNS 基盤では、インス

どを回避するための通信路を提供することも提案されてい

タントメッセンジャの Skype、eXtensible Messaging and

る [14]。しかし、この方法はオーバーヘッドが大きく、利

Presence Protocol (XMPP) サーバ、および集中型 SNS を

用制限などによる問題が発生しやすい。本研究では、通信

ランデブ・ポイントに用いた。

路ではなくランデブ・ポイントを提供し、通信路は別に提
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3.1 コンタクトリスト
本インターフェースにおいて、コンタクトリストは

JavaScript Object Notation (JSON) 形式で、通信相手で
あるメンバとそのランデブ・ポイントの設定を保持する。
コンタクトリストはユーザごとにファイルとして作成する。
図 3 に Alice のコンタクトリストの例を示す。図 3
で”Me”には接続情報を復号化するための秘密鍵など、各
ランデブ・ポイントにおけるメンバに共通の設定を保存す
る。”Bob”と”Carol”は、Alice が分散型 SNS ソフトウェア
で交流するメンバである。各メンバに複数のランデブ・ポ
イントを設定可能であり、ランデブ・ポイント名をキー、
そのランデブ・ポイント上での相手の識別情報などをバ
リューとして記述する。図 3 で”Bob”は、”Twitter DM”
と”Facebook Album QR”の 2 つのランデブ・ポイントを
設定されている。メンバに設定されたランデブ・ポイント
のうち、いずれか 1 つに最新の接続情報が設置されていれ
ば、分散型 SNS ソフトウェアはそれを取得できる。各ラン
デブ・ポイントの設定に含まれる情報は、ランデブ・ポイン
トの種類により異なる。図 3 で Twitter の Direct Message

(DM) を利用したランデブ・ポイントである”Twitter DM”
には、DM の送信先を指定するために、メンバの Twitter
上のユーザ固有 ID を設定する。さらに、DM で送信する
図 3

コンタクトリストの例

接続情報を暗号化するためのオプションとして、公開鍵が
設定できる。

供する。通信路としては、VPN や Web RTC、TLS など

3.2 Web API

が考えられる。その通信路によってブログやゲームなどの

分散型 SNS ソフトウェアは接続情報の設置と取得に本イ

データをやり取りすることで、ランデブ・ポイントの利便

ンターフェースの Web API を利用する。リクエストメッ

性とオーバーヘッドの小さい通信が両立できる。

セージとレスポンスメッセージに JSON 形式のテキストを

本インターフェースはコンタクトリスト、Web API、接
続情報キャッシュ、および Web User Interface (UI) から

用いる。

3.2.1 接続情報の設置

構成される。ユーザはコンタクトリストを用いて、分散型

分散型 SNS ソフトウェアがランデブ・ポイントへ接続情

SNS ソフトウェアの通信対象 (メンバ) ごとにランデブ・

報を設置する場合、本インターフェースに対して、次の項

ポイントを管理する。分散型 SNS ソフトウェアは、Web

目をキーとバリューを持つ設置リクエストを Web API へ

API を通して本インターフェースにアクセスする。集中型

送信する。

SNS をランデブ・ポイントに利用するためには、アクセ

request

ストークンが必要となることが多い。本インターフェース

リクエストの種類を指定する。設置リクエストの場合

は、そのようなアクセストークンを得るための Web アプ

は”put”とする。

リケーションのホストとしての役割も持つ。

members
通信相手のメンバ名の配列を記述する。

本インターフェースのサーバは主に分散型 SNS ソフト
ウェアと同一のコンピュータで実行することを想定してい

rp

る。それに加えて複数のユーザでサーバを共用することも

接続情報の設置に利用するランデブ・ポイントの配列

可能である。ただし、コンタクトリストや接続情報キャッ

を記述する。”members”で指定したメンバのすべての

シュにはプライバシーに関わる情報を保持するため、家庭

ランデブ・ポイントに設置する場合には、本項目は記

内 LAN などの信頼できるグループ内でのみ共用すべきで

述しない。

ある。その場合、HTTP によるリクエスト送付時に認証を

app

行うことで、ユーザを識別する。現在は Basic 認証を用い

分散型 SNS ソフトウェアの識別名を記述する。接続

ているが、他の方式に切り替えることもできる。

相手の端末に複数の分散型 SNS ソフトウェアがあり、
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3.2.2 取得リクエスト
分散型 SNS ソフトウェアがランデブ・ポイントから通信
相手の接続情報を取得する場合、次の項目を持つ取得リク

info
設置したい接続情報の連想配列を記述する。
本インターフェースはリクエストを受け付けると、次の

エストを Web API へ送信する。

request

情報を持つ JSON を各ランデブ・ポイントに設置する。

リクエストの種類を指定する。取得リクエストの場合

app

は”get”とする。
分散型 SNS ソフトウェアの識別名を表す。

members
通信相手のメンバ名の配列を記述する。

info
設置する接続情報の連想配列を表す。

rp
接続情報の取得に利用するランデブ・ポイントの配列

timestamp
情報を設置した日時を表す。本インターフェースが付

を記述する。”members”で指定したメンバのすべての

与し、同一種類の接続情報を繰り返し設置する場合に、

ランデブ・ポイントから取得する場合には、本項目は

最新の接続情報を伝えるために利用される。

記述しない。

この情報はランデブ・ポイントそれぞれに合わせた形で

app

設置される。例えば、写真共有サービスを利用する場合に

分散型 SNS ソフトウェアの識別名を記述する。接続

は、写真に埋め込んでから設置する。

相手の端末に複数の分散型 SNS ソフトウェアがあり、

例えば、Alice が図 3 のコンタクトリストを持ってお
り、”Bob”と”Carol”へランデブ・ポイントに”Twitter DM”
を利用し、Tinc VPN で用いる IP アドレス、ポート番号、
および公開鍵を通知する時、分散型 SNS ソフトウェアは
次のような設置リクエストを Web API へ送信する。

ポート番号など同一種類の接続情報を交換する場合
に、それらの識別に使用する。

info types
取得したい接続情報の種類の配列を記述する。
本インターフェースは取得リクエストを受け付ける
と、”app”や”info types”に関わらず、指定されたメンバお

{

よびランデブ・ポイントから取得可能な接続情報をすべて
" request ":" put " ,
" members ":[" Bob " ," Carol "] ,

取り出す。取得した接続情報は接続情報キャッシュへ保存

" rp ":[" Twitter_DM "] ,

する。最後に、本インターフェースは”info types”で指定

" app ":" tinc " ,

された種類の接続情報をキャッシュから取り出して返す。

" info ":{
" ipv4_addr ":"10.0.0.2" ,
" port ":"655" ,
" pub_key ":"..."
}

3.3 接続情報キャッシュ
本インターフェースは、各ランデブ・ポイントから取得
した接続情報をキャッシュする。これにより、ランデブ・
ポイントへのアクセス頻度を削減し、分散型 SNS ソフト

}

ウェアへのレスポンスを高速化する。ランデブ・ポイン
本インターフェースはリクエストを受け取ると、指定さ

トの中には、情報取得の動作が遅い場合や利用している

れたランデブ・ポイント上の”Bob”と”Carol”宛てに次の情

Web サービスの API の利用回数に制限がある場合がある。

報を設置する。

キャッシュを利用することによって、過度のアクセスを回
避する。各接続情報はタイムスタンプとともに格納されて

{
" app ": " tinc " ,
" info ": {
" ipv4_addr ": "10.0.0.2" ,

いる。これにより、複数のランデブ・ポイントから取得し
た接続情報を比較して最新の情報を取得できる。
それぞれの接続情報は次のような形式で保存されている。

" port ":"655" ,

owner 接続情報を取得したユーザ

" pub_key ":"..."

member 接続情報を設置したメンバ

},
" timestamp ": "2016 -08 -05 05:48:55"
}

app 分散型 SNS ソフトウェアの識別名
rp 接続情報交換に利用されたランデブ・ポイント
info type 接続情報の種別

この情報は、ランデブ・ポイントの種類によって、暗号
化された文字列や写真を用いたステガノグラフィなどの形

info value 接続情報の値
timestamp 情報が設置された日時

で設置される。
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4. ランデブ・ポイント・ドライバの実装
本研究では、様々なタイプの既存の情報交換システムを
ランデブ・ポイントに利用するためのドライバを実装する。
共通ランデブ・ポイント・インターフェースは Ruby で実
装されており、ドライバも Ruby で実装する。分散型 SNS
ソフトウェアから共通の方法で受け取ったリクエストを、
各ランデブ・ポイントに合わせた方法で処理するため、各
ドライバでは、次の手続きを実装する。

initialize(config, rp contacts)
ランデブ・ポイントの初期化のためのデータとして、
図 4

ユーザによるランデブ・ポイントの個別設定 (con-

fig) とコンタクトリストから各ランデブ・ポイント
に関連する項目を抽出した情報 (rp contacts) を引数
に取る。例えば、ランデブ・ポイントに Twitter を利
用する場合には、config は Twitter の API を利用す
るためのアプリケーションキーやシークレットを含
む。rp contacts は図 3 における”Me”、”Bob”、およ
び”Carol”の”Twitter DM”項目を含む。

put info(user, members, upload info)
本インターフェースのユーザ (user)、メンバの配列

(members)、および設置する接続情報 (upload info) を
引数に取り、それぞれのメンバに向けて接続情報をラ
ンデブ・ポイントに設置する。

get info(user, members)
本インターフェースのユーザと接続情報を交換した
いメンバの配列を引数に取る。ランデブ・ポイントか
らそれぞれのメンバの接続情報を取得し、その結果を
返す。
ランデブ・ポイントとして、集中型 SNS など外部の Web
サーバによる認証が必要なサービスを利用する場合には、
これらの手続きに加えて、アクセストークンを取得するた
めの Web アプリケーションも実装する必要がある。その
ために、Web UI にログインやコールバックのためのペー
ジを追加し、ドライバにはアクセス時の処理を実装する。

4.1 集中型 SNS
集中型 SNS を利用してランデブ・ポイントを実装するこ
ともできる。集中型 SNS のユーザ間メッセージや投稿機能
などを利用するための API が提供されている場合、それら
を利用して本研究のランデブ・ポイントを実装できる。こ
の条件を満たす集中型 SNS に、Twitter がある。Twitter
は、接続情報の特定の相手との交換に利用できる DM 機能
と、接続情報の全体公開に利用できる Timeline 機能を持っ
ている。本研究では、Twitter の DM 機能を利用してラン
デブ・ポイントを実装する。
ユーザは事前に、他のメンバと Twitter における固有 ID

を交換してコンタクトリストに保存する。Twitter の API
を利用するため、OAuth のプロトコルに従い、アクセス
トークンを取得する。ユーザは共通ランデブ・ポイント・
インターフェースの Web UI から、Twitter の Web アプリ
ケーションの OAuth 開始用ページへアクセスする。Web
アプリケーションは、Twitter からリクエストトークンを
取得し、Twitter の認証ページへユーザをリダイレクトさ
せる。ユーザは Twitter で OAuth の認可を行い、Web ア
プリケーションへコールバックする。そして、Web アプ
リケーションは認可済みのリクエストトークンをもとに、

Twitter からアクセストークンを取得し、Twitter ドライ
バへ保存する。

DM による接続情報の交換の流れを図 4 に示す。本イ
ンターフェースが接続情報の設置リクエストを受け取る
と、Twitter ドライバの put info() 手続きを呼ぶ。そして、

Twitter ドライバは対象のメンバ宛てに接続情報を含む
DM を送信する。同様に取得リクエストを受け取ると本イ
ンターフェースは get info() 手続きを呼ぶ。すると Twitter
ドライバは Twitter サーバに接続して自分宛ての DM を
ダウンロードし、リクエストで指定されたメンバだけで
なく、それ以外の自分宛ての接続情報も抽出する。これは

Twitter の API が、自分宛ての DM を、送信元を問わず
一括でダウンロードする仕様となっているためである *1 。

get info() は抽出された接続情報をすべて結果として返し、
本インターフェースはそれをキャッシュする。本インター
フェースは取得リクエストへのレスポンスとして、接続情
報キャッシュから読み出された最新の接続情報を返す。

4.2 写真・ファイル共有サービス
本研究では、写真共有およびファイル共有サービスを利
用してランデブ・ポイントを実装する。ユーザはサービス
管理者に、このように接続情報の交換に利用されているこ
とを気付かれたくないこともある。本研究では、ステガノ
グラフィによって、カバーデータとする写真に秘匿したい
*1
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図 5

写真共有を用いたランデブ・ポイント

接続情報を埋め込む。その接続情報の存在を知る者のみが、
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図 6

プッシュ通知を用いたランデブ・ポイント

情報を抽出する。

写真から情報を抽出できる。また、接続情報を QR コード

Resilio Sync は P2P でファイルを共有するソフトウェ

化した写真を作成することもできる。これにより、写真共

アであり、中央サーバに対して接続情報の存在を隠蔽しな

有しか提供していないサービスで接続情報の交換を可能に

くても良い。そのため、テキストファイルで接続情報を交

する。

換する。ユーザは接続情報の交換に用いるディレクトリを

本研究では、次のサービスを用いて接続情報を含む写真

作成して、Resilio Sync でメンバと共有する。メンバも同

またはファイルを共有する。

様に接続情報交換用ディレクトリを作成し、ユーザと共有

Dropbox ステガノグラフィを用いた写真の共有

する。それら 2 つのパスをコンタクトリストに保存する。

Resilio Sync[15] ファイルの共有

pub info() 手続きでは、自分の接続情報交換用ディレクト

Facebook アルバムによる QR コードの共有
Dropbox および Facebook によるランデブ・ポイントで
は、それぞれが提供する API を利用する。そのため、ユー

リへ接続情報を含むファイルを出力する。get info() 手続
きでは、相手の接続情報交換用ディレクトリからファイル
を読み出す。

ザは Twitter と同様に Web UI に追加された Web アプリ

Facebook によるランデブ・ポイントでは、アルバム機

ケーションによって、OAuth のプロトコルを実行し、アク

能を利用する。共通ランデブ・ポイント・インターフェー

セストークンを取得する。ただし、本研究は Twitter およ

スのユーザは、それぞれ Facebook のアカウントに、QR

び Dropbox の Web アプリケーションでは OAuth 1.0 を使

コード化した接続情報を含む写真をアップロードするため

用しているのに対し、Facebook では OAuth 2.0 を使用し

のアルバムを作成し、そのアルバム名を互いに通知する。

ている。そのため、Facebook の OAuth では、OAuth 開

ユーザは自分のアルバム名とメンバから通知されたアル

始時のリクエストトークンの取得が不要であり、代わり

バム名をコンタクトリストに保存する。Facebook ドライ

にユーザが Facebook で認証を行った後に発行される認可

バは put info() 手続きが呼ばれると、まず接続情報を QR

コードをコールバックで受け取る。Web アプリケーション

コードに変換した写真を作成する。次に、Facebook Graph

はそれをもとに、Facebook からアクセストークンを取得

API を通して、コンタクトリストで指定したアルバムに対

する。

し、アルバム内から古い接続情報を含む写真を消去した後、

図 5 に接続情報を埋め込んだ写真を Dropbox によって

作成した写真をアップロードする。get info() 手続きが呼

交換する流れを示す。Dropbox ではディレクトリやファイ

ばれると、メンバのアルバムから写真を取得し、QR コー

ルに対して、共有リンクを作成する機能がある。本研究で

ドから接続情報を取り出す。

は、この機能を利用する。
まず、共通ランデブ・ポイント・インターフェースの

4.3 プッシュ通知

ユーザとメンバはそれぞれ接続情報の交換用ディレクト

本研究では、スマートフォンのプッシュ通知を利用して

リを Dropbox で作成し、互いにその共有リンクを通知す

ランデブ・ポイントを実装する。Android で動作する、ラ

る。put info() 手続きでは、ユーザが事前に用意した写真

ンデブ・ポイントのためのアプリケーションを実装した。

にステガノグラフィによって接続情報を埋め込んだあと、

プッシュ通知サービスとして、Google が提供する Firebase

Dropbox API で情報交換用のディレクトリにアップロー

Cloud Messaging (FCM) を利用した。

ドする。get info() 手続きでは Dropbox API を使用せず、
共有リンクの URL によって写真をダウンロードし、接続
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フォンが同一の LAN に接続している必要がある。スマー
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250 行である。

トフォンでは、ランデブ・ポイントのためのアプリケーショ

ユーザは Tinc VPN の設定ファイルとして、本インター

ンが動作しており、サーバが含まれている。ユーザは、本

フェースの Web API のアドレス、コンタクトリストにおけ

インターフェースの設定ファイルに、スマートフォンの IP

るメンバ名、および自分の Tinc VPN の接続情報を記述し

アドレスとサーバのポート番号を設定する。Android のア

たものを用意する。それをもとに、put info to member()

プリケーションには Registration ID と呼ばれる、一意の

手続きは本インターフェースを通して接続情報を設置す

ID が割り当てられており、プッシュ通知の送信先の指定な

る。Tinc VPN が起動すると、get info from member() 手

どに利用される。ユーザは事前に、メンバと Registration

続きが呼ばれる。この手続は接続情報の取得を行い、Tinc

ID を交換し、コンタクトリストに保存する。

VPN の通信対象ホストの設定ファイルに出力する。以降

図 6 にこのランデブ・ポイントにおける、接続情報の流

は Tinc VPN 本来の動作を行う。ホストに接続できない

れを示す。この図で Alice の共通ランデブ・ポイント・イ

場合には、Tinc VPN は定期的に read connection config()

ンターフェースが設置リクエストを受け取ると本ドライバ

および get info from member() を実行し、最新の接続情報

の put info() 手続きが呼ばれる。本ドライバは、スマート

の取得を試みる。そのため、Tinc VPN の起動時に通信相

フォンで動作するアプリケーション上のサーバに接続し、

手に接続できない場合でも、途中で相手が Tinc VPN を起

接続情報とメンバの Registration ID を送信する。スマー

動して接続情報が交換できれば、自動的に接続される。

トフォンで動作しているアプリケーションは、FCM に接
続情報を含むプッシュ通知の送信リクエストを送る。する

5.2 Web 遠隔会議システム

と Bob のスマートフォン上のアプリケーションが接続情報

本研究室では、分散型 Web ブラウザで実行可能な遠

を含むプッシュ通知を受信する。そして、そのアプリケー

隔会議システムを開発している [10]。このシステムは、

ションが、Bob の共通ランデブ・ポイント・インターフェー

Web RTC によって通信するため、接続情報として Session

スに Web API を通して Alice の接続情報を送る。本イン

Discription Protocol (SDP) および Interactive Connection

ターフェースでは、受け取った情報を接続情報キャッシュ

Establishment (ICE) を使用する。ただし、ICE candidate

に保存する。

と呼ばれる ICE の候補となる情報を SDP に含めることで、

5. 分散型 SNS ソフトウェア

SDP だけを通信相手と交換して接続できる。Web RTC で
は、通信を要求する側の SDP と応答する側の SDP が必要

本研究では、既存の分散型 SNS ソフトウェアを共通ラン

となる。従来の Web 遠隔会議システムでは、XMPP サー

デブ・ポイント・インターフェースを使用するよう変更す

バを用いて SDP の交換を行う。本研究では、これを共通

る。現在、Virtual Private Network (VPN) ソフトウェア

ランデブ・ポイント・インターフェースを通して SDP を

と Web 遠隔会議システム、およびインスタント・メッセン

交換するように置き換えた。

ジャを変更して、本インターフェースを利用可能にした。

JavaScript で記述された Web 遠隔会議システムのソー
スコードに、本インターフェースと通信を行うためのコー

5.1 Tinc VPN

ドを約 60 行追加した。ユーザが Web 遠隔会議システムを

本研究では、P2P 型の VPN ソフトウェアである Tinc

起動して SDP を生成し、通信相手とするメンバを指定す

VPN[9] を本インターフェースを利用するように変更し、分

ると、追加したコードが本インターフェースに、SDP を

散型 SNS 基盤として利用可能にする。通常の Tinc VPN

設置するリクエストを送る。すると本インターフェース

では、通信対象の IP アドレス、ポート番号、および公開鍵

が、SDP をメンバのランデブ・ポイントに設置する。そ

を設定ファイルに手動する。これらの接続情報を共通ラン

れを取得するため、通信相手側では、Web 遠隔会議シス

デブ・ポイント・インターフェースから取得するように変

テムが取得リクエストを本インターフェースに送り、本イ

更した。

ンターフェースその SDP を取得して返す。それをもとに

C 言語で記述された Tinc VPN のソースコードに対

通信相手の Web 遠隔会議システムが SDP を生成し、本イ

し、本インターフェースで自身の接続情報である、IP

ンターフェースに SDP の設置リクエストを送る。本イン

アドレス、ポート番号、および公開鍵を設置する手続き

ターフェースはリクエストを受信すると、SDP をランデ

put info to member() を追加し、起動直後に main() から

ブ・ポイントへ設置する。最後に、通信を開始したユーザ

呼び出すようにした。また、本インターフェースでメン

の Web 遠隔会議システムが、取得リクエストを本インター

バの接続情報を取得する手続き get info from member()

フェースに送り、その SDP を取得すると Web RTC の通

を追加し、通信対象ホストの設定ファイルを読み出す

信が開始される。

read connection config() 内で、設定ファイルの読み込みを
行う前に呼び出すようにした。追加した関数は合計で約
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接続情報の設置に要する時間

5.3 インスタント・メッセンジャ

図 8

接続情報の取得に要する時間

て異なる。測定の開始は、いずれも共通ランデブ・ポイン

Pidgin[11] は、AOL Instant Messenger (AIM) や Yahoo!

ト・インターフェースが分散型 SNS ソフトウェアから Web

Messenger など、様々なチャットプロトコルに対応したイ

API に設置または取得リクエストを受信したタイミングと

ンスタント・メッセンジャである。サードパーティが新た

する。設置の動作と終了の判定方法を次に示す。

なプロトコルや機能を追加するためのプラグインを開発す

Twitter・Dropbox・Facebook

ることも可能である。本研究では、Pidgin に同梱されてい

ランデブ・ポイントに利用している Web サービスに

る Bonjour プラグインを変更する方法で、共通ランデブ・

対して接続情報の設置を行い、設置リクエストの処理

ポイント・インターフェースを利用するプラグインを実装

結果を返すまで

した。Bonjour プラグインでは、チャットプロトコルとし

Resilio Sync

てサーバレスの XMPP*2 を用いており、接続情報として

Resilio Sync でメンバと共有しているファイルに接続

IP アドレスとポート番号を利用する。本インターフェー

情報を書き込み、相手側の Resilio Sync がそのファイ

スでも同じ接続情報を交換する。

ルを受信するまで

Pidgin の Bonjour プラグインは C 言語で記述されてい

プッシュ通知

る。本インターフェースで接続情報を交換するため、もと

メンバ宛てにプッシュ通知を送信し、メンバの接続情

の Bonjour 用のソースコード約 6800 行に約 320 行の変更

報キャッシュに情報が格納されるまで

を行った。本プラグインを利用するユーザは Pidgin で、利

取得については、キャッシュが有効または無効の場合を

用する共通ランデブ・ポイント・インターフェースの Web

それぞれ測定した。キャッシュが有効な場合は、いずれの

API のアドレスと本インターフェースにおける自身のユー

ランデブ・ポイントにおいても、キャッシュから接続情報

ザ名を設定したチャットアカウントを作成する。チャット

を読み出して返すまでの時間を測定する。キャッシュが無

するフレンドを追加する場合は、コンタクトリストにおけ

効の時の、取得の動作と終了の判定方法を次に示す。

るメンバ名を指定する。接続情報の設置は、Pidgin 起動時

Twitter・Dropbox・Facebook

にアカウントに存在する各フレンドに対して行う。また、

ランデブ・ポイントに利用している Web サービスに

新たにフレンドを追加した時にも設置する。接続情報の取

対して接続情報の取得を行い、取得リクエストの処理

得は、各フレンドに対するチャットメッセージの初回送信
時にそれぞれ行われる。

6. 実験
6.1 性能

結果を返すまで

Resilio Sync
Resilio Sync でメンバと共有しているファイルから接
続情報を読みだして、取得リクエストの処理結果を返
すまで

本研究で実装したランデブ・ポイントを通した接続情報

プッシュ通知

の交換にかかる時間を測定した。測定対象は、Twitter の

機能なし

DM、Dropbox と Facebook による写真共有、Resilio Sync

ただし、Twitter の取得リクエストについて、本インター

によるファイル共有、および Android のプッシュ通知を用

フェースは一括でダウンロードした DM のうち、過去に接

いたランデブ・ポイントである。

続情報を抽出した DM を除き、新しく受信した差分のみを

測定対象とする時間の条件はランデブ・ポイントによっ
*2

http://xmpp.org/extensions/xep-0174.html
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した場合について測定した。
プッシュ通知に対する取得リクエストにおいて、キャッ
シュに接続情報が無い場合は取得不可能なため、キャッ
シュ無効の測定はできない。
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性が向上したといえる。

7. 評価
本研究では、共通ランデブ・ポイント・インターフェース

本インターフェースのユーザがメンバと 1 対 1 で接続

に複数のランデブ・ポイントを実装することにより、ラン

情報を交換する状況を想定し、各ランデブ・ポイントつい

デブ・ポイントの実装の再利用性を向上させる。5 章で述

て設置および取得ともに 10 回ずつ測定した。図 7 に設置

べたように、様々な分散型 SNS ソフトウェアに本インター

リクエストにかかる時間の中央値を示す。Twitter では約

フェースによって接続情報を交換する機能を実装した。ま

0.6 秒、Dropbox では約 4.5 秒、Resilio Sync では約 10 秒、

た、本インターフェースを直接利用しないソフトウェアで

Facebook では約 3.7 秒、プッシュ通知では約 3 秒である。

あっても、本インターフェースと 5.1 節の VPN を組み合

図 8 にキャッシュが無効の時の、取得リクエストにかかる

わせることで、分散型 SNS 基盤として利用できる。例え

時間の中央値を示す。Twitter で 1 通のとき約 0.6 秒、20

ば、VPN で接続された友人だけにブログやゲームのサーバ

通のとき約 4 秒、Dropbox では約 2.4 秒、Resilio Sync では

を公開したり、マルチキャスト DNS を用いたチャットソ

約 30 ミリ秒、Facebook では約 2.5 秒である。キャッシュ

フトウェアを実行するといった、友人同士のコミュニケー

が有効な場合にはすべてのランデブ・ポイントで約 1ms で

ションに活用できる。また、6.2 節の実験結果から、複数

ある。

のランデブ・ポイントを組み合わせることによって耐故障

本インターフェースが利用されるのは VPN やチャット

性が向上した。ランデブ・ポイントに利用しているサービ

などの接続確立時であり、実験結果から、これらのランデ

スの仕様変更などで、いくつかのランデブ・ポイントが利

ブ・ポイントの実装は、有用性があると言える。

用不能であっても、接続情報を交換できる。
本インターフェースは、通信相手のオンラインやオフラ

6.2 耐故障性

インといった、プレゼンスを扱えない。例えば、Pidgin な

本研究では、コンタクトリスト上でメンバに割り当てら

どのインスタントメッセンジャには、チャット相手のプレ

れた複数のランデブ・ポイントのうち、いくつかが利用不

ゼンスである在席状況を表示する機能がある。しかし、本

能となった場合でも 1 つ以上利用可能であれば、接続情報

インターフェースはランデブ・ポイントから取得した最新

が交換可能であり、耐故障性が向上できる。ランデブ・ポ

の日時の接続情報を伝えるだけであり、相手がオンライン

イントが利用不能となる原因としては、集中型 SNS が提

でその情報が有効か、またはオフラインのために無効か表

供する API の仕様変更やサービスの終了、過度なアクセス

すことができない。そのため、分散型 SNS ソフトウェア

による利用制限などが考えられる。

はオフラインの相手に対して接続を試みることになる。

共通ランデブ・ポイント・インターフェースによって、
分散型 SNS ソフトウェアの接続確立に用いる接続情報の

8. 関連研究

交換の冗長化が有効に機能し、耐故障性が実現されている

Burnett ら [14] は Flickr と Twitter を下位のネットワー

ことを実験で確かめた。5.3 節で実装した Pidgin プラグイ

クとして、アプリケーションの通信に利用するオーバレイ

ンを利用して、メンバに割り当てられたランデブ・ポイン

ネットワークを実装した。このオーバーレイネットワーク

トのうち、いずれか 1 つでも利用できれば、Pidgin によ

は既存のマイクロブログや写真共有サービスを利用して

るチャットの接続が確立できることを確認した。実験に

メッセージの交換を行うため、ファイアウォールなどに

は Twitter の DM、Dropbox と Facebook による写真共有、

よって自由に通信が行えない場合でも、アプリケーション

Resilio Sync によるファイル共有、および Android のプッ

間の通信が可能である。しかし、そのようなサービスを本

シュ通知を利用したランデブ・ポイントを用いた。

来の用途以外で通信路として利用する場合、オーバーヘッ

まず、本インターフェースのユーザとチャットを行おう

ドが大きい。本研究でも、分散型 SNS ソフトウェアの接続

としているメンバが、すでにそれら 5 種類のランデブ・ポ

確立に必要な情報を集中型 SNS やファイル共有など、他の

イントに接続情報を設置した。そして、ランデブ・ポイン

サービスを利用して交換するが、アプリケーションの通信

トを 1 つだけ有効とするように本インターフェースに設定

には利用しない。交換した接続情報をもとに VPN や Web

し、5 種類のランデブ・ポイントそれぞれを個別に用いて

RTC などのアプリケーション間の通信路を確立する。こ

Pidgin の接続確立を実験した。その結果、いずれのランデ

れにより、他のサービスを利用したランデブ・ポイントの

ブ・ポイントが 1 つだけ有効な場合においても、チャット

利便性とオーバーヘッドの小さい通信が両立できる。

の開始に成功した。すなわち、メンバに割り当てられたラ

Social VPN[4] では VPN のユーザと SNS のアカウント

ンデブ・ポイントのうち、1 つ以上利用できれば接続情報

を結びつけ、SNS における友人関係によってネットワーク

の交換が可能であり、本インターフェースによって耐故障

を構築する VPN を実装した。古い実装では Facebook、新
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しい実装では XMPP サーバをランデブ・ポイントに用い

利用するサービスの管理者に、接続情報の交換を気づかせ

て接続情報を交換する。ランデブ・ポイントはソフトウェ

ないようにすることもできる。接続情報の交換に要する時

アに埋め込む形で実装されている。

間を実験し、有用性のある時間で交換可能であることがわ

これに対して Marques ら [16] は、複数のランデブ・ポ

かった。また、接続情報の交換の冗長化が有効に機能する

イントをまとめたレイヤ (その論文ではブートストラップ

ことを実験し、耐故障性が実現されていることを確かめた。

レイヤと呼んでいる) と Ad-hoc やオニオンルーティング

今後は、さらに異なるタイプのサービスを利用したラン

によるネットワークの構築を行うレイヤ (同様にコミュニ

デブ・ポイントを実装したいと考えている。また、より多

ケーションレイヤと呼んでいる) に分けて、ソフトウェア

くの分散型 SNS ソフトウェアを本インターフェースを利

を実装するアイデアを示したが、実装方法は不明である。

用するよう実装する。本インターフェースから分散型 SNS

本研究では、VPN などによるネットワークの構築だけでな

ソフトウェアに接続情報をプッシュ通知として送信する

く、チャットなどのアプリケーションも共通ランデブ・ポ

ための機能を実装することも考えている。メンバのグルー

イント・インターフェースを利用できるよう、本インター

プによる管理機能を追加するとともに、Attribute Based

フェースを設計し、実装方法を示した。

Encryption (ABE)[20] を利用した接続情報の交換によっ

複数のサービスやアプリケーションなどでランデブ・ポ

て、グループを指定した情報の配布を可能にする。

イントを共有する研究に Peer Share[17] がある。ユーザの

SNS アカウントに紐付けられたモバイル端末によって、自
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