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1. は じ め に

参加脱退率を考慮した階層的 DHT システムの構成方式

P2P（Peer-to-Peer）システムは，集中管理機構を持たない分散システムであり，ネット
ワーク上にある計算資源やストレージ資源を効率良く利用する基盤技術として注目されて

佐

藤

文

明†1

分散ハッシュテーブル（DHT）は P2P システムにおける代表的な検索アルゴリズ
ムである．DHT は，多数のインデックスサーバに検索負荷が分散でき，ネットワー
クトラフィックも少なくて済むという利点がある．しかし，検索要求を配送するため
の経路表を正しく維持する必要がある．特に，ノードの参加脱退頻度が高いときに，
経路表の情報はすぐに古くなってしまう．本研究では，P2P ネットワークを階層的に
構成し，経路表の更新頻度を参加脱退率に応じて適応的に割り当てることによって検
索失敗率を減少させる方法を提案する．シミュレーション結果により，従来の一律に
定めた更新頻度と比べて，更新回数が少なくても失敗率が削減されることを示した．

いる．P2P システムにおける重要な課題の 1 つは，効率的な資源検索技術である．
分散配置されたコンテンツおよびノードの検索技術として，CAN 1) ，Chord 2) ，Pastry 3) ，

Tapestry 4) ，Kademlia 5) などの DHT（Distributed Hash Table：分散ハッシュテーブル）
がさかんに研究開発されている．DHT はコンテンツやノードの識別にハッシュ値を用いる．
コンテンツを公開する人は，コンテンツの名前から計算したハッシュ値を ID に持つノード
にその情報を登録する．情報を検索する人は，検索したいコンテンツの名前のハッシュ値を
使って，やはり対応するノードに検索要求を送信する．もし，そのノードが持つ情報にコン
テンツに関する情報があれば，それが検索者に返る．このように，DHT ではコンテンツ情
報が集中管理されないことと，ネットワーク上にむやみに検索要求がばらまかれることがな
いため，効率的な検索ができる．
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DHT では，インデックス情報を管理するノード ID をハッシュ値に基づいて決定するが，
必ずしもハッシュ値に対応するノードが存在しているとは限らない．そのため，特定の ID
を持つノードを効率良く探索する方式が DHT の基本である．たとえば Chord アルゴリズ
ムでは，検索要求を効率良く目的のノードに転送するための経路表を管理し，それに基づい
て検索要求が転送される．経路表は，ID の順番にリング状に構成された Chord の論理ネッ

The distributed hash table (DHT) is one of the popular methods to look up
a node in the P2P system. DHT is possible the load-balancing to the index
servers, and has the little looking up traﬃc to the network. However, it is
necessary to maintain the routing table to forward the looking-up request regularly in DHT. Especially, information on the routing table is easy to stale in
the network where a lot of join and leave of the node exist. In this research,
the looking-up failure rate is eﬀectively reduced by hierarchically composing
the P2P network and assigning refresh rate of the routing table corresponding
to the frequency of the join and leave. From simulation results, the failure rate
is improved in spite of small refresh cost.

トワークにおいて，着目ノードから 2 のべき乗個離れた ID を持つ実在するノードへのリン
クを示している．経路表に基づく検索では，O(log2 N )（N はノード数）回の転送で目的と
するノードに到達できる．ただし，経路表は，ノードの故障や参加脱退によって古くなって
しまうため，定期的に更新する必要がある．

DHT は，ノードを論理的なネットワークに構造化するため，構造化オーバレイネットワー
クとも呼ばれる．構造化オーバレイネットワークをより高信頼，効率的に運用する方法とし
て，ネットワークを階層的に構成する方法6)–8) や 2 重リングにする方法10) が提案されてい
る．階層的な構成として，ネットワーク内の信頼できるノードを代表ノードとして上位オー
バレイに用いることで，階層構成としないオーバレイに比べより高い可用性を示すことがで
きる．しかし，検索の偏りやノードの頻繁な参加・脱退などによる動作により必ずしも階層
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化による効果を得ることができない場合がある．また，2 重化は高信頼化に効果的な方法で
あるが，管理する情報量やコストが 2 倍となるという問題がある．
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そのほか，高信頼な DHT の提案としては，複数のサーバにインデックス情報を格納する
複製技術（マルチプット）9) や，複数経路でサーバに検索要求を転送する技術（上記のリン
グの 2 重化もその 1 つ）などが提案されている．これらの方法はノードの故障や参加脱退
について一定の効果はあるが，経路表の情報をどのように効率良く新しい状態に維持するか
を解決する方法ではない．経路表の情報が古ければ，マルチプットをしても正しいノードに
到達できる可能性が低くなり，複数経路をたどる方法をとっても検索失敗率を効果的に削減
できない．しかし，経路表の情報を最新の状態に維持するためには，ノード間のメッセージ
交換が高頻度で行われる必要があり，通信コストが必要となる．したがって，通信コストを
上げることなく，効果的に経路表の情報を最新の状態に維持する方式が必要である．
本研究では，検索アルゴリズムに Chord を用い，P2P を階層的に構成したオーバレイ
ネットワークにおいて，ノードの参加脱退間隔に基づくグループ化と適応的な経路表の更

図 1 Chord と経路表
Fig. 1 Chord and routing table.

新を行い，検索失敗率の低減と経路表更新コスト削減を行う方法を提案する．また，シミュ
レーションによって提案方式の性能を評価し，その有効性について議論する．

しかし，このままでは ID を持つノードが存在するかどうかは分からないため，結局リン

本論文の構成を以下に示す．2 章では，本研究の関連研究として Chord の概要，階層型

グを端から探索することになってしまい効率が悪い．そこで，Chord ではフィンガーテーブ

P2P の概要，Chord リングの 2 重化，Kademlia の概要について説明する．3 章では提案方

ルと呼ばれる，検索要求を転送するための経路表を持つ．経路表には，最大で m 個のエン

式について説明する．4 章では提案方式におけるシミュレーションを通して考察を行う．最

トリがあり，i 番目のエントリには自分のノード ID ＋ 2i （2m 以上となる場合は，自分の

後に 5 章で結論を述べる．

ノード ID ＋ 2i − 2m ）を管理している実在のノード ID を保持する．検索をする場合，検索
する ID に対応するエントリを探し，そこに保持されているノードに検索要求を転送する．

2. 関 連 研 究

たとえば，図 1 において ID が 3 のノードが ID = 10 を検索する場合，3 + 2i が 10 を超え

2.1 Chord の概要

ないのは 7 のエントリで，これを管理しているのはノード ID は 9 であるので，検索要求は
m

Chord アルゴリズムでは，DHT に所属するノードに m ビット（2 ）の ID が割り当て

ノード 9 に転送される．検索要求を受け取ったノードは，やはり自分の経路表を調べて最も

られる．所属しているノードは，その ID の大きさの順序に並べられたリングとして管理さ

検索 ID に近いノードに転送する．これを繰り返すことで，O(log2 N )（N はノード数）の

m

れる．最大 2

個のノードが所属可能であるが，ID に対応するすべてのノードが所属して

転送回数で目的ノードに到達する．
ノードが新しく参加する場合，新規ノード ID と直前の ID を持つノード（前任ノード）

いるとは限らない．
所属しているノードがコンテンツを保存するときは，コンテンツの名前などの識別情報か

のアドレスを受け取る．新規参加ノードは，前任ノードと通信して，その直後に自分が（後

ら m ビットのハッシュ値を計算し，その値を ID として持つノードにコンテンツを保存す

任ノードとして）新たに存在していることを知らせる．また，前任ノードから自分の直後

る．また，検索するときには，検索したいコンテンツの識別情報のハッシュ値から，その値

のノード ID とアドレスを受け取り，自分が新しく前任ノードになったことを伝えるととも

を ID として持つノードに検索要求を送る．ただし，その ID を持つノードが必ずしも実在

に，直後のノード（後任ノード）から自分が管理すべきコンテンツ情報を移譲してもらう．

しているとは限らないため，Chord では着目 ID を持つノードが実在しない場合，最も近く

また，新たに参加したノードは，後任ノードから経路表をもらい，その情報から自身の

てより大きい ID を持つ実在のノードにコンテンツを格納する．また，検索要求も同様によ

新たな経路表を部分的に構築する．また，さらに後任ノードの後任ノードからの経路表を

り大きい ID を持つ実在のノードに送る．

もらうことを繰り返していくことで，自身の経路表を構築することができる．この手順は
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図 3 2 重化リング Chord
Fig. 3 Chord with double ring.

図 2 階層型 P2P システム
Fig. 2 Hierarchical P2P system.

O(log2 N ) のコストとなる．また，経路表の更新作業も同様の手順で行うことができる．
2.2 階層型 P2P システム

送信を行うことにより，検索の成功率を上げる方法である．
図 3 は，各ノードが 2 つの ID を持ち，異なる 2 つのリングを構成していることを示し

階層型 P2P システムは，図 2 に示すように，システムに参加するノードをいくつかのグ

ている．図中で，同じ形状のノードは同一ノードを示す．異なるリング上で同一のコンテン

ループにまとめる6) ．ノードのグループへの配置は，使用する上位アプリケーションに依存

ツに関する検索をかけた場合（図中では白丸のノードがキー 7 を検索），検索要求が 2 つの

する（例として，ノードに割り振られたノード ID の上位数ビットをグループ ID にする方

リング上で異なるノードを経由して転送される．このように 1 つのコンテンツの検索に対

法などが考えられる）．各グループには，システム内でユニークな ID が割り振られ，グルー

して，検索要求の転送経路を 2 つ用意することで，検索の成功率を高くすることができる．
しかし，問題点としては，Chord リングを 2 重化することによって，各ノードが管理し

プそれぞれでオーバレイネットワークを構築する．
グループは，各グループから選ばれた 1 つもしくはそれ以上の代表ノードで構築される上

なければならない情報量と，検索量が単純計算で 2 倍となる．多重化の数を増やせば，そ

位オーバレイネットワークによってまとめられる．代表ノードには，グループのノードの中

れに比例して各ノードの扱う情報量と検索量が線形に増加することになる．また，経路を 2

で CPU 性能が高い，長時間動作しているなどの条件を満たすノードを選定する．代表ノー

重化することで，経路に含まれる妨害ノードが原因の失敗率に対する改善効果はある程度は

ドは，グループ間のゲートウェイとして機能し，グループ間の検索要求の転送に使われる．

見込まれるが，経路情報が陳腐化していればその効果は限定的である．

そのため，代表ノードではないノード（一般ノード）は，他のグループに所属するノードと
の通信を可能にするため，グループの代表ノードの存在を把握しておく必要がある．

また，文献 10) によると，その検索失敗率の改善効果については，転送妨害ノードが少
ない場合は，改善効果が高いが転送妨害ノードが多い場合は効果が小さくなってくる．つま

階層型 P2P は，信頼性の高いノードを代表ノードに設定することで，高い可用性を示す

り，妨害ノードが増加するにつれて 2 重化しても経路のバックアップの役割が小さくなって

ことが分かっている．しかし，DHT における検索要求を転送する経路表の維持が十分でな

くるということである．それに対して，本研究では経路情報の陳腐化をコストを抑えてい

い場合，階層的に構成しても検索失敗率を十分に改善できないという問題がある．

かに改善するかということに目的がある．その結果，経路情報の更新コストを抑えながら，

2.3 2 重化リング Chord

検索失敗率の改善を行うことが目標である．

Chord アルゴリズムにおいて，ノードの故障や転送妨害攻撃による検索失敗を改善する
10)

ために，2 つの論理 ID を使って 2 つのリング構成をとる方法が提案されている

．Chord

2.4 Kademlia
Kademlia 5) は，ノードの ID やキーをハッシュ値で表現することは Chord などの DHT

リングの 2 重化では，1 つのエンティティがつねに 2 つの Chord ネットワークに参加し，

と同じであるが，ノード間の距離に応じて経路表を構成する際の距離計算方法に排他的論理

ノードがあるコンテンツに検索をかける場合には，それぞれのネットワーク上で検索要求の

和（XOR）を使っていることが特徴の 1 つである．Chord では，ハッシュ空間をリングに
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して，自分のノード ID から始まる空間全体を 2 分探索の要領で経路表を管理しているが，

業のコストを減らし，参加脱退間隔の短いノードが集まる下位リングでは，逆に更新間隔を

Kademlia では，自分の ID と他のノード ID と XOR を計算したときの値を距離として，そ

短く設定することで，経路表の陳腐化を抑えて検索失敗率を減少させる方式を提案する．

i

れが 2 の範囲にあるノードについては，経路表の i 番目のエントリに格納するという方法

ただし，ここで述べている参加脱退間隔とは，ノードが DHT に参加したり脱退したりす

をとる．検索は，経路表を見て，自ノード ID とキーとの XOR 計算による距離を求め，そ

る時間間隔を意味しており，平均参加脱退間隔とは直近の過去 t 回の参加脱退の時間間隔を

の距離に近い経路表のエントリにあるノードに要求を送る．その返事に k 個のコンタクト

平均したものを想定している．この t とは実装時に決定するパラメータである．

先が返ってくるので，そのノードにさらに検索要求を送る操作を繰り返して検索を行う（要

3.1 システムの前提条件

求の転送は行わない）．

ここで提案する階層型 P2P システムの前提条件を以下に示す．

Kademlia は，経路表に k 個のノード情報があることから，k 個の経路をつねに持ってい
るという点で，経路の多重化を行っていると見ることができる．k 個のうち 1 つのノードへ

・階層の数は 2 階層とする
・DHT の方式は，Chord を用いる

の要求が失敗しても，別のノードに要求を送り直すことで，耐故障性に優れている．経路

・ノード ID は h ビット

表の維持は，要求や応答を受け取った際に行われるが，一定時間要求や応答がない場合は，

・上位リングにおけるノード ID は m ビット（通常のノード ID の上位 m ビット）

自分から経路表のノードに対して問合せを出す必要があり，それが Chord における経路表
の更新という作業に対応する．

・各ノードの性能は同じとする
これらの前提条件は各ノードが合意して動作している．

これらの特徴から，Kademlia は経路の k 多重化，インデックス情報の k 多重化，イン
デックス情報の再格納といった Chord に比べて大きなコストをかけている DHT といえる．

また，各ノードが下位リングに所属している場合，次のような情報を保持しているものと
する．

しかし，経路表の更新についてはノードの参加脱退頻度に連動するということはなく，我々

・自身の平均参加脱退間隔

の検索失敗率削減のアプローチとは異なっている．

・自身の所属しているリング ID k
・所属している下位リングの代表ノード ID とアドレス

3. 提 案 方 式

・所属している下位リングでの自分の ID

本研究では，DHT の方式として Chord を対象とする．Chord では，経路表の陳腐化に
対処するために，定期的に経路表の更新作業が行われる．この更新間隔を短くすれば，経路
表の陳腐化による検索失敗率を減少させることができるが，更新作業のための通信コストが

・下位リングの経路表
特に代表ノードについては，下位リングの情報に加えて，以下の情報を保持しているもの
とする．

大きくなってしまう．また，経路表の陳腐化は，その経路を持つノード自身の検索失敗につ

・所属する下位リングの参加脱退間隔（平均値 JM EANk ，最大値 JM AXk ，最小値

ながるばかりでなく，他のノードの検索の失敗にもつながる．したがって，同じリングに所

JM INk ）

属するノードは，同じ更新間隔で経路表を更新する必要がある．また，参加脱退間隔が短い

・所属する下位リングの参加ノード数

ノードが含まれるリングでは，短い更新間隔で経路表を更新する必要がある．

・上位リングの経路表

従来方式から Chord を階層的に構成し，上位リングにより参加脱退間隔の長いノードを

・上位リングの経路表で合成された参加脱退間隔の範囲（最大値 JM AXk (i)，最小値

選択することで，階層化しないリングに比べて，検索失敗率が減少することが分かっている

JM INk (i)）

が，経路表を更新するコストは下げることはできない．本研究では，Chord を階層的に構成

・次期代表ノード候補リスト（u 個のノード ID とアドレスおよび平均参加脱退間隔の

するだけでなく，各下位リングになるべく参加脱退間隔の近いノードを集めることとする．
参加脱退間隔の長いノードが集まる下位リングでは，更新間隔を長く設定することで更新作
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複数の代表ノードの範囲に合致した場合，代表ノードが所属する下位リングのノード数が少
ないリングを選択する．ただし，どの検索された代表ノードについても，所属する下位リン
グのノード数があらかじめ設定された上限より多い場合，最も近い範囲を持つノードを検索
結果とし，検索元の代表ノードに返信する．ここで，ノード数の上限は，下位リングに所属
するノード数の偏りを防ぐためのもので，平均からある割合を加えた値などに設定する．
新規参加ノードが参加すべきリングの代表ノードが確定すると，参加要求を最初に転送さ
れた代表ノードから，参加すべきリングの代表ノードに転送される．参加すべきリングの
代表ノードは，自身のリング内の ID（上位 m ビットは，自身のリング ID）を発行し，リ
ング内における新 ID の参加場所の隣接ノードを確定する．次に，新規参加ノードに新しい

図 4 上位リングの経路表
Fig. 4 Routing table of upper ring.

ID，代表ノード自身の ID とアドレス，および上記隣接ノードの ID とアドレスを通知する．
新規参加ノードは，自分の後任ノードに対して参加処理を開始し，Chord の管理情報を

エントリにある参加脱退間隔の範囲（最大値 JM AXk (i)，最小値 JM INk (i)）は，k + 2

i

から k + 2i+1 − 1 の間のノードの参加脱退間隔の最大値と最小値を合成した値とする．す
なわち，

分割して移譲してもらう．次に，自分の前任ノードについて，新しい後任ノードが自分に
なったことを通知する．最後に，自分の経路表の情報を作成し参加処理を完了する．
代表ノードは，もし変更の必要があればリングの参加脱退間隔の最大値，最小値，平均値

JM AXk (i) = max(JM AXk+2i , . . . , JM AXk+2i+1 −1 )

(1)

を変更する．また，次期代表ノード候補リストに含まれるノード平均参加脱退間隔と比較し

JM INk (i) = min(JM INk+2i , . . . , JM INk+2i+1 −1 )

(2)

て，新規参加ノードのほうが大きければ，次期代表ノード候補リストに加える．もし，この

とする．これらの JM AXk (i)，JM INk (i) は，経路表のエントリに含まれているノードか

リストが上限 u 個を超えるとき，最短の平均参加脱退間隔を持つノードがリストから除外

ら参加脱退間隔の範囲を受け取ることで，計算することができる．

される．この次期代表ノード候補リストは，代表ノードが脱退するときに，次の代表ノード
を選定するときに利用される．上限 u は実装時に決めるパラメータである．

3.2 参 加 手 順
参加するノードは，前回参加したときに保持した隣接ノード，あるいは代表ノードに参加

参加手順を図 5 に示す．

要求を送信して，P2P ネットワークにアクセスする．もし，それらの隣接ノードや代表ノー

3.3 脱 退 手 順

ドにアクセスできない場合は，あらかじめ指定された Web サーバにアクセスして，そこか

(1) 通常ノードの脱退の場合

らアクセスすべきノードのアドレスを取得する．

脱退するノードは脱退通知とともに，管理情報，前任ノードの情報を後任ノードに送信す

参加要求には，自分のアドレス，自分の平均参加脱退間隔が含まれている．

る．前任ノードに対して，脱退通知とともに後任ノードの情報を送信する．次に，脱退する

参加要求を受け取った P2P ノードは，自身が所属する下位リングの代表ノードに要求の

ノードは，代表ノードに脱退通知を送信する．

転送を行う．受け取った代表ノードは，参加脱退間隔をキーにして，上位リングにおいて適

代表ノードは，もし変更の必要があればリングの参加脱退間隔の最大値，最小値，平均値

切な代表ノードの検索を行う．検索方法は，上位リングで経路表で保持された参加脱退間隔

を変更する．また，次期代表ノード候補リスト内のノードであれば，そのノードはリストか

の範囲に基づいて検索要求を転送することで行う．もし，検索する参加脱退間隔が，経路表

ら除外される．

で管理されているエントリの参加脱退間隔の範囲に入っているとき，そのエントリに記載さ

(2) 代表ノードの脱退の場合

れた代表ノードに検索要求が転送される．もし，その代表ノードが自身の下位リングの参加

次期代表ノード候補リストから最も長い平均参加脱退間隔を持つノードに，代表ノード

脱退間隔の範囲と一致している場合，その検索結果を転送元の代表ノードに返信する．もし

を移譲する通知と，代表ノードが保持する情報を送付する．上位リングの前任ノード，後任
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る．Rint ，JM EANint は，それぞれネットワーク全体の経路表更新間隔，平均参加脱退間
隔である．代表ノードは，自分のリングにおける平均参加脱退間隔とネットワーク全体の平
均参加脱退間隔を知っている．これは，下位リングにおける参加脱退の管理と，上位リング
のノード間の情報交換によって求める．また，ネットワーク全体の経路表更新間隔，および
定数 α はあらかじめ与えられるものとする．
上位リングにおける経路表更新間隔は，最も参加脱退間隔が最も短い代表ノードの値を上
式に代入して求めた値を使う．
この式により，参加脱退頻度の高いリングでは経路表が高い頻度で更新され，逆に参加脱
退頻度の小さいリングでは経路表の更新が抑制され，コストが抑えられる．

4. 性 能 評 価

図 5 ノード参加手順
Fig. 5 Join Process of node.

4.1 シミュレーション方法
提案方式の有効性を評価するために，シミュレーションによる検索失敗率の測定を行っ

ノードについては，新しいノードに入れ替わったことを通知する．下位リングについては，

た．シミュレーションでは 2 階層のオーバレイネットワークを採用した．システムに参加す

通常ノードの脱退と同様に管理情報の移譲，前任・後任ノードへの通知が行われる．さら

るノードは，15 ビットの一意な ID を保有することとし，上位オーバレイの構築には上位 4

に，下位リングの全ノードに対して，代表ノードの変更が通知される．この通知方法につい

ビット，下位オーバレイの構築には下位 11 ビットを基にグループに振り分けられる．今回

ては，経路表に基づくマルチキャストで実施する．その通信ホップ数は，リングの検索と同

はすべてのグループで 11 ビット空間の Chord を採用することとした．各グループから代

様であるので，下位リングに参加するノード数を M とすると，O(log2 M ) となる．

表ノードを 1 つ選択し，グループ間を結ぶ上位オーバレイを構築する．上位オーバレイは 4

3.4 検 索 手 順

ビット空間の Chord とする．グループを構成するノードは，所属しているグループの代表

P2P システムに所属するノードから検索要求が発生すると，その検索要求は代表ノード

ノードの所在を把握していることとし，1 ホップでアクセスすることができる．システム全

に転送される．代表ノードは，検索されるキーの上位 m ビットを使って上位リングで検索

体の参加ノード数は最大で 512 個とした．階層化した際の下位リング数は 16 リングとし，

を行う．その結果，上位リングで検索された代表ノードを含む下位リングに検索要求が転送

1 リングの最大参加ノード数は 32 とした．下位リングでは，16 ノードをあらかじめ参加さ

される．

せた後，未参加の 16 ノードを含めて参加脱退を繰り返すようにした．なお，今回は検証を

検索要求が転送された下位リングでは，検索キーによる通常の Chord による検索が行わ

(1) 階層化しない Chord における検索失敗率測定

れる．

3.5 経路表更新間隔

検索アルゴリズムの Chord を用いて，ノードの参加・脱退の間隔と各ノードの経路表更

各 Chord リングの経路表は，更新間隔を次のような計算によって決定し，代表ノードか
ら各ノードに通知され変更される．

Rk =

簡単にするために，ノードの故障については考慮しない．

条件を示す．

JM EANk
Rint + α
JM EANint

(3)

ここで，Rk ，JM EANk はそれぞれ，リング k の経路表更新間隔，平均参加脱退間隔であ
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・シミュレーション時間：200000 sec とする．
・ノード配置は，あらかじめ 256 個のノードを参加させ，未参加の 256 個のノードと合
わせてランダムに参加脱退させる．
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・最大ホップ数を 20 回とし，これを超えた検索要求の転送はせず破棄とする（参加脱退
により経路表に不整合が生じることから，無限ループに入る可能性があるため）．
・検索要求の発生間隔：1 ノードあたり平均 100 sec とする（ポアソン到着）．

・階層構成のノード配置：下位リングの数は 16 とする．ノード配置は，各リングに 16 個
のノードを参加させ，未参加のノードを各リング 16 ずつ割り当てて，ランダム参加脱退さ
せる．
・最大ホップ数を 20 回とし，これを超えた検索要求の転送はせず破棄とする．

・各ノードの経路表情報更新間隔：
平均 1000，2000，5000，10000 sec とする（ポアソン到着）．

・検索要求の発生間隔：1 ノードあたり平均 100 sec とする（ポアソン到着）．

・ノードの参加脱退間隔：

・ノードの参加脱退間隔：

平均 10000，20000，40000，80000 sec とする（ポアソン到着）．

平均 10000，20000，40000，80000 sec とする（ポアソン到着）．ただし，下位リングに

(2) 2 階層のオーバレイネットワークの検索失敗率測定

平均参加脱退間隔の近いノードをグループ化できるように，ノード全体を 8 つに分け，それ

平均参加脱退間隔にばらつきがあるノードに対して，2 階層のオーバレイネットワークを

ぞれ平均値の 0.08 倍，0.16 倍，0.24 倍，0.32 倍，0.72 倍，1.44 倍，2.16 倍，2.88 倍の値

構築した場合の検索失敗率の測定を実施する．比較対象として，同じ条件のノードを階層
化しない Chord に構成した場合の検索失敗率を測定する．以下にシミュレーション条件を

を使っている．
・提案方式各ノードの経路表情報更新間隔：
平均 1000，2000，5000，10000 sec とする（ポアソン到着）．ただし，リングごとに式 (3)

示す．
・シミュレーション時間：200000 sec とする．
・階層化しない場合のノード配置：ノード配置は，あらかじめ 256 個のノードを参加さ
せ，未参加の 256 個のノードと合わせてランダムに参加脱退させる．

の計算に基づいて決まる更新間隔とした．ここで，α の値は，平均値の 0.9 倍の値とした．

4.2 シミュレーション結果
図 6 は，(1) のシミュレーション結果を示す．

・階層構成の場合のノード配置：下位リングの数は 16 とする．ノード配置は，各リング

図 6 において，横軸はシステム内のノードの参加脱退の間隔を表しており，縦軸は検索

に 16 個のノードを参加させ，未参加のノードを各リング 16 ずつ割り当てて，ランダム参

失敗率を表す．この図から，参加脱退間隔が小さくなり頻度が高まるにつれて，経路表の情

加脱退させる．

報が古くなって検索失敗率が高まっていくことが分かる．特に，経路表の更新間隔が大きい

・最大ホップ数を 20 回とし，これを超えた検索要求の転送はせず破棄とする．

場合はさらに失敗率が高まることが分かる．逆に考えれば，目標とする検索失敗率があると

・検索要求の発生間隔：1 ノードあたり平均 100 sec とする（ポアソン到着）．

すれば，ノードの参加脱退間隔に応じて，適切な経路表更新間隔を決めることができること

・各ノードの経路表情報更新間隔：

を示している．

平均 1000，2000，5000，10000 sec とする（ポアソン到着）．

図 7 は，(2) のシミュレーション結果を示す．
図 7 についても，横軸はシステム内のノードの参加脱退の間隔を表しており，縦軸は検

・ノードの参加脱退間隔：
平均 10000，20000，40000，80000 sec とする（ポアソン到着）．ただし，代表ノードに

索失敗率を表す．破線は階層化しない Chord における性能であり，実線は階層構成をした

選定されるためには平均参加脱退間隔に違いが必要であるため，50%のノードはこの値の

ときの性能である．参加脱退間隔にばらつきがあり，階層構成をとったときには上位リング

0.5 倍，残り 50%のノードは 1.5 倍の値を使った．

にできるだけ参加脱退間隔の長いノードが入る（代表ノードとなる）ことが特徴である．性

(3) 本研究の提案方式での検索失敗率測定

能を見ると，最大 2 割 5 分程度の性能改善が見られる．したがって，階層構成をとってで

平均参加脱退間隔にばらつきがあるノードに対して，下位リングを平均参加脱退間隔ごと

きるだけ上位リングに性能の良いノードを配置することは，性能改善に重要な役割があるこ

に構成しノードをグループ化して，式 (3) の更新間隔を使って経路表を更新した．比較対象

とが分かる．

として，更新間隔を固定にした場合と比較した．

なお，図 6 と図 7 における階層化しない場合の性能が異なっている．これは，同じ平均

・シミュレーション時間：200000 sec とする．

の参加脱退間隔でも，(2) の場合は参加脱退間隔にばらつきを持たせた値でシミュレーショ
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ンを行っているためである．
しかし，経路表の更新間隔を変化させると，性能が大きく変わってくることが分かる．こ
の更新間隔は短ければ短いほど良いが，そのためには更新コストが生じるため，適切な更新
間隔を選択する必要がある．
図 8，図 9 は，(3) のシミュレーション結果を示す．
図 8 についても，横軸はシステム内のノードの参加脱退の間隔を表しており，縦軸は検
索失敗率を表す．図 9 についても，横軸はシステム内のノードの参加脱退の間隔を表して
おり，縦軸は更新回数を表している．
図 8 において，実線は経路表更新間隔を下位リングの平均参加脱退率に応じて変更した
図6

Fig. 6

階層化しない Chord における参加脱退間隔対検索失敗率
（経路表更新間隔：1000，2000，5000，10000 sec）
Join/Leave interval vs. Query error ratio in flat Chord.
(Table refresh interval: 1000, 2000, 5000, 10000 sec)

場合の性能を表しており，破線はすべての下位リングで同じ更新間隔とした場合の性能を表
している．ノードのグループ化と更新間隔を適応的に変化させる提案方式のほうが，やはり
最大 2 割 5 分程度の性能改善が見られる．また，この場合のコストである経路表更新回数

図7

Fig. 7

階層化しない/階層化 Chord における参加脱退間隔対検索失敗率
（経路表更新間隔：1000，2000，5000，10000 sec）
Join/Leave interval vs. Query error ratio in flat/Hierarchical Chord.
(Table refresh interval: 1000, 2000, 5000, 10000 sec)
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図8

階層型 Chord における参加脱退間隔対検索失敗率
（経路表更新間隔：1000，2000，5000，10000 sec：固定/変動）
Fig. 8 Join/Leave interval vs. Query error ratio in flat/Hierarchical Chord.
(Table refresh interval: 1000, 2000, 5000, 10000 sec: fixed/dynamic)
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Fig. 10

図9

Fig. 9

階層型 Chord における参加脱退間隔対経路表更新回数
（経路表更新間隔：1000，2000，5000，10000 sec：固定/変動）
Join/Leave interval vs. Query error ratio in flat/Hierarchical Chord.
(Table refresh interval: 1000, 2000, 5000, 10000 sec: fixed/dynamic)

図 10 階層型 Chord におけるグループごとの検索失敗回数
（経路表更新間隔：1000 sec（固定/変動），参加脱退間隔 10000 sec）
Query error in Hierarchical Chord for each ring.
(Table refresh interval: 1000 sec: fixed/dynamic, Join/Leave interval: 10000 sec)

基本的に，図 8 の測定結果において，従来の単一の経路表更新間隔を使った場合と比べ
て提案方式の検索失敗率が劣化することはなかった．これは，経路表更新のコストが同等で
あることを考えると，提案方式が有効な方法であることが分かる．検索失敗率が図 8 では，

30%の高率であるように見えるが，これは適切な平均更新間隔を設定することで，必要なレ
を比較すると，図 9 からむしろ削減されていることが分かる．この結果から，提案方式に

ベルに下げることができる．これは，追加のデータ格納などを必要としないことから，比較

よる階層化と適応的な経路表更新方式は，低コストで効果的に失敗率を改善できることが分

的低コストで行える有効な方法といえる．

4.3 考

かる．
なお，図 7 の階層化した Chord における性能と図 8 における経路表の更新間隔を変化

察

この性能評価と関連研究の 2 重化リング方式とを比較する．2 重化リング Chord は，管理

させない場合とで性能が異なっている．これは，同じ平均の参加脱退間隔でも，(2) の場合

情報コストと検索回数が 2 倍になっているが，文献 10) の評価では，アクセス成功率（%）

は参加脱退間隔が 2 通りだったのに対して，(3) の場合は 8 通りの値にばらけさせてシミュ

が単一リングより 10 ポイントから 20 ポイント程度の性能向上となっている．しかし，本

レーションを行っているためである．

研究によれば，階層構造をとるかあるいは経路表情報の更新頻度のみを 2 倍にするだけで，

また，図 10 は，平均参加脱退間隔が 10000 sec，経路表更新間隔が 1000 sec における下
位リングごとの誤り数である．横軸がグループの ID を示し，縦軸が誤り数を表す．この結

その程度の性能向上が得られており，本研究は 2 重化リングに比べてコストパフォーマンス
が高いことが分かる．

果から，提案手法では平均参加脱退間隔の短いノードをグルーピングしてリングを構成する

また，文献 10) によると，2 重化リングの検索失敗率の改善効果については，転送妨害

にもかかわらず，誤り数が偏ることはないことが分かる．これは，平均参加脱退間隔の短い

ノードが少ない場合は，改善効果が高いが転送妨害ノードが多い場合は効果が小さくなる．

ノードの集まる下位リングでは，より短い経路表更新間隔としているためである．

つまり，妨害ノードが増加するにつれて 2 重化しても経路のバックアップの効果が小さく
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なっている．それに対して，本研究では参加脱退間隔が短くなって高頻度で参加脱退するこ

新を高頻度に行えば失敗率は減少するが，経路表更新のコストがかかる．本研究では，P2P

とになっても，コストをあまり増やすことなく経路情報の陳腐化を抑制することで検索失敗

ネットワークを階層的に構築して，参加脱退間隔に応じたグループ化を行って，適切な頻度

率を改善することができた．

の経路表の更新を実施することによって，少ない更新頻度でも検索失敗率を削減する方式を

次に，本方式のオーバヘッドについて考察する．下位リングの各代表ノードが保持してい
る平均参加脱退間隔を，お互いに交換して代表ノードの経路表に集約するオーバヘッドは，

提案した．
提案方式をシミュレーションによって評価した．まず，階層化しない Chord と階層構成

通常の上位リングにおける経路表の更新処理に基づいて行うことから，特に別途のオーバ

にした Chord との性能評価によって，階層構成にしたほうが失敗率が削減できることを確

ヘッドは必要ない．

認した．しかし，参加脱退頻度にくらべて経路表の更新の頻度が低い場合，十分な失敗率の

ネットワーク全体の平均参加脱退間隔については，上位リングの経路表に含まれる平均参

改善が行えない場合もあることを示した．次に，単に階層構成にした Chord と，階層構成

加脱退間隔の値を用いることを想定しており，経路表を更新するコスト以外コストは特に

にしたうえで参加脱退間隔に応じてグループ化する提案方式を比較した．その結果，提案方

必要ない．ただし，この方法で求めるネットワーク全体の平均参加脱退間隔は概算となる．

式は少ない更新処理回数であるにもかかわらず，失敗率は削減できることを示した．このこ

ネットワーク全体の平均参加脱退間隔の精度がどの程度検索誤り率に影響するかは，今後

とから，提案方式の有効性が示された．

評価する必要がある．また，もし正確な全体の平均参加脱退間隔を求めるとすれば，全体

今回のシミュレーションでは，ノードの故障はなく，参加脱退時にはきちんと情報の受け

の参加ノード数，各下位リングの正確な平均参加脱退間隔を集約する必要がある．しかし，

渡しが行われることを前提にシミュレーションしてきた．今後の課題は，参加脱退のみでな

この集約方法についても，経路表に新しい項目（参加人数，平均参加脱退間隔）を付けて集

く故障が発生して正しい情報の受け渡しが行われない場合についてや，耐故障性の向上のた

約していけば，上位リングの経路表更新処理に合わせて収集できるもの考えている．

めに複製がある場合などについても評価していく予定である．

代表ノードを選出する手順は，参加手順の節で述べたとおり，代表ノードが持つ次期代表
ノード候補リストから選択するという方法を想定すると，特に大きなオーバヘッドは必要な
い．また，代表ノードが変更されたときに，それを下位リングに所属するすべてのノードに
通知するコストは，経路表に基づいたマルチキャストをすると仮定すれば，下位リングに所
属するノード数 M に比例した回数の通信が必要であり，その通信のホップ数は，O(log2 M )
となる．
なお，シミュレーションで用いた平均参加脱退間隔や経路表更新間隔のパラメータについ
ては，特に具体的な根拠や類似の実験から設定したものではないため，今後多くのパターン
についての実験も行う必要がある．P2P ファイル共有での参加脱退に関する実環境での測
定を行った研究があり11) ，短い間隔で参加脱退するノードが長い間隔で参加脱退するノー
ドに比べて多いということが分かっている．そのようなノード分布での測定も今後実施して
いく予定である．

5. お わ り に
分散ハッシュテーブルでは，ネットワークにおけるノードの頻繁な参加脱退により，検索
要求の転送のための経路表が陳腐化して検索失敗が生じるという問題がある．経路表の更
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また，今回のシミュレーションで用いたパラメータ値の与え方以外の様々なパターンで詳
細にデータをとることや，他の DHT との性能比較も今後の課題となる．
謝辞 本論文を改訂するにあたり，有益なコメントをいただいたメタレビューアと査読者
に感謝する．
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