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scalability and fault-tolerant.
Consequently, we propose the resolving method for SIP addresses which provides
scalability and improves lookup latency by clustering SIP nodes. In this paper, we
focus on a DHT node population, and consider the optimal value of DHT node
population in the hierarchical DHT.

P2P 型 SIP に
DHT
澤田あかね

鳴海寛之

白石陽

高橋修

近年，SIP に P2P を適用し，ネットワークを構成し，SIP サーバの機能を P2P
ネットワーク上に分散させることで，高いスケーラビリティと耐故障性を確保す
るセッション制御の手法が提案されている．しかし，セッション確立時のアドレ
ス解決を DHT による探索処理で行うため，P2P 型の SIP はクライアント‐サーバ
型の SIP よりもセッション確立時の遅延が大きいという問題がある．こうした P2P
型 SIP におけるセッション確立時の遅延を解決する代表的な手法として，クラス
タリングが用いられるが，DHT ネットワークのサイズを小さくすることでスケー
ラビリティ/耐故障性が失われるという問題がある．そこで筆者らは，P2P 型 SIP
にクラスタリングを適用し P2P ネットワークを階層化することで，高いスケーラ
ビリティ/耐故障性と短いセッション確立時間を同時に確保する SIP アドレス解
決手法を提案する．
本稿では，P2P 型 SIP における DHT 参加ノード数に焦点を当て，スケーラビリ
ティと耐故障性を保ちつつ，短い時間でセッション確立を行う DHT 参加ノード
数の最適値を，計算機シミュレーションを用いて検討する．

A Study on Optimal Value of Node Population
in the P2P-SIP using a hierarchical DHT
AKANE SAWADA
YOH SHIRAISHI
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Recently, a number of researchers proposed the method of session control which has
high scalability and fault-tolerant by decentralizing function of SIP server over P2P
network using DHT. However, P2P advantages come at the cost of increased call setup
latency because of lookup on DHT, so P2P call setup take times more than traditional
client- server call setup in SIP. Generally, clustering is an effective method to improve
such as call setup latency. However, existing algorithm have the problem of the
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1.
SIP (Session Initiation Protocol) [1]はセッションの開始・変更・終了などセッション制
御を行う，IETF で標準化された拡張性の高いプロトコルであるが，クライアント‐サ
ーバ型の構成をとるため，クライアント（以下，UA:User Agent）数の増加によってサ
ーバに負荷が集中し，ボトルネックが生じる．こうした背景から，近年では，DHT
(Distributed Hash Table) [2, 3, 4, 5]を用いてノード同士が対等に通信する P2P（Peer-to-Peer)
ネットワークを構成し，SIP サーバの機能を P2P ネットワーク上に分散させることで，
高いスケーラビリティと耐故障性を確保するセッション制御の手法が提案されている
[7, 8]
．SIP は，セッション確立を要求する INVITE リクエストを送信後，宛先 UA の SIP
アドレスに対応する IP アドレスを取得する必要がある．この処理をアドレス解決とい
う．従来のクライアント−サーバ型 SIP は，SIP サーバによりアドレス解決が行われる
が，P2P 型の SIP では，DHT による探索処理でアドレス解決を行うため，P2P 型の SIP
はクライアント‐サーバ型の SIP よりもセッション確立時の遅延が大きいという問題
がある [6]．こうした P2P 型 SIP におけるセッション確立時の遅延を解決する代表的な
手法として，クラスタリングが用いられる．筆者らは，P2P 型 SIP にクラスタリング
を適用し，階層化した P2P ネットワークによる SIP アドレス解決手法を提案する．一
般に，ノードをクラスタリングし DHT ネットワークのサイズを小さくすることで DHT
探索ステップ数が減少するが，DHT の利点であるスケーラビリティ/耐故障性が失わ
れる．よって P2P 型 SIP において，クライアント‐サーバ型の SIP では得られない高
いスケーラビリティや耐故障性を確保するとともに， DHT を利用することにより発
生するセッション確立時の遅延を減少させる必要がある．
そこで本稿では，P2P 型 SIP にクラスタリングを適用し P2P ネットワークを階層化
することで，高いスケーラビリティ/耐故障性と短いセッション確立時間を同時に確保
する SIP アドレス解決手法を提案する．また，P2P 型 SIP における DHT 参加ノード数
に焦点を当て，スケーラビリティと耐故障性を保ちつつ，短い時間でセッション確立
を行う DHT 参加ノード数の最適値を検討する．

2.
一般的な P2P 型の SIP に関する研究動向について触れ，P2P 型 SIP へクラスタリン
グを適用した場合の課題について述べる．

― 2032 ―

2.1 P2P 型 SIP

P2P 型の SIP プロトコルは未だ標準化されていないが，SIP における高いスケーラ
ビリティと耐故障性を確保するために，SIP サーバを P2P ネットワークに置き換える
様々な研究がこれまでに提案されている [6, 7, 8]．P2P 型 SIP には，P2P over SIP[7]と SIP
using P2P[8]の二つのアプローチがあり，いずれも UA が DHT ネットワークを形成する
ことを想定している．P2P over SIP は，オーバーレイネットワーク上で SIP リクエス
ト/レスポンスを転送するモテルである．SIP リクエスト/レスポンスで P2P ネットワー
クを制御するため，SIP ヘッダに変更を加える必要があり，従来の SIP をそのまま利
用することができない．また，SIP リクエスト/レスポンスの転送に大きなオーバーヘ
ッドを伴う．一方 SIP using P2P は，SIP のアドレス解決のみに P2P ネットワークを利
用するモデルである．そのため SIP 層と P2P 層が完全に独立しており，従来の SIP を
そのまま利用することができる． 本研究では後者のアプローチをとり，SIP using P2P
の一般的な概念図を図 1 に示す．SIP using P2P では，UA の情報を DHT ネットワーク
上のノードが管理する．
Cluster 0"

(1) put [ hash （SIPアドレス），IPアドレス ]"
(3) INVITE"

Cluster 1"

DHT"

DHT"

(2) get [ hash （SIPアドレス） ]"
・・・・・・"

3.

Super Node"
Ordinary Node"

UA"

Cluster 2"

ける探索を用いて探索対象の SIP アドレスをもとに IP アドレスを求める（図 1(2)）．
セッションは，UA 同士 end-to-end で確立される（図 1(3)）．
SIP に P2P を適用することで DHT による探索処理が発生するため，セッション確立
時に従来のクライアント−サーバ型の SIP よりも遅延が生じる．DHT は，いずれのア
ルゴリズムもオーバーレールーティングにおける探索ステップ数が OlogN（N：DHT
参加ノード数）であるため，DHT 参加ノード数を減らすことで探索遅延を減少させる
ことができる．図 2 は，ノードをクラスタリングして DHT ネットワークを形成した
ものである．UA としてサービスを利用するだけでなく，DHT ネットワークに参加し
アドレス解決を行うスーパーノード（SN: Super Node）と，サービスを利用するのみ
で DHT ネットワークには参加しないノード（ON: Ordinary Node）にノードをクラス
タリングする．SN は自身が管理する ON から発生した要求を代わりに解決することで
プロキシの役割を果たす．
題
2.2
ノードをクラスタリングし DHT 参加ノード数を減らすことは探索ステップ数の減
少につながるが，減らしすぎることで DHT の利点であるスケーラビリティ/耐故障性
が失われる．そのため，セッション確立時間と，スケーラビリティ/耐故障性はトレー
ドオフの関係になっている．全てのノードで DHT ネットワークを形成した場合より
もセッション確立時間を減少させながら，かつ SIP サーバにはないスケーラビリティ
や耐故障性を提供するためには，このトレードオフを左右する DHT 参加ノード数の
最適値を求め，かつその最適値に近い状態で DHT ネットワークを維持する必要があ
る．そこで本稿では，P2P 型 SIP における DHT 参加ノード数に焦点を当て，スケー
ラビリティと耐故障性を保ちつつ，短い時間でセッション確立を行う DHT 参加ノー
ド数の最適値を検討する．

Cluster n"

本章では，まず 3.1 節で本提案方式の基本構成を示し，3.2 節以降は提案方式の詳
細について述べる．
3.1

図 1

SIP using P2P

図 2

クラスタリングを適用した
P2P 型 SIP

UA が新たに DHT ネットワークに参加する場合，IP アドレスとポート番号のハッシ
ュ値をノード ID とする．ユーザ登録を行う場合は，SIP アドレスのハッシュ値をキー
として DHT における探索処理を行うことで，登録先のノードを決定する（図 1(1)）．
これらの制御メッセージには SIP リクエスト/レスポンスを用いず，DHT のメッセー
ジとして定義する．任意の UA からセッション確立要求が発生した場合は，DHT にお

本提案方式は SIP に P2P を適用した SIP using P2P の構成をとり，P2P ネットワーク
上で DHT を形成してアドレス解決を行う．セッション制御に SIP を用い，DHT は円
状の ID 空間を形成する Chord[2]を用いる．アドレス解決に DHT を用いることにより
セッション確立時の遅延は従来の SIP より増大してしまうため，本研究ではクラスタ
リングというアプローチで DHT 参加ノード数を減らし，探索ステップ数を減少させ
る．
提案方式では図 2 のようにノードをクラスタリングし，n 個のクラスタにまとめる.
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さらにクラスタごとに，DHT ネットワークに参加する SN と，DHT ネットワークに
は参加せずそのサービスのみを利用する ON に分類する．SN は，クラスタ内の ON 情
報を一元管理する代表ノードである．SN は DHT ネットワークに参加し，クラスタ内
の ON のアドレス解決要求を代理で処理する．また，自分自身も UA としての機能を
持つ．
このような階層型 P2P を実現するため，本提案方式は次の 5 つのアルゴリズムによ
って構成される．
1）クラスタリング
2）アドレス解決
3）SN の交代と離脱
4）SN の故障
5）SN 数の管理
次節以降でそれぞれのアルゴリズムの詳細を述べる．

スを含む INVITE リクエストを所属スラスタの SN である SN1 に送信する．INVITE
リクエストを受信した SN1 は ON2 の SIP アドレスのハッシュ値を求め，DHT ネット
ワーク上で探索処理を行う．探索メッセージが ON2 の情報を管理する SN2 に転送さ
れると，SN2 は，INVITE リクエスト送信元である ON1 へリクエスト要求のあった ON2
の IP アドレスを送信する．IP アドレスの送信は IP 通信で行われる．最後に，ON1 は
取得した ON2 の IP アドレスを用いて ON2 へ INVITE リクエストを送信する．
Cluster 2"

Cluster 1"
INVITE"

ON2"

ON1"

IPアドレス"
INVITE"
SN2"

SN1"

3.2

クラスタリングは，SIP において ON が自身の情報を DHT ネットワークに登録する，
REGISTER 処理の際に行われる．
まず，新たに自身の情報を登録したい UA は自身の SIP アドレスをハッシュ関数に
かけた値をノード ID とし，上位ビットであるプレフィックスをクラス分けのパラメ
ータとする．次に同じプレフィックスの ID を持つ SN に REGISTER リクエストを送
り，SN に自身の SIP アドレスや IP アドレスなどの情報を登録する．REGISTER 処理
が成功の場合，SN は ON の登録情報と参加時刻を記録し，ON に 200OK レスポンス
を返す．200OK レスポンスには SN の情報をのせ，ON は自身が所属するクラスタの
SN を把握することができる．なお，SN が新たにクラスタを形成する際は，Chord に
おける通常の参加処理が行われる．
SN が ON の登録情報とともに参加時刻を記録することで，SN はクラスタ内の個々
の ON の参加時間を把握することができる．この仕組みにより，クラスタ内の情報を
管理する SN の離脱が発生した場合に，クラスタ内で最も参加時間の長い ON を次の
SN として選択できる．
3.3

クラスタに所属する ON から，INVITE リクエストによりセッション確立要求が発
生した場合，ON は，宛先 UA の SIP アドレスに対応する IP アドレスを取得する必要
がある．ON は DHT ネットワークに参加していないため，ON から発生した INVITE
リクエストは，ON が所属するクラスタの SN に転送される．SN は，宛先 UA の SIP
アドレスのハッシュ値を求めノード ID とし，Chord における探索処理を行う．
図 3 は，クラスタ 1 に所属する ON1 が，クラスタ 2 に所属する ON2 とセッション
を確立する際の流れを示したものである．ON1 は，宛先 UA である ON2 の SIP アドレ

DHT探索"

IP Routing"
Overlay Routing"
Super Node"
Ordinary Node"

図 3

アドレス解決

3.4 SN

SN から離脱要求が発生すると，離脱ノードは自身のクラスタ内で一番参加時間の
長い ON を選択して，SN を委譲する．その際，離脱する SN のクラスタ内に ON が存
在する場合と，離脱する SN のクラスタ内に ON が存在しない場合に分けられる．以
下にそれぞれの場合のアルゴリズムを述べる．
離脱する SN のクラスタ内に ON が存在する場合，SN の交代処理が行われる．離脱
ノードは自身のクラスタ内で最も参加時間の長い ON に，SN を委譲する通知と自身が
保持するクラスタ情報を送信する．離脱ノードはクラスタ内の ON 全て，および Chord
における自身の前任ノードと後任ノードに，SN 変更メッセージを送信する．離脱ノ
ードは Chord における通常の離脱処理を行い，新たに SN となるノードは Chord にお
ける通常の参加処理を行う．
離脱する SN のクラスタ内に ON が存在しない場合，SN の離脱処理が行われる．離
脱ノードは Chord における通常の離脱処理を行う．
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P2P ネットワークにおいて，参加時間の長いノードはその後も一定時間参加し続け
る傾向がある [9]．そのためクラスタ内で一番参加時間の長い ON を次の SN に選択する
ことで，DHT ネットワークにおけるノードの頻繁な参加/離脱動作を防ぎ，DHT ネッ
トワークが安定する．
3.5 SN
DHT ネットワークに参加し，UA の情報を管理する SN が故障した場合，SN が保持
していた情報は失われ，セッションを確立することができない場合が生じる．また，
SN の故障により Chord におけるルーティングテーブルに不具合が生じ，探索処理が
失敗する場合が生じる．Chord における探索処理を成功させるためには，Chord に参加
するノードが，円状の ID 空間における自身の直後のノード（successor ノード）のポ
インタを正確に維持することが必要不可欠である．そのため Chord に参加するノード
は，円状のオーバーレイ ID 空間において自身の successor となりうるノードを r 個保
存したテーブルである successor-list を保持し，ノードの故障が発生した際に利用する
ことで故障回復を図る（図 4）．提案方式における故障回復アルゴリズムを図 5 に示す．

障に気づくと，SN1 は自身の successor-list を参照し，故障ノード SN2 の successor ノ
ードである SN3 へ SN2 の故障を通知する．SN2 が故障していなければ，SN1 は SN3
を，SN3 は SN1 を新たな successor ノード，前任ノード（predecessor ノード）にそれ
ぞれ設定する．SN3 は自身が管理するクラスタに加えて，故障した SN2 が管理してい
たクラスタの管理ノードとなるため，自身のキャッシュテーブルを参照し SN2 が管理
していたクラスタに所属する ON に SN 変更通知を送信する．SN2 の故障に伴うルー
ティングテーブルの更新は，Chord における通常のルーティングテーブル更新アルゴ
リズムと同様のアルゴリズムで行う．
successor(SN1) = SN2"
successor-list : SN3, SN4 "

SN2 Failed"
SN1"

SN1"

SN2"
SN3"

SN3"

n1"

Chord"

Cluster SN1"

Cluster SN1"

n2"
n4"

n3"

Cluster SN3" Cluster SN2"

Cluster SN3"

successor(n2) = n3"
predecessor(n2) = n1"
successor-list : n3, n4 "

Super Node"
Ordinary Node"
Failure Node"

図 5
図 4

SN の故障回復処理

successor ノードと predecessor ノード
3.6 SN

ノードの故障発生時においても，故障ノードが保持していた情報が失われることを
防ぐため，SN はそれぞれ自身が管理するクラスタ内の情報を，あらかじめ Chord に
おける自身の周辺の SN にキャッシュする．キャッシュ先の SN は successor-list 中のノ
ードから選択する．提案方式では，それぞれの SN が自身の保持する successor-list か
ら自身に近い 4 ノードを選択し，保持するクラスタ情報をキャッシュする．また， ノ
ードの故障に気づくため，ping パケットを利用する．SN は自身の直後の successor ノ
ードに ping パケットを送信し，一定時間以上レスポンスがなければノードの故障とみ
なす．ping パケットを受信したノードは送信元ノードにレスポンスを返した後，自身
の直後の successor ノードに ping パケットを転送することで，ping パケットがオーバ
ーレイ ID 空間内で等しく転送される．SN1 が自身の successor ノードである SN2 の故

スケーラビリティと耐故障性を確保しながらセッション確立時の遅延を減少させる
DHT 参加ノード数を求めるためには，DHT ネットワークに参加しているノード数を
管理する必要がある．そのため提案方式では，SN 数を管理するノードを設ける．こ
の管理ノードを，ノード ID が最も 0 に近いノードとする．SN 数が変化する場合は，
SN の参加，SN の離脱，SN の故障時の 3 通りである．SN の参加時には，参加処理後，
参加ノードがキーを 0 として DHT 参加ノード数を管理するノードを探索し，SN 数を
1 増やすよう依頼する．SN の離脱時には，離脱処理前に SN 数を管理するノードを探
索し，SN 数を 1 減らすよう依頼する．また，SN の故障時には，故障ノードの predecessor
ノードが故障回復時に SN 数管理ノードにノードの故障を通知することで，SN 数を 1
減らすよう依頼する．なお，SN 数を管理するノードが離脱し，クラスタ内に ON がい
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数 N の最適値について評価する．
(1)
F
DHT
N
故障ノード数 F の値を 40, 80，120 とした場合の N に対する探索失敗率と，それぞ
れの N における探索成功時の平均探索ステップ数を以下に示す（図 6，7，8）．横軸は

4.
提案手法をアプリケーション層に実装し，耐故障性および探索ステップ数の評価を
ns-2[10]により行った．主なシミュレーションパラメータを表 1 に示す．
表 1

シミュレーションパラメータ一覧
ネットワークパラメータ
ノード数（N{all}）
4000
シミュレート時間
2000 秒
提案方式の主なオプションパラメータ
400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400,
SN 数（N）
2800, 3200, 3600
3600, 3200, 2800, 2400, 2000,
ON 数（N{all}-N）
1600, 1200, 800, 400
故障ノード数（F）
40，80，120
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て SN の交代処理が行われる際は，自身が保持するクラスタ情報とともに SN 数の管
理情報を次の SN へ渡す．また，SN 数を管理するノードが離脱し，クラスタ内に ON
がおらず SN の離脱処理が行われる際は，Chord における通常の離脱処理が行われる
ため，離脱ノードが保持する SN 数の管理情報は，離脱ノードの successor ノードへ引
き継がれる．
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図 6

本提案方式では，ノードをクラスタリングし，DHT ネットワークに参加する SN と
参加しない ON に分類する．そのため全ノード数を 4000（ N{all}）とし，SN = N，ON =
(N{all} – N)とする．ネットワークの立ち上げ後 SN を故障させ，一定時間待ち DHT ネ
ットワークの故障回復を図る．その後送信元/宛先ノードをともに ON としてセッショ
ン確立要求を発生させ，DHT ネットワーク上で探索処理を行うことによりアドレス解
決を行う．本研究では，DHT ネットワークに参加し ON の情報を管理する SN が故障
しても，故障ノードが管理する ON の情報を手に入れることを DHT ネットワークにお
ける耐故障性と定義する．また，送信元 ON がセッション確立（探索）要求を出し，
宛先 ON の IP アドレスを取得した場合を探索成功と定義し，取得できなかった場合を
探索失敗と定義する．故障ノード数 F に対する DHT 参加ノード数 N を変化させた場
合における探索失敗率，および探索成功時の平均探索ステップ数を計測する．
4.2

本節では，耐故障性および平均探索ステップ数の 2 つの観点から，DHT 参加ノード

F = 40 の場合の N に対する探索失敗率と平均探索ステップ数

N を表し，縦軸左，縦軸右はそれぞれ探索失敗率，平均探索ステップ数を表す．Chord
を含む DHT の特徴として，ノード数の増加に伴いスケーラビリティ/耐故障性が優れ
る一方，探索ステップ数が増加する点が挙げられる．そのため，F の値が同じであっ
た場合，N の値が小さい場合よりも大きい場合の方が探索失敗率が低下するが，探索
ステップ数は増加することが分かる．また，F の値が大きい方が，いずれの N におい
ても探索失敗率が高いことがわかる．
次に，N に対する一つの SN あたりの平均 ON 数を図 9 に示す．これは，N を変化
させた場合のクラスタの大きさの変化を意味し，N の増加に伴い一つのクラスタの大
きさが対数的に小さくなっていることがわかる．また，図 6，7，8 および図 9 から，
SN が管理する ON 数が少ない（クラスタが小さい）ほど，SN の故障が発生した場合
の探索失敗率が低下することがわかる．
(2)
本研究の目標は，従来の SIP サーバにはないスケーラビリティ/耐故障性を確保しな
がら，SIP に P2P を適用した場合に発生するセッション確立時の遅延を減少させるこ
とである．そのため，本研究における DHT 参加ノード N の最適値は，探索失敗率と
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F = 80 の場合の N に対する探索失敗率と平均探索ステップ数
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図 7

囲を，それぞれ 0.15，6 としたためである．探索失敗はセッションを確立したい相手
の IP アドレスを取得できない場合を示し，同時に IP 電話における呼損を意味する．
IP 電話における呼損率は 0.15 以下と規定されているため [11]，本提案方式における探
索失敗率の最大値を 0.15 とした．また，提案方式のベースとなる Chord における平均
探索ステップ数は，1/2Log2N となることがわかっている [2]．そのため平均探索ステッ
プ数の最大値，最小値をそれぞれ N の最大値，最小値と考え，1/2Log2(3600) ≒ 5.9，
1/2Log2(400) ≒ 4.3，より，最大値，最小値をそれぞれ 6，4 とした．
提案手法において，DHT 参加ノード数 N の最適値は故障ノード数 F に依存すると
考えられる．例えば，図 6 において F = 40 とした場合の最適値 N は，1000 ノード付
近であると考えられる．一方，図 8 において F = 120 とした場合の最適値 N は，2000
ノード付近であると考えられる．つまり，最適値 N は故障ノード数に左右され一意に
定まらないことを意味し，故障ノード数 F が大きくなるにつれて最適値 N も大きくな
ることが予想される．このことから，SN が定期的に DHT ネットワークに参加するノ
ード（= SN，クラスタ）数を把握し，その数に応じて SN の離脱処理，および SN の
新規参加処理を動的に行い，最適値 N を維持することが今後の課題として挙げられる．
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5.

F = 120 の場合の N に対する探索失敗率と平均探索ステップ数

平均探索ステップ数の交点と定義する．この場合，グラフのそれぞれの縦軸における
最大値/最小値の決定が検討事項として挙げられる．今回，探索失敗率の最大値，最小
値をそれぞれ 0.15，0 とした．また，平均探索ステップ数の最大値，最小値をそれぞ
れ 6，4 とした．これは，提案方式における探索失敗率，平均探索ステップ数の許容範

本稿では，P2P 型 SIP にクラスタリングを適用し P2P ネットワークを階層化するこ
とで，高いスケーラビリティ/耐故障性と短いセッション確立時間を同時に確保する
SIP アドレス解決手法を提案した．また，P2P 型 SIP における DHT 参加ノード数に焦
点を当て，スケーラビリティと耐故障性を保ちつつ，短い時間でセッション確立を行
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う DHT 参加ノード数の最適値を，ns-2 によるシミュレーションによって検討した．
その結果，DHT 参加ノード数の最適値は，故障ノード数に左右されることがわかった．
今後は，実環境で実際に用いることを想定して全ノード数や故障ノード数を設定し，
DHT 参加ノード数の最適値を評価値として定義する予定である．また， DHT ネット
ワークに参加するノードが自立的に DHT 参加ノード数を把握し，動的に DHT ネット
ワークへの参加/離脱を行うことで，DHT 参加ノード数の最適値を維持することが必
要であると考える．
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