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あらまし  データ構造の一種である線形ハッシュ法とオーバレイネットワークである Skip Graphを用いることに

より，柔軟にノードの参加離脱が可能で，範囲検索可能な分散キーバリューストアの構成方法を提案する．本研究

では，線形ハッシュ法により得られたハッシュ値を各ノードにラベルとして割り当て，そのラベルを元に経路表を

作成することで，各レベルの経路表における距離が等間隔となり，効率的なノード探索及び範囲検索が可能な分散

キーバリューストアの構成方法を提案する．本提案手法では，ノード参加離脱時に関わるノードが減り，効率的な

参加離脱処理が可能となる．実際に PC クラスタ上に分散キーバリューストアの実装を行い，性能評価を行った結

果について示す． 
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1. はじめに  

近年，各企業や個人が扱うデータ量は増大している．

このため，スケールアウトが容易で高速処理を可能と

する手法として分散キーバリューストアが注目されて

いる．  

既存のほとんどの分散キーバリューストアでは，格

納する keyに対してコンシステントハッシュ法 [1]を用

いて，格納データを各ノードにマッピングしている．

Chord[2]や Kademlia[3]などの分散ハッシュテーブル

（DHT）では，各ノードは最小限の経路情報を持ち，

検索クエリを転送しながら目的のデータを持つノード

を探索する，マルチホップ通信を採用している．しか

しこれらの方法では，key をハッシュすることでデー

タを格納するノードを決定しているため，負荷分散に

優れているものの，元の key の順序関係は保存されな

い．範囲検索を行おうとすると，全てのノードに対し

てクエリを転送する必要があるため，非常に効率が悪

いものとなってしまう．これに対し，範囲検索が可能

であるオーバレイネットワークとして，Skip Graph[4]

が注目されている．  

本稿では，データ構造の一種である線形ハッシュ法

[5]と Skip Graph を用いた範囲検索可能な分散キーバ

リューストアを提案する．まず Skip Graph と線形ハッ

シュ法について述べ，それらを用いた分散キーバリュ

ーストアの実装について説明する．最後に実装した分

散キーバリューストアを性能評価した結果を示す．  

 

2. 分散キーバリューストア  

2.1. 分散キーバリューストア  

キーバリューストアとは，キー (key)とそのキーに対

応する値 (value)を一組のペアとして格納するシンプル

なデータストアモデルである．分散キーバリュースト

アとは，データをネットワーク上に配置された複数の

ノード（サーバ）に対して分散して格納する．基本的

な機能として，キーと値のペアを格納する PUT 操作，

キーを指定して対応する値を取得する GET 操作とい

った簡単な操作に限定することで，スケールアウトし

やすいように設計されている．分散キーバリュースト

アの例として，Amazon Dynamo[6]や Apache Cassan-

dra[7]などが挙げられ，Amazon や Facebook などの大

規模データ処理といった様々なサービスで利用されて

いる．  

分散キーバリューストアの実装方式の一つとして，

P2P 技術を用いたものが挙げられる．この方式では，

全てのノードが同じ機能を持ち，各ノードが相互通信

によりマルチホップで目的のノードを探索する．各ノ

ードが全てのノードに対して経路情報を持つとなると，

ノードの参加・離脱時の経路表の更新コストが膨大に

なるため，各ノードが持つ経路表に工夫が必要となる．

ノード探索の手法としては，構造化オーバレイの一種



 

 

である分散ハッシュテーブルや Skip Graph などが提案

されている．  

 

2.2. 範囲検索  

既存の分散キーバリューストアのほとんどは，デー

タの格納先ノードの決定にコンシステントハッシュ法

を用いている．この方法では，キーをハッシュして格

納先ノードを決定しているため負荷分散に優れている

ものの，元のキー順は保存されずに異なるノードに対

して格納される．そのため，範囲検索を行おうとする

と，全てのノードに対してアクセスする必要があり，

非常に効率が悪い．効率よく範囲検索するためには，

各ノードへデータを分割して格納する際に，キー順を

保持したまま特定のノードに集中して格納することが

望ましい．  

 

3. 関連研究  

本章では，関連研究として Skip Graph と線形ハッシ

ュ法について述べる．  

3.1. Skip Graph 

Skip Graph は，構造化オーバレイネットワークの一

種であり，P2P 環境に適している．分散ハッシュテー

ブルとは違い，元となる key に対してハッシュしない

ため，キー順が保存され範囲検索が可能となっている． 

Skip Graph の構造の例を図 1 に示す．図中の正方形

の列が各ノードを表しており，正方形の中の数字が各

ノードの key となっている．各ノードには 2 進数の乱

数である membership vector が割り当てられ，ノード間

の経路を決定するために用いられる．レベル i では

membership vector の上位 i 桁が一致する者同士で経路

を持つことになる．この時のレベルの高さは，ノード

数を n としたとき， log(n)となる．  

 

3.2. Skip Graph の拡張  

Skip Gprah の拡張の一つとして，Mult i-key Skip 

Graph[8]がある．通常の Skip Graph では，一つのノー

ドは単一のキーしか保持することができないが，

Mult i-key Skip Graph では，仮想的なノードを複数用意

することにより，単一のノードに複数のキーを格納す

ることができる．この手法を応用することにより分散

キーバリューストアを実現することができるが，各キ

ーに対して個別に経路表をもつことになるため，キー

数に比例して経路表が大きくなり，ノード参加離脱時

のオーバヘッドが大きくなってしまう欠点がある．  

そこで，ノードが担当するキーの集合を範囲キーと

して扱う Range-Key Skip Graph[9]により，経路表を簡

素化する方法が提案されている．  

 

図 1 Skip Graph の例  

 

3.3. 線形ハッシュ法  

線形ハッシュ法とは，動的ハッシュ法の一つであり，

ハッシュテーブルの拡張・縮小を一段階ずつ行えると

いう利点がある．線形ハッシュ法におけるハッシュ関

数は，key の下位 nbit(n はハッシュレベル )を取り出す

ものを用いるのが一般的であるが，この方法では key

順が保存されないため範囲検索に適していない．上位

nbit を取り出す方法では key 順は保存されるものの，

ハッシュテーブルの拡張・縮小時のオーバヘッドが大

きくなってしまう．そこで，図 2 のように，key 順を

反転して，反転した key の下位 nbit を用いるビット反

転型の線形ハッシュ法 [10]という手法が提案されてい

る．この方法では，key の下位 nbit を取り出している

が，key 順が反転されているためハッシュ後の key 順

が保存される．また，下位 nbit を用いるため，ハッシ

ュテーブルの拡張・縮小時のオーバヘッドも大きくな

らないという特徴がある．  

また，これらの線形ハッシュ法を分散環境に対応さ

せた分散型線形ハッシュ法 [11]とよばれる手法がある．

線形ハッシュ法により構築されたハッシュテーブル及

びそれらに付随するデータを複数のノードで管理する

手法である．しかし，データの管理先の情報を全ての

ノードが共有するため，P2P 環境下で運用するには適

していない．  

 

 

図 2 ビット反転型線形ハッシュ法の例  

  



 

 

4. 線形ハッシュ法と Skip Graph による分散キ

ーバリューストア  

分散キーバリューストアを実装するにあたり，重要

となるのは以下の 2 点が挙げられる．  

1) データの格納先ノードの決定方法  

2) 目的ノードへのルーティング  

本章では，これらについて説明した上で，分散キー

バリューストアの各操作の詳細について述べる．  

 

4.1. データの格納先ノードの決定方法  

本研究では，データの格納先ノードの決定に， 3.3

節で述べたビット反転型の線形ハッシュ法を用いる．

まず，各ノードには，0 から連番で 1,2 とラベルを割

り振る．次に，格納する key をハッシュ関数にしたが

ってハッシュ値に変換する．得られたハッシュ値は，

ハッシュテーブルの各バケットの添字に対応しており，

これは 0,1,2…と連番で割り振られていることに注意

する．ここで，ハッシュテーブルのバケット数とシス

テムに参加しているノード数を同じにすることで，各

ノードに割り振られたラベルとハッシュ値が一致する

ノードに対してデータを格納することができる．  

例として，5 つのノードに対して 8bit の key を格納

する場合の動作について説明する．この時のハッシュ

レベルは 3 となる．00101100 (2 )という key をノードに

対して格納したい場合，まずはハッシュ値を計算する．

ハッシュレベルが 3 であるので，これをハッシュして，

ビット反転した key の下位 3bit である 100(2 )をハッシ

ュ値として得る．得られたハッシュ値とラベルが一致

するノード，つまりラベルが 4 であるノードに対して

key と value を格納することになる．  

 

図  3 格納先ノードの決定の例  

 

4.2. 目的ノードへのルーティング  

格納するノードが決まると，そのノードに対してク

エリを転送する必要がある．ノード参加・離脱時のオ

ーバヘッドを考えると，各ノードは最小限の経路情報

で目的のノードを探索できるようにしたい．そこで本

研究では，構造化オーバレイである Skip Graph を応用

してルーティングを行う．  

具体的には，Skip Graph で membership vector を元に

経路表を作成していたものを，4.1 節における各ノー

ドへ割り振られたラベルを元に経路表を作成したもの

に変更する．レベル i ではラベルの下位 i 桁が一致す

るもの同士が経路を持つことになる．  

例として，ノード数が 5 の場合の経路表を図  4 に示

す．図中の正方形の列が各ノードを表しており，正方

形の中の数字が各ノードに割り振られたラベルとなっ

ている．レベル i ではラベルの下位 i 桁が一致するも

の同士で経路を持つことになる．この時のレベルの高

さは，ノード数を n としたとき， log(n)となるため，

ノード数が 5 の場合のレベルの高さは 2 となる．経路

表の作成に membership vector を用いた場合と比べて，

各レベルでのノード間の距離がバランスされた経路表

となるため，効率的なノードの探索が可能となる．  

 

 

図  4 ノード数が 5 の時の経路表  

 

4.3. ノードの探索  

4.2 節における経路表を用いた探索について説明す

る．ノードの探索は，自身の持つ経路表のうち，高い

レベルの経路情報から参照する．まず，目的のノード

のラベル (key のハッシュ値 )と自身の持つ経路表の最

も高いレベルの経路情報を参照し，目的のノードのラ

ベルを超えないラベルのノードの情報があればクエリ

の転送を行う．見つからない場合は，レベルを一つ下

げ，同様の処理を繰り返す．このようにしてクエリの

転送を繰り返すことにより，どのノードからでも目的

のノードを発見することができる．  

図  5 を例に，ノード数が 5 であるときのノード探索

を例に説明する．000 のノードから 11 のノードを探索

する場合，まず，000 のノードの一番レベルの高い経

路情報を参照する．この時，100 への経路情報を持っ

ており，このラベル値は目的のノードのラベル値より



 

 

大きい．そこで，クエリの転送は行わず，レベルを一

つ下げたレベル 1 の経路情報を参照する．このレベル

では 10 への経路情報を持っており，目的ノードのラベ

ル値より小さいため，クエリの転送を行う．クエリを

受け取った 10 のノードは同様にして経路表を参照し，

目的の 11 のラベルを持つノードへとクエリの転送を

行う．  

 

図  5 ノード探索の例  

 

4.4. ノードの範囲探索  

4.3 節では，単一のノードを探索する場合の動作に

ついて説明した．しかし，範囲検索を行う場合など，

複数のノードがクエリの対象になる場合がある．ここ

では，複数のノードを範囲探索する方法について説明

する．  

ノードの範囲探索とは，クエリを単一のノードでは

なく，複数のノードに対して転送することである．ま

ず，クエリから対象となるノードを計算する．図  6 を

例に，ノード数が 5 であるときの範囲探索の動作につ

いて説明する．000 のノードからラベルが 1~4 である

ノード，つまり 01,10,11,100 のノードを探索したいと

する．まず 000 のノードの一番高いレベルの経路情報

を参照する．このとき，100 のノードの情報を持って

おり，これは探索対象に含まれているため，クエリの

転送を行う．クエリの転送を行う際には，ラベルが 100

より大きいものを 100 のノードが探索するようにクエ

リの分担を行う．000 のノードはレベルを一つ下げ，

探索対象である 10 のノードにクエリの転送を行う．こ

の時，10 のノードが 10 以上のノードを探索，つまり

11 のラベルのノードは 10 が探索するように探索範囲

を分担する．同様にしてクエリの分担を行いながらノ

ード探索を行なっていくことにより，効率的に対象ノ

ードを探索することが可能となる．  

 

図  6 ノードの範囲探索の例  

 

4.5. 主な操作  

本研究において実装した分散キーバリューストア

では以下の操作が実装されている．  

PUT 操作では，key と value の組を対象となるノード

のローカルに格納する．まず key をハッシュしてハッ

シュ値を得る．得られたハッシュ値と一致するラベル

を持つノードにクエリを転送し，そのノードのローカ

ルに対して key と value を格納する．ルーティングは

4.3 節の手順で行う．  

GET 操作では，key に対応する value を対象となる

ノードのローカルから取得する．PUT 操作と同様に

key をハッシュしてハッシュ値を得る．得られたハッ

シュ値と一致するラベルを持つノードにクエリを転送

し，そのノードのローカルから key に対応する value

を取り出す．ルーティングは 4.3 節の手順で行う．  

GETRANGE 操作では，指定する範囲に含まれる key

に対応する value をすべて取得する．まず範囲の始点

と終点から対象となるノードをすべて計算する．対象

となるノード全てにクエリを転送し，各ノードのロー

カルから範囲に含まれる key に対応する value をすべ

て取得する．ルーティングは 4.4 節の手順で行う．  

 

4.6. ノードの参加  

分散キーバリューストアでは，スケールアウトに対

応するため，ノードの参加に対応する必要がある．本

研究では，新しく参加するノードには，特定のノード

の持っているデータ群を分割し，受け取るものとして

いる．ノード参加時の処理として以下の様な流れにな

る．  

1) 新しく参加するノードにラベルを割り当てる  

2) 既存ノードからデータの分割を行う  

3) 経路表の更新を行う  

この内のデータ分割と経路表の更新について詳しく説

明する．  



 

 

4.6.1. データ分割  

新しくノードが参加する際には，4.1 節におけるハ

ッシュテーブルの拡張が行われる．同時に新しく参加

するノードにラベルを割り振る．この時割り振られた

ラベルは，拡張されたハッシュテーブルのバケットの

添字の最大値と同じである．ハッシュテーブルの拡張

に伴い，格納されたデータの再配置が行われる．図  7

をデータ分割の様子を説明する．図中の上側はノード

数が 3 の時の各ノードへ格納された key と value のリ

ストとなっている．ここで，ノード数が 3 から 4 に増

えた場合を考えると，ノード数が増えることによりハ

ッシュテーブルの拡張が行われる．このとき，ノード

に割り振られたラベルの変更が行われる．図 7 の例で

は，1bit で表現されていたラベル 1 が 01 と 11 の 2bit

に分けられる．この内の大きいラベル値を新しいノー

ドに割り振る．その後，データの再配置を行う．key

が 10000010であるデータはそのままラベルが 1のノー

ドが管理するが，key が 11100110 のデータはラベルの

割り当てに伴い，新しく参加するノードが管理するこ

ととなる．線形ハッシュ法の性質上，他のノードのデ

ータの再配置は行われないことに注意する．以上のよ

うに，線形ハッシュ法に従ってデータの振り分けを行

うことにより，ノード参加時のデータ分割を効率良く

行うことができる．  

 

図  7 ノード参加時のデータ分割の例  

 

4.6.2. 経路表の更新  

データの再配置後に，経路表の更新を行う．経路表

の更新は，データ分割を行ったノードを基点に行う．

参加ノードは，自分に割り当てられたラベルから各レ

ベルの経路情報の更新対象のラベル値を計算する．そ

の後，データ分割ノードと最大レベルでの経路情報の

更新を行う．データ分割ノードはこの時，他レベルで

の更新対象ノードのラベル情報も一緒に受け取り，対

象ノードに対して経路表更新のクエリを発行する．こ

れを上のレベルから下のレベルに向かって順次更新し

ていくことにより，経路表の更新が完了する．  

ノード数 5 から 6 に増えた際の経路表の更新につい

て，図  8 を例に説明する．ラベルが 101 のノードが新

しく参加するノード，001 のノードがデータを分割し

て新しく参加するノードに渡すノードとなる．参加ノ

ードは自分のラベルから経路表を更新する対象のラベ

ル値を計算する．具体的には，レベル i では自分のラ

ベル値 -2 i となる．そうして得られたラベル値は，最大

レベルであるレベル 2 では 001,レベル 1 では 11,レベ

ル 0 では 100 となる．経路情報の更新はレベルの高い

ものから低いものに向かって行うため，まずは最大レ

ベルであるレベル 2 の経路情報の更新を行う．この時

の更新先のノードの情報は，事前に分割したデータを

受け取る処理により知っているが，他の更新対象のラ

ベルを持つノードの情報を知らないため，分割対象ノ

ードを基点に探索を行う．そうして順次経路表の更新

を行っていき，レベル 0 の更新が完了した時点で，経

路表の更新処理が完了する．この経路表の更新処理が

完了した時点で，ノードの参加処理が完了したものと

する．  

 

図  8 ノード参加時の経路表更新の例  

 

5. 評価実験  

分散キーバリューストアについて，線形ハッシュ法

と Skip Graph を用いた実装 (以下 LH)及び Range-Key 

Skip Graph を用いた実装 (以下 RKSG)について測定を

行い，比較を行った．  

5.1. 実験環境  

測定環境を表  1 に示す．この端末 1 台を 1 ノードと

し，複数台用いることで分散環境を構築した．分散キ

ーバリューストアを構築する端末と，それに対してク

ライアントとしてクエリを発行する端末の計 100 台に

て測定を行う．端末間のメッセージ通信には MPI を用

いた．データは，各ノードの二次記憶上に保存するも



 

 

のとする．  

比較対象としては，Range-Key Skip Graph による実

装を用いる．RKSG においては，各ノードに持たせる

レンジキーの幅を，key 空間をノード数で割った数 (今

回はノード数 N の時，232/N)とし，管理する key 値の

担当範囲を等分する．最小のレンジキーを持つノード

を 0 とし，以降レンジキーの順に 1,2,3 と番号を割り

当て，この番号をビット反転させた値を書くノードの

membership vector とする．この時の経路表は，提案手

法とほぼ同等なものとなる．  

 

表  1 実験環境  

5.2. 実験内容  

測定項目として，ノード数が最大 50 である場合の

GET, GETRANGE 時の平均ホップ数と平均応答時間の

測定を行った．格納する key と value は long 型 32bit

とし，一様乱数で割り振るものとする．初期状態とし

て，ノードに対して 32000 レコードを格納する．クラ

イアントがクエリを発行し，その結果をノードが返す

までを 1 回の処理とする．  

GET では，格納した key に対して GET を行い，すべ

ての keyに対して GET をした上で平均ホップ数とスル

ープットの測定を行った．  

GETRANGE では，範囲に含まれるキーの数を増やし

ていき，各場合において 100 回ずつクエリを発行して

その平均ホップ数と平均応答時間の測定を行った．  

また，ノード数が 100 から 101 に増える場合のノー

ド参加処理におけるレコードの移動量を調べた．  

 

5.3. 実験結果  

GET 時の平均ホップ数を図  9，平均応答時間を図  

10 に示す．図 9 を見ると，ノード数が増加するとホッ

プ数も合わせて増加していることが分かる．ノード数

10 の時には約 1.4,ノード数 100 の時には約 2.8 と，ノ

ード数が大きく増加してもホップ数はさほど増加して

いない．図 10 を見ると，ノード数 10 からノード数 20

に増えた際に平均応答時間が短くなっている．これは

ノード側の 1 ノードあたりの負担が減り，スループッ

トが向上したためであると考えられる．ノード数が 20

になると応答時間が長くなってしまうが，これはホッ

プ数が増加したことにより通信時間がかかっているた

めであると思われる．GET 性能においては，LH,RKSG

共に同等の性能が得られたことが分かった．  

続いて，GETRANGE 時の平均最大ホップ数を図 11,

平均応答時間を図 12 に示す．範囲に含まれるキーの数

が多いほどホップ数が増えているのが，これは検索の

対象となるノードが増えているためである．範囲に含

まれるキーの数が 16000,32000 の時には平均応答時間

が非常に長くなっている．これは，1 クエリあたりの

検索対象が半数もしくは全てのノードになるため，複

数ノードからのレコード集計に時間がかかってしまう

ものと考えられる．GETRANGE においても，LH,RKSG

ともに同等の性能が得られたことが分かった．  

図  13 はノード数が 100 から 101 に増えた際のデー

タの移動量である．LH の方が RKSG に比べて非常に

少ないデータの移動で参加処理を行えることが分かる．

RKSG ではノードの参加はレンジキーによるデータ分

割を行っているため，ノードが参加した際に割り振ら

れたレンジキーの範囲でしか新しくデータを管理する

ことができない．今回のように key 空間のサイズでレ

ンジキーの幅を決定する場合には，ノード数が変わる

と全てのノードの担当範囲が変更されてしまい，大量

のデータの移動が発生してしまう．また，レンジキー

の幅を固定で取る場合であっても，格納する key の範

囲がある程度分かっていないと，レンジキーの幅を決

めづらいという欠点がある．しかし，LH では 4.6 節で

述べたようにノードの参加に対応しており，新しく参

加するノードにもデータを分散して管理させることが

できる．また，格納されている key の種類によらずに

参加処理が可能なため，柔軟性に優れている．  

 

 

図  9 GET 時の平均ホップ数  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

10 20 30 40 50

平
均
ホ
ッ
プ
数

 

ノード数 

LH RKSG



 

 

 

図  10 GET 時の平均応答時間  

 

図  11 GETRANGE 時の最大ホップ数  

 

図  12 GETRANGE 時の平均応答時間  

 

図  13 ノード参加時のレコード移動量  

6. まとめ  

本研究では，線形ハッシュ法と Skip Graph を用いた

分散キーバリューストアを提案した．Range-Key Skip 

Graph による分散キーバリューストアと比較を行い，

同等の性能を得られたことを確認した．  

今後の課題として，効率的なノードの離脱処理の実

装や，ノードやネットワークの障害時の対応などがあ

げられる．また，現状の方法では，連続した key を格

納する場合，同じノードに集中しやすいという欠点が

あるため，負荷分散も大きな課題である．  
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