
米サン・マイクロシステムズは4月

25日，同社のWebサイトで，PtoP（ピ

ア・ツー・ピア）の共通基盤確立を目指

すプロジェクト「JXTA」（ジャクスタ）

の全容を明らかにした。概要は2001年

2月に発表していたが，今回は詳細を

明らかにした。

PtoPは，インターネットにつながっ

た無数のコンピュータを，巨大な分散

コンピューティング・システムのよう

に使うための技術。例えば，単独の

Webサイトでは扱えないような大量の

音楽ファイルでも，多数のコンピュー

タが分担して保持しておけば，ユーザ

ー間で自由に交換できる。こうしたサ

ービスを，米ナプスタやフリー・ソフ

トのGnutellaなどが実際に提供してい

る。暗号の解読や科学計算といったぼ

う大な計算パワーを必要とする処理も，

多数のコンピュータに分担させれば，

超高速のスーパーコンピュータより速

く実行できる可能性がある。このよう

にPtoPを使うことで，これまでにはな

いサービスが可能になる。

JXTAは，このPtoPの相互接続性と

いう課題を克服しようとするプロジェ

クトである。ナプスタやGnutellaなど

のPtoPアプリケーションは，それぞれ

独自の技術で作られてきた。そのため，

異なるPtoPアプリケーションの間でコ
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サンがPtoPソフト「JXTA」の全容を明らかに

中核機能はグループ化と相互通信
ディレクトリやセキュリティに課題
米サン・マイクロシステムズが，PtoP（ピア・ツー・ピア）の共通基盤確立を目指したプロジェクト「JXTA」

（ジャクスタ）の全容を明らかにした。これまで独自の技術で作られてきたナプスタやGnutellaなどの

PtoPアプリケーションを相互接続可能にすることが狙い。アイデアは，ネットワーク上のコンピュータを

グループ化し，相互に通信できるようにするというシンプルなもの。ただし，ディレクトリやセキュリティの

機能に関しては不十分な点が残る。 （安東 一真＝andoh@nikkeibp.co.jp）
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写真1 米アプライド・メタコンピューティング
のデモ画面
同社のPtoPミドルウエアとJXTAを相互接続した例。Web
サーバー上で動かしているJXTAアプリケーションから，同
社のミドルウエアで実装したPtoPアプリケーション（ファイ
ル・サーバー）に対して，その属性などを問い合わせている。

図1 JXTAのアーキテクチャ
JXTAの基本機能を提供する「JXTAコア」，多くのPtoPアプリケーションで共通に使われるサービスの
「JXTAサービス」，PtoPアプリケーションの「JXTAアプリケーション」という3階層で構成する。



ンピュータのリソースを共有したり，

情報を交換することが難しい。そこで

JXTAでは，各種のPtoPアプリケーシ

ョンに共通する機能を洗い出し，それ

をフリー・ソフトとして提供する。

PtoPの基本機能を共通化することで，

PtoPアプリケーション間の相互接続の

実現を目指す。

目的が同じコンピュータを集め
情報交換を可能に

サンは，JXTAバージョン1の仕様と

ソース・コードを公開した。機能は驚

くほどシンプルである。JXTAの基本ア

イデアは，「インターネットにつながる

コンピュータがグループとして集ま

り， パイプと呼ぶ通信路を使って互

いに情報を交換できるようにする」（サ

ンチーフ・サイエンティストのビル・

ジョイ氏）こと。これに，コンピュー

タの状態やサービスの状態を監視する

仕組みと，セキュリティ機能を付加し

たものが「コア」と呼ぶJXTAの基本

機能である（図1）。

機能はシンプルだが，共通の目的を

持ったコンピュータを集め，1つのサー

ビスを提供するには十分な機能と言え

るだろう。一方で，他のベンダーが

JXTAに独自のサービスを付加したり，

独自のPtoPアプリケーションを開発す

る余地も十分残されていそうだ。

オープン・ソースで普及を図る

JXTAの機能を強化し，実際に普及

させるため，サンはLinuxやApache

の開発で成功した オープン・ソー

ス・コミュニティの力を借りる。サン

は，「jxta.org」と呼ぶオープン・ソー

ス・プロジェクトを立ち上げ，その

Webサイト上で JXTAコアと，JXTA

のサンプル・ソフトとして用意した

UNIX風の「 シェル」のソース・コ

ードを公開した。今後は同サイト上で，

仕様のブラッシュ・アップや拡充を進

め，ソース・コードを拡張していく。

実は，今回の発表の前から，外部の

研究機関やベンダーが，JXTAの開発

に参加していた。その1社である米ア

プライド・メタコンピューティングは，

JXTAの発表の中で，自社のPtoPミド

ルウエアとJXTAエンジンとを相互接

続してみせた（写真1）。アプライドの

PtoPミドルウエアにJXTAプロトコル

を付加して，JXTAベースのプログラム

から，状態の問い合わせを受け付けた

り，Webサービスへのアクセス要求を

受理したりできるようにした。

サンはこのように，jxta.orgの中で

JXTAベースのアプリケーションの開発

を促し，その実際の利用を促進する。

そのなかで，JXTAの問題点を洗い出

し，機能強化を図っていく。

どんな機器にも実装できる

JXTAの機能をもう少し詳しく見て

みよう。JXTAが仕様として既定する

のは，実際はワイヤ・レベルのプロト

コルだけである。プロトコルのフォー

マットは XMLで既定しており，OS

や言語には依存しない。このためJXTA

エンジンは，携帯電話やPDAなど，ど

んな機器にも実装できる。今回サンが

公開したソース・コードはJavaで記述

したものだが，これは1つの実装例に

すぎない。

JXTAプロトコルを実装したマシンは

「ピア」と呼ぶ（図2）。ピアは，「グル

ープ」を作成したり，その参加条件を

決めたり，それに参加・脱退したりで
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◆パイプ
コマンドとコマンドとの間をつなぐ接続機構。
UNIXのシェルでは，コマンドaの出力をコ
マンドbの入力とする場合“a｜b”のように
記述する。パイプは一方向のプロセス間通信
機構とも言える。ただし，同一の親プロセス
が起動した兄弟プロセスか，親子関係を持つ
プロセス間としか通信できない。

◆オープ・ンソース
ソフトウエアのソース・コードが公開されて
いること。通常は無償で公開される。オープ
ン・ソースのソフトウエアはユーザーが自由
に改良できるため，結果的にソフトウエアの
質が向上するとされる。技術さえあれば自力
で不具合に対処できるという安心感があるこ
とも利点の1つである。

◆シェル
OSに実装されるコマンドを解釈実行するイ
ンタプリタ。OSの一番外側にありOS全体を
包んでいるような感じになっているためシェ
ル（貝殻）という名がある。シェル・コマン
ドを使って書いたプログラムをシェル・スク
リプトと呼び，コマンドと同様に実行できる。
Bourneシェル，Cシェル，tcshなどがある。

◆XML
eXtensible Markup Languageの略。人間
にもコンピュータにも扱いやすいデータの表
現方式。例えば発注書は，日付，発注者，発
注内容といったデータからなるが，それぞれ
のデータに「タグ」（<日付>～</日付>など）
という目印をつける。98年2月にW3Cが
XML1.0として標準仕様を勧告した。

図2 ピアとピア・グループの概念
JXTAでは，JXTAプロトコルを実装したマシンである「ピア」と，そのピアをグループ化した「ピア・グルー
プ」があり，それぞれがPtoPサービスを提供できる。ピア・グループのサービスは，グループ内のピアが共同
で提供するもので，複数のピア間で負荷を分散したり，冗長性を持たせたりできる。ピア・グループには，そ
れに参加するピアが「コンテンツ」と呼ぶデータを共有する機能がある。
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きる。ピアとピア・グループは，他の

ピアに対して「サービス」を提供する。

ピア・グループが提供するサービスは，

グループ内の複数のピア上で動作させ

ることにより，負荷分散を図ったり，

冗長性を設けたりできる。

ピア間の通信には，UNIX風の「パ

イプ」と呼ぶ仮想的な通信路を用いる。

ピアはパイプを作成したり，オープン

してデータを送受信する。

こうした仕組みを実現するために，

JXTAでは6種類のプロトコルを規定し

た（表1）。ピアやピア・グループ，ま

たはそのサービスを探したり，ピア・

グループやパイプを作成・管理するた

めのプロトコルである。

ディレクトリなど不十分な点も

もっとも現在のJXTAだけでPtoPア

プリケーションを開発するには，不十

分な点がある。1つはセキュリティ機

能が十分でないこと。例えば現行バー

ジョンでは，ピア・グループ内のデータ

をピアごとにアクセス制御できない。

もう1つは，リソースを検索するた

めのディレクトリの仕組みが不十分な

ことである。

PtoPの魅力の1つは，インターネッ

ト上にある無数のコンピュータが持つ

コンテンツやサービスを利用しあえる

こと。しかし，それを実現するには，

強力なディレクトリ機能が必要である。

例えば， DNS（ドメイン名システム）

のように，地域ごとにディレクトリを

分散させて，各ディレクトリ間で情報

を同期させるといった仕組みが必要に

なるだろう。一方，現在のJXTAバー

ジョン1は，ブロードキャスト通信に

よる検索機能と，「ランデブ・ピア」と

呼ぶ集中型のディレクトリにアクセス

する機能しか提供していない。

NTTが分散ディレクトリを製品化

こうした分散型のディレクトリを効

率的に実装したPtoPソフトがある。

NTTが4月27日に発表した製品「SIO

Net」である。SIONetは，JXTAのピ

アやピア・グループ，パイプとほぼ同

等の機能を備えている。

SIONetでは，サービスやコンテンツ

などのリソースに意味情報を付加し，

この意味情報を基に効率的な検索を可

能にしている。例えばユーザーが，ピ

ア上の音楽ファイルに，「ジャンル」が

ピアノ曲で「価格」が2000円という意

味情報を付加したとする。そのピアは，

隣接するピアに対して「ジャンル」と

「価格」に関して意味付けられたリソー

スを持つことを通知する。この情報を

受け取ったピアは，さらに隣接するピ

アに同じ情報を伝達していく。こうし

てピア・グループ内のすべてのピアは，

特定の意味付けを持つリソースが，隣

接するどのピアの先にあるかをデータ

ベースとして持つようになる。

こうした状態で，あるピアが「ジャ

ンル」がピアノ曲で「価格」が1500円

以下の音楽ファイルを検索したとする。

この検索要求は，「ジャンル」と「価

格」という2つの意味付けを持ったリ

ソースに対してだけ伝達されていく。

こうして無駄な検索要求が流れないよ

うにしている。ちなみにGnutellaの場

合，こうした検索要求は，隣接するピ

アにすべてブロードキャストされるた

め，大きなトラフィックが発生してし

まう。

NTTは「SIONetを JXTA対応にす

ることも選択肢の1つ」としている。

◆DNS
Domain Name Systemの略。TCP/IPネッ
トワークで用いるネーム・サービスの仕組み。
TCP/IPネットワークでは，ドメインと呼ぶ
論理的なグループを階層的に設定でき，その
論理グループ名称であるドメイン名をコンピ
ュータの名前（ホスト名）の一部に組み込ん
で利用する方法が採られている。DNSサー

バーは，ホスト名とIPアドレスの対応表を持
つ。通信したい相手ホストのIPアドレスが分
からない場合，DNSサーバーにホスト名を問
い合わせると，そのホストのIPアドレスを通
知してもらえる。
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表1 6種類のJXTAプロトコル

名前 概要

ピア・ディスカバリ・プロトコル ピアやピア・グループ，パイプ，サービスを発見するためのプロト
コル。ブロードキャスト型とユニキャスト型（ディレクトリに対し
て）がある。名前やキーワードを指定して検索する

ピア・リゾルバ・プロトコル ピアやピア・グループ，パイプ，サービス，またはその状態や属性
を検索するためのプロトコル。主に，ディレクトリ・サービスを提
供するピア（ランデブ・ピア）間で利用する

ピア・インフォメーション・プロトコル ピアの状態（起動しているかどうかなど）やピアの能力（サービス
や属性，エンドポイント）を調べるためのプロトコル。ピア・ディ
スカバリ・プロトコルで発見したピアに対して利用する

ピア・メンバーシップ・プロトコル ピア・グループに参加するための条件を調べたり，参加を申し込ん
だり，脱退するためのプロトコル

パイプ・バインディング・プロトコル パイプを作成，オープン，クローズ，削除したり，パイプにデータ
を送受信するためのプロトコル。パイプは仮想的な名前付きのメッ
セージ・キュー

エンドポイント・ルーティング・プロトコル ピアのエンドポイント（TCPのポートのようなもの）にアクセスす
るためのゲートウエイを調べるためのプロトコル。携帯電話のよう
に，IPでリーチできないピアにアクセスする場合などに使う


