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次世代分散型アプリケーションプラットフォームのための 

プロトコル開発支援システム 

― 「Mousse」＆「Shargri-La」 ― 

 

1. 背景 

 世界最大の分散型アプリケーションプラットフォームである Ethereum は、プロト

コルアップグレードプロジェクト Ethereum 2.0 において、そのスケーラビリティを

大幅に改善しようとしている。具体的には、Data sharding、Execution sharding と呼

ばれる異なる 2 つのシャーディング技術の導入が検討されている。 

 Data sharding は現在仕様策定が進み、導入が目前に迫っている。Data sharding は

単にデータを記録するだけのシャーディングであり、単体ではユースケースの幅は広

くなく、Rollup と組み合わせて使われる。今後は Rollup を初めとする Data sharding

のアプリ開発が進むと予想されるが、現状は開発に必要なテスト環境が存在しない。 

 Execution sharding は、Data sharding と異なり、Ether の送金やコントラクトの実

行も可能なシャーディングである。Data sharding の後の段階として、導入可能性が

検討されている。しかしながら、Execution sharding により大きく変化しうるユーザ

ー行動の影響は不透明である。 

 

2. 目的 

 本プロジェクトでは、次世代の分散型アプリケーションプラットフォームである

Ethereum 2.0 における、Sharding や Rollup といった先進的なスケーリング技術のプ

ロトコル開発を支援するソフトウェアを開発する。2 つの目的「Data sharding のアプ

リ開発のテスト」「Execution sharding のユーザー行動の解析」それぞれを達成するソ

フトウェアの開発に取り組む。 

 

3. 開発の内容 

 本プロジェクトでは、2 つのソフトウェアを開発した。 

 

 Mousse：Eth2 のアプリをローカルテストするためのエミュレーター（図 1） 

 Shargri-La：Eth2 上のユーザー行動を解析するためのシミュレーター（図 2） 

 

図 1：Mousse のロゴ 

 

図 2：Shargri-La のロゴ 

 

3.1. Mousse 

 Mousse は、Eth2 のアプリをローカルテストするための Eth2 エミュレーターであ
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る。Eth2 のアプリは主に Rollup を想定している。Mousse は次の 3 つのプログラム

から構成されている。 

 

 Eth2 data sharding のシミュレーター 

 Eth2 data sharding における P2P クライアントを模倣する HTTP サーバー 

 ブロックやステートを可視化及びエミュレーターを操作するためのダッシュボー

ド（図 3） 

 

図 3：Mousse のダッシュボードの外観 

 

 現在の設計では、現行の Ethereum と Ethereum 2.0 がマージされる前のモデルを

採用している。また、バリデーター、P2P ネットワーク、コンセンサスアルゴリズム、

及び、データ可用性のメカニズムを抽象化している。 

 Eth2 アプリ開発者は、Eth2 の P2P クライアントとの通信を Mousse の HTTP サー

バーで置き換えることにより、Eth2 で様々なテストケースを実行できる。また、

Mousse は Eth2 に故障が起きるシナリオをエミュレートできる。 

 

3.2. Shargri-La 

 Shargri-La は、Eth2 execution sharding におけるユーザーの行動を解析するための

Eth2 シミュレーターである。トランザクションレベルのシミュレーションが実行で

きる（図 4）。Shargri-La を使用することで、Execution sharding におけるユーザーの

動作に対するテストが可能になり、研究者がシャーディングプロトコルを設計及び改

良するのに役立つ。 

 Shargri-La は次の 2 つのプログラムから構成されている。 

 

 Execution sharding のシミュレーター 

 シミュレーターによる実行結果を可視化するビジュアライザー 
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図 4：Shargri-La のアーキテクチャ 

 

 また、本プロジェクトでは、Shargri-La を使用して、EIP-1559 プロトコルの Ether

送金をシミュレートする実証検証プログラムの作成も行った。 

 

4. 従来の技術（または機能）との相違 

 

4.1. Mousse 

 Eth2 の Data sharding はまだ仕様策定段階であり実装は全く進んでいないため、現

時点では Data sharding のアプリのテスト環境としては唯一の手法となる。現状ドラ

フト段階の仕様に直接携わっているのは僅か 10 名前後であり、Eth2 開発チームです

らまだ詳細を理解しているメンバーの少ない中、仕様を再現している Mousse は貴重

なソフトウェアであると言える。 

 

4.2. Shargri-La 

 パブリックブロックチェーンの理論的な研究のための既存のシミュレーターとし

ては、Bitcoin Simulator や SimBlock など、コンセンサスアルゴリズムや P2P ネット

ワークを対象とするものが挙げられるが、Shargri-La はトランザクションレベルのシ

ミュレーションを行い、ユーザー行動を対象とする点で異なる。 

 

5. 期待される効果 

 

5.1. Mousse 

 Mousse を用いることで、Eth2 data sharding のアプリケーション、特に Rollup の
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テストが高速かつ柔軟にできる。Data sharding は必ずしも Rollup に限定されるわけ

ではなく、パブリックブロックチェーン上に何らかのデータを記録する様々なユース

ケースで活用でき、そのアプリ開発にも使われることが期待される。例えば、デジタ

ル文書のタイムスタンプ、分散型アイデンティティの記録、Baseline Protocol 等のシ

ステム間連携の基盤等への応用可能性がある。 

 

5.2. Shargri-La 

 Shargri-La を用いることで、シャーディングプロトコル上のユーザー行動によるシ

ステム全体への影響が明らかになる。また、その分析結果からシャーディングプロト

コルの構築及び改善が行われることが期待される。 

 

6. 普及（または活用）の見通し 

 

6.1. Mousse 

 Data sharding は今年から来年のローンチが予想されるため、Mousse のニーズが高

まっていくと考えられる。Mousse をリリースしてすぐに Ethereum コミュニティか

ら好意的なコメントやフィードバックを頂いており、Rollup 開発者からは「現行の

Ethereum へのローンチが終わり次第取り組みたい」とメッセージを頂いている。

Rollup は、既に 10 種類以上誕生しており、Mousse が Eth2 上のアプリのテスト環境

として、それら開発者コミュニティ全体に使われるようになることが期待される。 

 

6.2. Shargri-La 

 Shargri-La の対象とする Execution sharding は、Data sharding より後に導入が検

討されている。Data sharding のローンチ後、Shargri-La は Execution sharding の研

究開発のためにニーズが高まると予想される。 
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