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1 序論

　近年，計算機の高性能化やネットワークのブロードバン

ド化が進み，インターネット上ではテキスト情報のみなら

ず，静止画，動画，音楽といった多様なコンテンツが多数

のユーザにより交換されるようになった [1]．そこで，この
ようなコンテンツの大容量化及び多様化に対応して，ユー

ザが目的のコンテンツを効率的に探索，取得するための方

法として，Peer-to-Peer (P2P)ネットワークを用いたコン
テンツ共有が注目されている．

　 P2Pネットワークを用いたコンテンツ共有では，一般
に，複製配置法と呼ばれる手法が用いられる．複製配置法

では，あるピアに存在するコンテンツの複製を作成し，他

の複数のピアに分散的に配置する．これにより，ネットワー

ク上の複数のピアで同種のコンテンツを重複して保持でき

ることから，コンテンツの消失を抑制することが可能とな

る．また，コンテンツの探索時間の短縮や，ネットワーク

への負荷を抑制できる利点もある．しかし，複製を保持す

るためのピアのストレージ容量は有限であり，複製配置法

の効果には限界がある．

　一方，サーバの仮想化技術や分散処理技術等を用いた，ク

ラウドコンピューティングが急速に発達，普及している [1]．
クラウドコンピューティングを用いたシステム (以下，ク
ラウド)が提供するサービスの一つにオンラインストレー
ジサービスがある．このサービスでは，インターネットを

介してクラウド上のストレージを利用することができ，そ

のコストを負担する限り事実上容量制限は無い．

　このようなクラウドの利点に注目し，P2Pネットワーク
におけるコンテンツ共有システムにクラウドを組み合わせ

ることで，効率的にコンテンツ共有を行うことが期待でき

る．しかし，P2Pネットワークにおけるコンテンツ共有手
法に関する従来研究の多くは，コンテンツの保持にピアの

ストレージのみを利用した環境を想定しており，ピアとク

ラウドの両方のストレージを用いることが可能な環境を想

定したコンテンツ共有手法については，十分に検討されて

いない．

　そこで，本研究では比較的コンテンツの位置情報の管理

が容易なハイブリッド型 P2Pを対象とし，これにクラウ
ドストレージを加えた効率的なコンテンツ共有手法につい

て検討する．また，計算機シミュレーションにより，その

有効性を検証する．

2 コンテンツの有用性を考慮した共有手法の提案と評価

2.1 問題の定式化

　BAモデルに従ってルータのネットワークトポロジを生
成し，各ルータに端末が接続するネットワークを仮定する．

また，コンテンツの位置情報等を管理しているインデック

スサーバが存在するものとする．各ピアはネットワークへ

の加入・離脱を行い，クラウドは常にネットワーク上で稼

働するものとする．各ピアのストレージ容量には制限があ

り，クラウドにはその制限は無いものとする．また，クラ

ウドシステムを構成するデータセンタにコンテンツが配置

された場合，即座に他のすべてのデータセンタにミラーリ

ングされる．

　本章では評価尺度に用いるコストとして，クラウドで利

用されたストレージ容量，コンテンツ転送時のホップ数と

そのトラヒック容量の積の総和，コンテンツ取得に失敗し

た回数のそれぞれについて，単位時間あたりの平均を取っ

た値をストレージコスト，ネットワークコスト，ロストコ

ストと定義する．これらのコストの加重和を総コストとし

て用い，総コストを最小とするコンテンツ共有手法が優れ

ていると判断する．なお，総コストの算出では，各コスト

は当該手法のコストの平均値で正規化した値とする．

2.2 提案手法

　効率的なコンテンツ共有を行うためには，先述したスト

レージコスト，ネットワークコスト，ロストコストの三つ

を抑制する必要がある．また，ハイブリッド型P2Pネット
ワークを構成するピアのみでは，ロストコストの抑制は限

界があり，クラウドを用いることで更なる抑制が可能とな

る．ただし，クラウドを用いる際には，その利用コストを

抑制する必要がある．

　提案手法では，各コンテンツに，ネットワーク上で保持

すべき優先度を示す有用度と呼ばれる値を与え，これを元

に複製配置を制御する．また，ピアとクラウドの両方を用

いてコンテンツを共有するが，両者は異なる特性を持つた

め，その差異を考慮して，コンテンツの配置先がピアかク

ラウドかによって，用いる有用度を使い分ける．ピア，ク

ラウドに配置する際に用いる有用度をそれぞれUp，Ucと

し，これらの定義を以下に示す．

有用度の定義

＜有用度 Upの定義＞

　有用度Upの定義では，各コストの抑制に寄与するよう留

意しなければならない．ただし，クラウドに配置するコン

テンツの選択は，後述する有用度Ucにて制御を行っており，

また，提案手法は，ある程度複製がネットワーク上に分散

して配置される機構を備えた ERCT (Expanded Replica
Control by number-of-hops Threshold)[2]をベースに採
用している．したがって，有用度 Up の定義には主にロス

トコストの抑制に紀よするように定義することが妥当であ

ると考えられる．

　ロストコストの抑制を実現するために，容量制限のある

ピアのストレージを効率的に利用する必要がある．そのた

め，有用度 Upは，複製の一つが持つロストコストの抑制

への貢献度を，その複製の容量で除した値と定義する．こ

こで，複製一つが持つロストコストの抑制への貢献度とは，

その複製が一つ削除されることによって減少する，システ

ム全体のコンテンツ取得成功率の期待値の減少量として表

される．したがって，あるコンテンツ xi の有用度 Up(xi)
を以下の式 (1)で定義する．

Up(xi) =
∆E[Psuccess](xi)

S(xi)
(1)

∆E[Psuccess](xi): コンテンツ xiの複製が一つ削除されたときの

取得成功率の期待値E[Psuccess]の変化量

S(xi): コンテンツ xiの容量

＜有用度 Ucの定義＞

　この有用度 Uc と閾値 Uth を比較して，閾値 Uth を上回

る有用度 Uc を持つコンテンツは，クラウドに配置するよ

うな処理を施す．ロストコストの抑制の観点から，クラウ

ドには要求頻度の高いコンテンツを配置して，これらのコ

ンテンツが消失しない状態を維持することは重要である．

また，クラウドの近隣のピアが要求する可能性の高いコン

テンツを配置することで，ネットワークコストを抑制する．

なお，ストレージコストの抑制のため，有用度 Uc は要求

頻度をコンテンツの容量で除して求める．これらより，コ

ンテンツ xiの有用度 Uc(xi)は以下の式 (2)で定義される．

Uc(xi) =

∑

h=0

{

∑

v∈Vh

Frequest(v, xi)×
Wh

|Vh|

}

S(xi)
(2)

Frequest(v, xi) : ピア vがコンテンツ xiを

要求する頻度

Vh : クラウドから最短 hホップで

到達できるピアの集合

|Vh| : 集合 Vhの要素数

Wh : 重み (Wk > Wl, if k < l)
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制御内容及び処理内容の詳細

＜コンテンツ要求発生時の制御＞

1. 要求ピアと提供ピア間のホップ数が，複製配置に関する
閾値Hth 以下の場合，要求ピアはコンテンツを参照し，

処理を終了する．そうでない場合は 2へ．
2. 要求ピアのストレージの空き容量が要求コンテンツの容
量以上の場合，要求ピアに要求コンテンツの複製を配置

し，処理を終了する．そうでない場合，要求ピアが保持

するコンテンツの有用度 Upの和が最大となるようにス

トレージに残し，それ以外のコンテンツを移転コンテン

ツとして 3へ．
3. 要求ピアからのホップ数が閾値Hth以下，かつストレー

ジ容量に十分な空きがあるピアのうち，要求ピアからの

ホップ数が最も小さいピアに移転コンテンツを移転させ，

処理を終了する．該当するピアが存在しない場合，移転

コンテンツをクラウドへ移転し，処理を終了する．

＜一定間隔で行う処理＞

　有用度 Uc が閾値 Uth 以上のコンテンツの複製をクラウ

ドに配置し，有用度 Uc が閾値 Uth 未満のコンテンツをク

ラウドからピアへ移転する．また，同じコンテンツの複製

同士のネットワーク上での距離が閾値Dthホップ以上とな

るように複製を削除する．

2.3 評価

2.3.1 評価方法

　計算機シミュレーションを用いて評価を行う．各コスト

の加重和を総コストとし，重みの値を変化させることによ

り，各コストの相対的な重要度を変化させる．

2.3.2 比較対象手法

　有用度 Up を，要求頻度を容量で除した値と定義した

RUS (Replication by Utility defined Separately)[3]，及
び RUSからクラウドを用いる部分と一定間隔で行う処理
を省略した ERCT[2]の二つを採用する．
2.3.3 シミュレーション条件

　ルータ数，ピア数をそれぞれ 2000とし，ピアの初期配置
数は 1000とする．扱うコンテンツの種類数は 5000とし，
各コンテンツを 1つずつ，無作為に選択したピアに配置し
た状態でシミュレーションを開始する．また，閾値 Hth，

Dth，Uth (×10−5)はそれぞれ 3，20，5～ 15とした．
2.3.3 結果及び考察

　シミュレーション結果を総コストとして図1に示す．ロ
ストコストを重視した条件においては，提案手法は最も総

コストを抑制できた．提案手法の，ピアにおけるコンテン

ツの有用度は，そのコンテンツの複製一つあたりの取得成

功率の期待値への貢献度を意味する値として定義している

ため，ロストコストの抑制に大きく繋がった．さらに，こ

の有用度を用いることで，効率的にピアのストレージを使

用することができ，ストレージコスト，ネットワークコス

トの抑制にも良い影響を与えたと考えられる．これに対し，

従来手法の有用度の定義は，提案手法のそれと比較して，

厳密さに欠けていたといえる．

3 コンテンツの人気度の地域特性を考慮した共有方式の提

案と評価

　クラウドのデータセンタは地域毎に分散して配置される

場合が多いことから，本章では，地域毎の各コンテンツの

人気度の差異を考慮した共有手法を提案する．

　BAモデルにより生成されたルータネットワークを一つ
のASとし，これを一つの地域として対応付ける．複数の
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図 1: 総コスト

ASが相互に接続するネットワークを仮定し，各 AS内で
最も次数 (接続されるリンク数)の大きいルータを AS間
接続の役割を担うルータとし，AS間をまたぐ通信は，通
常の通信よりもコストが大きく発生するようにする．また，

各コンテンツが要求される頻度の傾向は，要求を行うピア

が所属するASに依存する．なお，各ASの嗜好の傾向に
関する相関は考慮せずに決定する．

　提案手法では，次のような制御を行う．各々の地域で人

気のあるコンテンツは，その地域内で保持するような制御

を加える．具体的には，地域毎に別々の有用度を用いて，

保持すべきコンテンツを決定する．また，ある地域におい

て人気のあるコンテンツはその地域での有用度が高くなる

ように設定し，要求ピアが同地域内から目的のコンテンツ

を取得できるようにする．さらに，有用度を，地域内に存

在するコンテンツの個数に反比例するように設定し、より

多種のコンテンツをネットワーク上で保持させるようにす

る．

　シミュレーションによる評価の結果，コンテンツの人気

度の地域特性を考慮した制御を加えた場合と，そうでない

場合では，前者のほうがコストを抑制できることが確認で

きた．　

4 コンテンツの取得成功率の期待値を用いた共有方式の提

案と評価

　本章では，クラウドストレージは容量に事実上制限がな

いという利点を活かして，コンテンツ共有システムが要求

される取得成功率を確実に維持できるような制御方式につ

いて検討する．問題の定式化は第 2章と同様である．提案
手法の方針は，取得成功率の期待値がネットワーク上に存

在するコンテンツの複製数によって決定されるため，目標

以上の期待値を維持するために必要な各コンテンツの複製

数を算出し，ネットワーク上に配置するというものである．

その際，あるピアからの要求頻度が高いコンテンツの複製

はそのピアの近隣に配置するように決定する．さらに，ピ

アのストレージのみで必要数分の複製を配置することがで

きない場合は，クラウドを用いる．システム稼働開始から

一定時間が経過し，コンテンツの分布が定常状態になった

ところで，上記の制御を実施し，目標とする取得成功率を

維持するコンテンツ配置を行う．

　シミュレーションによる評価の結果，提案手法は従来手法

よりもコンテンツの取得成功率を向上させ，かつストレー

ジコストの抑制も同時に実現できた．しかし，ネットワー

クコストが増大し，これに重みを置いた場合の総コストは，

従来手法よりも拡大する結果となった．また，システムが

要求する取得成功率を維持するためには，どの程度のスト

レージコスト，ネットワークコストが発生するかといった

知見も得ることができた．

5 結論

　本研究では，ハイブリッド型P2Pネットワークにおける
クラウドのストレージを併用した，効率的なコンテンツ共

有手法を提案した．また，その有効性を計算機シミュレー

ションにより評価した

　第 2章では，共有システム上での各コンテンツの有用度
を定義し，これを用いてネットワーク上で保持すべき複製

の優先度を決定する手法を提案した．その結果，クラウド

を用いない従来の手法と比較して，大幅にコンテンツの消

失を抑制できた．

　第 3章では，コンテンツの人気度が地域により差がある
場合に有効な共有手法の提案を行った．具体的には，ある

地域において人気のあるコンテンツは，その地域内で保持

するように制御を行う機構を加えた．結果として，そのよ

うな制御がコストを抑制できることを確認できた．

　第 4章では，コンテンツ共有システムがサービスとして
要求される取得成功率を設定し，これを維持するようなコ

ンテンツ共有手法について検討した．その結果，提案手法

は，従来手法と比較して，コンテンツの取得率を大きく向

上させつつストレージの使用量も低減することができた．

　今後の課題として，異なるネットワーク形態やより大き

なネットワーク規模での提案手法の有効性の検証等が挙げ

られる．
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