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1 序論
　近年，通信端末の高性能化やネットワークの高速化に伴い，

ネットワーク上では音楽や動画などの多種多様なコンテンツ

がユーザ間で交換されるようになった [1]．現在，最も普及し

ている計算機ネットワークシステムであるクライアント・サー

バ型システムを用いたコンテンツ交換では，サーバがコンテ

ンツを一元的に管理することから，サーバの処理能力不足や，

その周辺のネットワーク負荷の増大といった問題がある．こ

の問題の解決策として，コンテンツ本体を保持するキャッシュ

容量を持つルータ (キャッシュルータ)を利用することで，ク

ライアントが付近のルータからコンテンツを取得し，サーバ

への負荷を軽減する手法がある [2]．しかし，どちらの場合で

もサーバが故障した場合は，システム全体が停止し，サービ

スが提供できなくなるため，耐故障性の点で脆弱である．

このようなクライアント・サーバ型システムに対して，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．非構造型 P2Pネットワークでは，ピアやコンテン

ツに構造的な制約を与えないため，柔軟かつ安定したシステ

ムを構築することができ，負荷分散や耐故障性に優れる．そ

の反面，ネットワーク内のピアやコンテンツの位置情報を一

括して管理する機能が存在しないため，コンテンツを取得す

る際は逐次探索を行い，コンテンツを保持するピアを特定す

る必要がある．特に実際の非構造型 P2Pネットワークにおけ

るコンテンツ探索にはフラッディングなどが用いられるため，

クエリ数の増加による通信量の増大や探索精度の低下が問題

となっている．また，P2Pネットワークではあるピアの故障

やネットワークからの離脱により，そのピアが保持するコン

テンツがネットワーク上から消失する問題もある．

そこで，本研究では，キャッシュルータを併用した非構造

型 P2Pネットワークにおけるコンテンツ共有システムを用い

る．これにより，キャッシュルータは物理ネットワークから離

脱せず，要求ピアは付近のルータからコンテンツを取得でき

るようになるため，コンテンツの消失と探索に要する通信量

の抑制が期待される．さらに，この環境において，各ピア及

びルータにコンテンツの転送履歴情報を付与することで，ピ

アやコンテンツの位置情報を一元的に管理するサーバなしに

高精度かつ効率的にコンテンツを探索・取得する方式を提案

する．また，計算機シミュレーションにより，本提案システ

ムの有効性を検証する．

2 コンテンツ転送履歴とルータのキャッ
シュを用いたコンテンツ共有方式の提案と
評価
　本章では，キャッシュルータを併用した非構造型P2Pネット

ワークにおけるコンテンツ探索において，コンテンツの探索

に用いるクエリのうち，目的のコンテンツを保持するピアに

辿り着いたクエリの軌跡を，コンテンツの転送履歴情報 (TR:

Transmission Record)[3]として各中継ピアおよびルータに記

録させることで，過去と同一のコンテンツが要求された際に

は，これらの TR を参照して適切なピアまたはルータへのみ

クエリを誘導する方式を提案する．また，ピアの加入・離脱

が頻繁に発生する環境において，TRを更新する制御を備える

ことで，その整合性を保ち，探索精度を高く維持する．そし

て，計算機シミュレーションにより，その有効性を検証する．

2.1 問題の定式化

　本章では，多数のルータにより構成される物理ネットワー

ク上に多数のピアからなるオーバレイネットワークが構成さ

れるものとする．また，各ピアはある頻度でネットワークへ

の加入・離脱を行うものとする．さらに，各ルータは共有コ

ンテンツとそのクエリ誘導情報を一時的に保持できるキャッ

シュ容量を持つものとする．

以上の仮定の下で，コンテンツの取得に成功した割合，コ

ンテンツの探索及び TRの作成・更新・削除の際に転送した

クエリの容量とホップ数の積の総和，転送したコンテンツの

容量とホップ数の積の総和について，単位時間あたりの平均

値を取り，それぞれを取得成功率，探索コスト，転送コスト

と定義したとき，取得成功率を向上させつつ，探索及び転送

コストを抑制するコンテンツ共有方式を求める．

2.2 提案方式

　 TRを用いたコンテンツ探索に加え，オーナー複製配置法

[4]を基本としたコンテンツの複製配置を行う．TRは，ユー

ザのコンテンツ取得に際して，ピアまたはルータを通過した

コンテンツの転送元および転送先のノード情報で構成される．

複製配置時に TRに記録されたコンテンツを削除する場合は，

TRの更新・削除を行う．また，各ピアは定期的にTRに記録

されているピアへの接続確認を行い，接続が切れていた場合，

TR の更新・削除を行う．

(a) コンテンツ要求時の制御

　要求ピアがTRを保持していない場合，TTL (Time To Live)

制約付きフラッディングによりコンテンツ探索を行う．要求

ピア，クエリ受信ピアまたはルータが TRを保持していれば，

TRに記録されている転送元にクエリを誘導する．このとき，

ルータが保持する TRの誘導を優先する．コンテンツを発見

できなかった場合は，TRの更新・削除を行い，フラッディン

グ探索または TRの誘導に移行する．コンテンツを発見また

は TTL=0の場合，探索を終了する．

(b) コンテンツ発見時の制御

　コンテンツ転送時に，転送経路上の各ルータで TRを作成

し，コンテンツをキャッシュする．さらに，転送経路上の各ピ
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図 1: 取得成功率

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 20 30 50 70

探
索
コ
ス
ト
[G
B・
ho
p]

ルータのキャッシュ容量 [MB]

提案方式
trrなし
flooding

I : 95%信頼区間

図 2: 探索コスト

アで TRを作成し，要求ピアに複製を配置する．

2.3 評価

2.3.1 評価方法

　計算機シミュレーションにより，取得成功率，探索コスト，

転送コストの三つの評価尺度を用いて評価を行う．

2.3.2 比較方式

　キャッシュ利用可能なTTL制約付きフラッディング方式と，

提案方式からルータのクエリ誘導情報 (trr)の利用を除いた

方式を用いた．

2.3.3 シミュレーション条件

　ルータ数を 1000 とし，ピアの初期配置数は 1000 とした．

各ピアの加入・離脱およびコンテンツ要求は，単位時間あた

り 1%の確率で発生するものとした．共有コンテンツは 40000

種類のWebページ等のテキストファイルとした．

2.3.4 結果及び考察

シミュレーション結果を図 1 ∼ 3に示す．図 1より，提案方

式は TRによって適切にクエリをコンテンツ保持ピアまたは

ルータへ誘導するため，取得成功率が向上したことがわかる．

また，図 2から，提案方式はクエリ誘導によって転送範囲を

限定することで，無駄な転送を削減したため，探索コストを

抑制したことがわかる．そして，図 3において，提案方式は

探索コストの考察と同様にクエリの転送範囲をより限定する

ため，転送コストも抑制できることが明らかとなった．

3 コンテンツの人気度とルータの次数を
用いたコンテンツ共有方式の提案と評価
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図 3: 転送コスト

　本章では，前章で提案した方式の改良として，コンテンツ

の人気度とルータのリンク次数に応じてコンテンツキャッシュ

の是非を判断する方式を提案する．具体的には，要求クエリ

が通過しやすいリンク次数の大きいルータに人気度の高いコ

ンテンツをキャッシュし，キャッシュ内のコンテンツの置き換

えが少なくリンク次数の小さいルータに人気度の低いコンテ

ンツをキャッシュする．

シミュレーションによる評価の結果，提案方式はコンテン

ツの消失が発生しやすい環境においては，比較方式と比べて

取得成功率を高く保ちつつ，コンテンツの探索に要する通信

量を比較方式と同程度に抑制できることがわかった．しかし，

コンテンツを取得しやすい環境においては，提案方式は比較

方式と同程度の性能であり，一回のコンテンツ取得あたりの

コンテンツ転送に要する通信量は，どちらの環境においても

比較方式よりも要する大きくなることが明らかとなった．

4 結論
　本研究では，非構造型 P2Pネットワークとコンテンツ本体

をキャッシュ可能なルータを併用した効率的なコンテンツ共有

方式を提案した．また，計算機シミュレーションにより，そ

の有効性を評価した．

第 2章では，コンテンツ取得経路上の各中継ピアおよびルー

タに転送履歴情報を記録し，定期的にこれらの情報を更新す

ることで，探索精度を維持しつつ、効率的にコンテンツ探索

を行う方式を提案した．そして，従来方式と比較して取得成

功率を高く保ちつつ，コンテンツの探索と転送に要する通信

量を抑制できることがわかった．

第 3章では，コンテンツ取得時における各ルータへのコン

テンツキャッシュにおいて，コンテンツの人気度とルータのリ

ンク次数に応じてコンテンツキャッシュの是非を判断する方

式を提案した．その結果，探索に要する通信量を同程度に抑

制しつつ，取得成功率を向上させることを確認した．しかし，

比較方式と比べてコンテンツの転送に要する通信量は拡大す

ることがわかった．

参考文献

[1] “情報通信白書平成 27年版,” 総務省, 2015.

[2] V. Jacobson et al., in Proc. ACM CoNEXT, Dec. 2009.

[3] T. Tomimatsu et al., in Proc. IEEE CQR, May. 2013.

[4] Q. Lv et al., in Proc. 16th ACM ICS, June. 2002.


