通信技術の未来を拓く学生論文特集

論 文

P2P ネットワークにおけるコンテンツの人気度を考慮したレプリケー

ション法の提案
友則†

森

朝香 卓也†

高橋 達郎†

Replication Scheme Considering Popularity of Contents in P2P Network
Tomonori MORI† , Takuya ASAKA† , and Tatsuro TAKAHASHI†

あらまし Unstructured 型 P2P ネットワークでは，オーバレイネットワークの隣接ピア数（次数）分布やコ
ンテンツのリクエスト数分布がべき乗則に近い性質をもつことが報告されている．この Unstructured 型 P2P
ネットワークでは，高次数ピアに負荷が著しくかかってしまうこと，低人気コンテンツがネットワーク上から消
滅してしまうため，ネットワーク全体のヒット率が低下してしまうといった問題がある．これらの問題に対し，
キャッシュ置換えや複製配置の観点から解決を図った方式等が提案されている．しかし，キャッシュ置換えでは
素早くコンテンツを広めることができない，複製配置では高負荷がかかるといった問題がある．本論文では，こ
のような問題点を解決するためキャッシュ置換えと複製配置を組み合わせた，新たな複製配置の方式を提案する．
本方式では隣接ピア数に応じて各ピアがそれぞれ異なる複製配置を行うことで，P2P ネットワーク全体として
ヒット率を向上させながら隣接ピア数の多いピアにかかる過剰な負荷を隣接ピア数の少ないピアへ分散させるこ
とができる．また，本論文ではシミュレーションによる評価を行い，提案方式の有効性を示す．
キーワード

べき乗則，unstructured 型 P2P，人気度，レプリケーション

めのキャッシングアルゴリズムが必要とされる．この

1. ま え が き

ような P2P ファイル共有アプリケーションでは，以

P2P (peer-to-peer) 技 術 は 近 年 目 覚 ま し い 進 歩

下のような二つの問題点がある．まず，べき乗側に従

を 遂 げ て い る ．P2P ファイ ル 共 有 ア プ リ ケ ー ショ

うトポロジとなっている P2P ネットワーク上におい

ンとして，DHT (Distributed Hash Table) を用い

て，次数の高いピアを大部分のクエリが通過するので，

て 構 造 化 さ れ た Structured 型（CAN [1]，Pastry

ネットワーク負荷が高くなってしまい，更に，そこに

[2]，Tapestry [3]，Chord [4] など）と，構造化されて

人気度の高いコンテンツが存在しているとき，そのピ

いない Unstructured 型（Napster [5]，Gnutella [6]，

アに対してのダウンロード要求が多数発生し，集中的

KaZaa [7]，eDonkey [8]，Winny [9] など）があり，ま

な負荷が発生してしまうという問題がある．更に，時

た BitTorrent [10] のような配信に特化したアプリケー

間が経過するに従って，いずれのピアも人気度に従っ

ションも利用されている．このうち，Unstructured 型

たコンテンツを保持することになるので，低人気コン

P2P ネットワークを対象としたとき，一般的に隣接ピ

テンツのヒット率が低下してしまい，全体のヒット率

ア数（次数：degree）とピア数の関係 [11], [12]，そし

が低下してしまうという問題がある．

てコンテンツの人気度 (popularity) とリクエスト数の
関係 [13], [14] がべき乗則 (power-law) となっている．

これらの問題に対して，人気度を考慮したキャッシ
ングアルゴリズムが提案されており，ピア間の負荷の

ここでの人気度とは，コンテンツの人気順位のことで

分散，ヒット率の向上の効果が得られていた [15]．し

ある．また，各ピアの記憶容量には限りがあるため，

かし，この方式では，1 度の検索で 1 回ずつキャッシュ

容量が限界に達したときにコンテンツを置き換えるた

置換えが行われ，ヒット率向上の効果を得るためには
数多くの検索回数が必要となるので，人気度が変動す

†

京都大学大学院情報学研究科通信情報システム専攻，京都市
Graduate School of Infomatics, Kyoto University, Kyoto-shi,
606–8501 Japan

54

電子情報通信学会論文誌

る場合に対応できない可能性があった．一方，あるコ
ンテンツを多くのピアにほぼ同時に配置することが
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可能な方式としてレプリケーションがある [16]〜[21]．

P2P ファイル共有アプリケーションにおける検索手法

従来のレプリケーション技術では，一度の検索で複数

には，現在までに，フラッディング，ランダムウォーク，

のキャッシュ置換えが行われるものの，ピアへの負荷

エキスパンディングリングといった方式が提案されて

が非常に高くなってしまうという問題があった．

いる [17]．フラッディングとは，隣接ピアすべてに検

本論文では，人気度を考慮したキャッシュ置換え法

索メッセージ（クエリ）を転送する方式であり，ランダ

とレプリケーションの両方を組み合わせた制御法を提

ムウォークとは，隣接ピアのうち 1 ピアをランダムに

案する．提案方式では，ピアの次数分布と，コンテン

選出し，そこへクエリを転送する方式である．いずれ

ツのリクエスト分布がべき乗則に従っているとき，人

の方式も TTL が 0 になるまで転送を行う．Gnutella

気度の高いコンテンツを低次数ピアで，人気度の低い

では，各ピアはクエリと呼ばれる問合せメッセージを

コンテンツを高次数ピアにもたせ，かつ，その動作を

複数のピアを中継しながらフラッディングをさせてい

複製配置を用いて行うことにより，素早くコンテンツ

くことで，所望のコンテンツの所在を検索する．検索

を拡散（ネットワーク上のピアにコンテンツをもたせ

先のピアにおいて所望のコンテンツが見つかった場合，

ること）させる．それによって，レプリケーションの

該当ピアは検索元にクエリヒットと呼ばれる応答メッ

問題点である高次数ピアへの過剰なアクセス負荷，人

セージをクエリの経路を遡ることで検索元に返す．そ

気度を考慮したキャッシングアルゴリズムの問題点で

して，検索元のピアがクエリヒットを返してきたピア

ある人気度変動によるヒット率低下への対応という問

に対して HTTP で直接接続することで，コンテンツ

題を同時に解決することができる．更に本論文では，

の転送が行われる．

シミュレーションによって，ピアへの負荷の低減，ヒッ

この Unstructured 型 P2P ネットワークにおいて，

ト率の向上，検索メッセージ数の削減ができることを

一般的に，隣接ピア数（次数）とピア数の関係，そし

明らかにする．

てコンテンツの人気度とリクエスト数の関係において

最後に，本論文で BitTorrent 型 P2P アプリケー

べき乗則が見られる [11], [12]．べき乗則に従う P2P

ションでなく Unstructured 型 P2P アプリケーション

ネットワークでは，隣接ピアをほとんどもたない大多

に着目した理由について述べる．BitTorrent 型 P2P

数のピアと，非常に多くの隣接ピアをもつごく少数の

アプリケーションはサーバを利用し，素早くコンテ

ピアが存在する．べき乗則の性質は一般に以下のよう

ンツの配布を行うことが特徴である．それに対して，

な式を満たす．

Unstructured 型 P2P アプリケーションは配布のみ
でなく検索も行うことができること，そしてサーバ
レスであることが特徴である．現状ではそれぞれの

N (d) ∝ d−γ

(1)

ここで，d はあるピアにおける隣接ピア数であり，

方式の特徴に合わせて利用されている．本論文では，

N (d) は d におけるピア数である．なお γ はべき指数

Unstructured 型 P2P アプリケーションの検索機能に

と呼ばれる．べき乗則に従うネットワークではごく一

着目し，その性能向上を目指した方式を提案した．

部のピアが非常に多い隣接ピア数をもっているのに対

2. Unstructured 型 P2P ネットワーク

して，それ以外の多数のピアに隣接しているピアはご
く少数である．よって P2P での論理ネットワークは非

本論文で提案する方式は，Unstructured 型 P2P

常に多い隣接ピア数をもつピアを中心として構成され

ファイル共有アプリケーションを前提としている．Un-

ることより，メッセージは多くの場合そのようなピア

structured 型 P2P は多くの P2P ファイル共有アプ

を通過するため，隣接ピア数の多いピアに過剰に負荷

リケーション（Gnutella [6]，Kazaa [7]，eDonkey [8]

がかかる．そして，そのようなピアが機能しなくなっ

など）で実用化されている．

た場合，論理ネットワーク全体に深刻な影響を与える

Unstructured 型 P2P ファイル共有アプリケーショ

ことになる．

ンでは，物理的なネットワーク上にオーバレイネット

また，P2P ネットワーク上で共有/交換されるコン

ワークを構成している．個々のピアは自律分散的に振

テンツに関してもその人気度の分布がある程度べき乗

る舞うので，ネットワーク全体の動作を特定のピアに

則の性質をもつことが報告されている [13], [14]．つま

頼る必要がなく，ピアのネットワークへの参加・離脱

り，わずかな高人気コンテンツへのリクエストが非常

を比較的自由に行うことができる．Unstructured 型

に多数であり，それ以外の多数の低人気コンテンツそ
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れぞれへのリクエストはごく少数となる．

3. 従 来 研 究
ここでは，人気度を考慮したキャッシュ置換え方式
や，複製配置方式についての説明を述べる．

3. 1 従 来 方 式 Adaptive replacement with
popularity (ARP)

の場所に複製を配置する方式とがある．検索パス上に
おける複製配置手法の主要な方式を以下に説明する．

Owner Replication (OR)
検索がヒットしたときに，コンテンツ要求ピアにお
いて複製を配置する方式である．また，前述の ARP
は，この方式を想定している．検索 1 回に対して配置
される複製がたかだか 1 個であるため単純で，かつ

Adaptive Replacemenet with Popularity (ARP)

ネットワークコストが低いが，複製がネットワーク内

[15] とは，各ピアをその次数により低次数ピア，高次

に広まるために時間がかかるという点，コンテンツ要

数ピアに分類し，それぞれ異なるキャッシュ置換えを

求ピアのコンテンツ要求パターンに複製配置が依存す

行う方式である．具体的には，事前に決められたしき

るため，LRU では人気度の低いコンテンツが存在し

い値より小さい次数のピアを低次数ピア，大きい次数

にくくなってしまう点などが問題となる．なお，ダウ

のピアを高次数ピアとみなし，低次数ピアでは従来通

ンロードは，コンテンツ要求ピアとコンテンツ供給ピ

り LRU (Least Recently Used) を行い，高次数ピア

アの間の直接転送で行われる．

では，人気度の高いコンテンツを意図的に排除しなが

Path Replication (PR)

ら LRU でキャッシュ置換えを行う．これによって，低

コンテンツ要求ピアとコンテンツ供給ピアとの検索

次数ピアでは人気度に従った種類のコンテンツを，高

パス上にあるすべてのピアに複製を配置する方式であ

次数ピアでは人気度の低いコンテンツを保持するよう

る．ダウンロードは，検索パス上のピアでレプリケー

になり，高次数ピアの負荷を下げることができる．更

ションを行いながら中継転送で行う．1 度に複数の複

に，多様なコンテンツがネットワーク上に存在できる

製が配置されるため，OR に比べ，素早く人気コンテ

ようになるため，結果的にヒット率を向上することに

ンツを拡散することができるが，複製配置回数が多い

もなる．

ことにより，必要なストレージやネットワーク資源が

しかし，1 度の検索につき 1 回しかキャッシュ置換
えが行われないため，例えば 100 種類のコンテンツが
あるとき，ARP で低次数ピアに高人気コンテンツを，
高次数ピアに低人気コンテンツを保持させるためには
最低でも 100 回の検索が必要となってしまい，コンテ
ンツのすみ分けが十分行われるために時間を要するこ
とが問題となる．

大きくなるという点が問題である．

4. 提 案 方 式 Adaptive replacement
and replication with popularity
(ARRP)
本論文で提案する方式 Adaptive Replacement and

Replication with Popularity (ARRP) で は ，Un-

3. 2 複 製 配 置

structured 型 P2P ファイル共有アプリケーションに

Unstructured 型 P2P ネットワークでは，ピアの参

おいて，隣接ピア数（次数）とコンテンツの人気度に

加，離脱が頻繁に行われる．そのため，あるコンテン

着目し，そして，ヒット率を低下させずに，オーバレイ

ツで，あるピアのみが保持しているような状態におい

ネットワーク上における高次数ピアにかかる過大な負

て，そのピアが離脱してしまった際，そのコンテンツ

荷を低次数ピアに負担させる．更に，新規に発生した

を手に入れることができなくなることが問題となる．

コンテンツをネットワーク上のピアへ拡散したい場合，

また，P2P ネットワーク上にわずかしか存在しない希

レプリケーションを用いることによって，キャッシュ

少コンテンツである場合，Unstructured 型 P2P では

置換えで行う方式より高速に実現する．各ピアの次数

検索をそのコンテンツを保持しているピアまで行き渡

にしきい値を設け，その大小によりキャッシュ置換え

らせることを保証しない．以上の問題に対する有効な

を行うかどうか決定する．具体的には，DF (Division

改善策として，コンテンツの複製を複数のピアに配置

Factor) をパラメータとして

することが提案された [16]〜[21]．複製配置をする際
に考慮すべきことは，どこに，どの程度複製を配置す

(隣接ピア数) > DF

(2)

るのか，ということである．既存の方式では，検索パ

を満たすならばそのピアは高次数ピアであるとし，満

ス上に複製を配置する方式と，ネットワーク上の任意

たさないならば低次数ピアであるとする．ここで，べ
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Fig. 1

図 3 Blacklist の動作
Fig. 3 Procedure of Blacklist.

図 1 コンテンツ検索時の動作
Procedure of searching contents.

新規コンテンツ登録時においてはそのコンテンツを最
上位に登録する．既にリストに入っているコンテンツ
については，一つ上の順位のコンテンツと入換えを行
う（図 3）．以上の動作を行ったとき，低次数ピアはク
エリ到達時点で Blacklist の更新を行うので，更新を
続けていった場合，低次数ピアが保持する Blacklist の
しきい値 Bth 以上の順位には新規コンテンツが登録さ
れている．よって，低次数ピアはそれ以降ダウンロー
ドされる新規コンテンツの複製を保持することができ
る．一方，高次数ピアは複製配置後に Blacklist の更
図 2 コンテンツダウンロード時の動作
Fig. 2 Procedure of downloading contents.

新が行われるため，新規コンテンツの複製を一度は必
ず保持することができる．これによって，全ピアが新
規コンテンツの複製を保持するようになるため，新規

き乗則に基づく P2P ネットワークでは，DF が多少

コンテンツを素早く拡散することができる．

変化しても結果に与える影響はそれほど大きくないの

(1) 低次数ピアの動作

で，P2P ネットワークのおおよその参加ピア数から次

ダウンロード時に検索パス上の低次数ピアは，自身

数を推定し，適切な DF を設定することができる．
各ピアは，Blacklist というコンテンツのリストに
よってコンテンツの人気順位を推定する．そして，

Blacklist はある一定値の Blacklist しきい値 Bth を

の Blacklist を参照し，ダウンロードコンテンツが上
位から Bth までのコンテンツであったなら複製配置を
行う．

(2) 高次数ピアの動作

もつ．Blacklist はピアが各自でそれぞれ保持するも

ダウンロード時に検索パス上の高次数ピアは，低次

のである．Blacklist の更新方法は，まず，低次数ピ

数ピアと同様に自身の Blacklist を参照する．ただし，

アでは各々のピアにクエリが到達した時点で更新を行

ダウンロードコンテンツが Bth 以下の順位のコンテン

い（図 1），高次数ピアでは，複製配置を行った後に更

ツを対象にした複製配置を行う．

新を行う（図 2）．ここで，高次数ピアでクエリ通過

また，いずれの次数のピアにおいても，キャッシュ

の際に Blacklist の更新を行うと，新規コンテンツは

置換えは LRU で行う．以上のことから，この動作を

Blacklist の最上位に登録されてしまい．高次数ピア

行ったとき，低次数ピアは，リクエストがべき乗則に

で複製を保持することができない．よって，高次数ピ

従うものであるなら，人気度の高いコンテンツと新

アではコンテンツの複製後に Blacklist の更新を行う

規コンテンツを多く保持する状態になる．このとき，

ものとした．更新の方法は，リスト内においてコンテ

ARRP では低次数ピアのみが高人気コンテンツを保

ンツの順位付けを行い，その中で順位の入換えを行う．

持するため，PR のように，負荷が高くなってしまう
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ということがない．また，高次数ピアは，上述のよう

のべき指数 (power index) は，1.0 付近となっている

に Blacklist の更新をダウンロード後に行うため，高

ため，この値を基本パラメータ値とした [23], [24]．ま

次数ピアは人気度の低いコンテンツと新規コンテンツ

た，提案方式の比較対象として，OR，PR，ARP を

を保持するようになる．よって，高人気コンテンツと

用いた（人気度変動については付録参照）．

低人気コンテンツをそれぞれ低次数ピア，高次数ピア

5. 2 評 価 指 標

に配置することにより，高次数ピアの負荷を軽減させ

本論文のシミュレーションに用いる評価尺度はピア

ることができる．更に新規コンテンツはすべてのピア

への負荷，メッセージ数，ヒット率，人気度ごとのヒッ

が複製配置を行い，高速なコンテンツの拡散を可能と

ト率である．ピアへの負荷については，ピアへのアクセ

しているため，人気度の変動にも対応できる．

スの集中を評価するために様々な文献で用いられてい

5. シミュレーション評価

る [15], [25]〜[27]．本論文では，ピアへの負荷 (load)
を，各ピアのアップロード，ダウンロード総数とし，

5. 1 シミュレーションモデル

複製配置の際にはアップロードとダウンロードを一度

提案方式の有効性を検証するためにシミュレーショ

ずつ行うとした．そして，最大メッセージ数 (number

ンを行った．本論文では P2P ネットワーク，及びピ

of messages) は，シミュレーションを通して通過した

ア–ピア間の処理のみをモデル化した．ネットワークモ

クエリ総数とした．また，ヒット率 (hit rate) は

デルとして BA モデル [22] を用いた．また，検索モデ
ルとして，フラッディングで検索をするモデルと，ラ
ンダムウォークで検索をするモデルの 2 種類を用いた．
シミュレーションの基本パラメータ値を表 1 に示す．
なお，表 1 における DF とは，4. における DF と同様
に，高次数ピア，低次数ピアを分類するための次数の
パラメータである．また，事前に DF を除いた基本パ
ラメータ値のもとで試行実験を行い，ARP と ARRP

hit rate =

download num
request num

(3)

とした．ただし，download num はネットワーク全体の
単位時間当りのダウンロード数，request num はネッ
トワーク全体の単位時間当りのリクエスト数とする．ま
た，人気度ごとのヒット率 (hit rate popularity(j)) は

hit rate popularity(j) =

の最大負荷の値を最低にする DF の値をそれぞれ求め

download num(j)
(4)
request num(j)

た．そして，求めた DF 値を ARP，ARRP の DF の

とした．ただし，hit rate popularity(j) は人気度 j

基本パラメータ値とした．そして，各ピアがそれぞれ 1

のコンテンツのヒット率，download num(j) は人気

回コンテンツ要求を行い，全ピアが一度ずつ検索を行

度 j のコンテンツに対するネットワーク全体の単位時

うとそれを 1 試行とした．そして，総試行回数は 500

間当りのダウンロード数，request num(j) は人気度

試行とした．また，コンテンツの人気度は Zipf 則 [13]

j のコンテンツに対するネットワーク全体の単位時間

に基づく人気度分布に従うものとした．Web ページを

当りのリクエスト数とする．

同士を結ぶリンク構造やアクセス人気度などの Zipf 則

ここで，ピアへの負荷，メッセージ数，ヒット率を
評価指標に用いた理由について述べる．将来的にはピ
アの性能の方がネットワークの性能よりもボトルネッ

表 1 シミュレーションの基本パラメータ値
Table 1 Fundamental simulation parameters.
トポロジ
試行回数
クエリ転送数
ピア数
コンテンツ数
保持コンテンツ数
Blacklist 容量
Bth
人気度変動間隔
べき指数
DF
TTL
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Flooding Random walk
BA モデル
500
4
1000
5000
50
5000
1000
1000 検索ごと
1.0
12
8
3
30

クになると考えられる．そこで，本論文ではピアがボ
トルネックになるという前提で，ヒット率，最大負荷，
各ピアへの最大メッセージ数という評価指標を用いた．
ヒット率はピアがどの程度所望のコンテンツを発見で
きるかという指標であり，他の指標と異なり，高けれ
ば高いほど性能が高いとみなせる．また，最大負荷は
ピアのストレージへの書込み，読込みの処理の指標で
あり，最大メッセージ数はピアへ到達するメッセージ
の中継，応答，参照の際に発生する処理の指標である．
これらには，許容可能な限界値が存在し，それよりも
大きくなった場合が問題となる．

論文／P2P ネットワークにおけるコンテンツの人気度を考慮したレプリケーション法の提案

図 6 最大メッセージ数（フラッディング検索モデル）
Fig. 6 Maximum number of messages (Flooding
search model).
図 4 最大負荷（フラッディング検索モデル）
Fig. 4 Maximum load (Flooding search model).

図 5 ヒット率（フラッディング検索モデル）
Fig. 5 Hit rate (Flooding search model).

図 7 最大負荷（ランダムウォーク検索モデル）
Fig. 7 Maximum load (Random walk search model).

なお，今回はフラッディング検索モデル，ランダム
ウォーク検索モデルの二種類について，まず，基本
パラメータにおいて，人気度ごとのヒット率のシミュ
レーション評価を行った．そして，ピア数を変動させ
たときのヒット率，負荷，最大メッセージ数について
シミュレーション評価を行う．更にパラメータとして，
人気度変動間隔，べき指数，ランダムウォークではそ
れに加えて TTL を変動させたときのヒット率，負荷
についてシミュレーション評価を行った．
基本パラメータ値での評価
図 4，図 7 より，ARRP の最大負荷は，PR に比べ

図 8 ヒット率（ランダムウォーク検索モデル）
Fig. 8 Maximum number of messages (Random walk
search model).

ると大幅に低い数値となっていることが分かる．また，
図 5，図 8 より，フラッディング検索モデルにおいて

ARP よりも少ないことが分かる．

ARRP のヒット率は，PR よりも低く，OR，ARP に

したがって，提案方式 ARRP は，人気度が変動す

対しては大きく優れていることが分かる．更にランダ

る環境において，フラッディング検索モデルでは OR，

ムウォーク検索モデルにおいては，PR と同等であっ

ARP より高いヒット率を，PR より大幅に低い負荷

た．図 6，図 9 より，ARRP の最大メッセージ数は，

で，ランダムウォーク検索モデルでは，PR と同程度の

フラッディング検索モデルでは全方式が同程度であり，

ヒット率を，PR より大幅に低い負荷で保っていること

ランダムウォーク検索モデルでは，PR と同等で，OR，

を確認した．また，PR の最大負荷については，図 4，
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図 9 最大メッセージ数（ランダムウォーク検索モデル）
Fig. 9 Maximum number of messages (Random walk
search model).

図 11

人気度ごとコンテンツヒット率（ランダムウォー
ク検索モデル）
Fig. 11 Hit rate for earch popularity (Random walk
search model).

たときにはそのコンテンツが既に低人気コンテンツと
なっているためである．それに対して，ARRP は複
製配置により高人気コンテンツを素早く拡散すること
ができるため，高人気コンテンツのヒット率は OR，

ARP より高くなっている．
一方，図 11 より，ランダムウォーク検索モデルに
おいては，ARRP は PR と同等の高人気コンテンツ
図 10

人気度ごとコンテンツヒット率（フラッディング検
索モデル）
Fig. 10 Hit rate for earch popurarity (Flooding
search model).

のヒット率であり，OR，ARP と同等の低人気コンテ
ンツのヒット率であることが分かる．これは，TTL が
大きくなったため，複製配置によるコンテンツの高速
拡散，コンテンツのすみ分けによる低人気コンテンツ
のヒット率の向上といった効果がより顕著に現れたた

図 7 より，他方式に比べて大幅に大きな値となってお
り，この傾向が評価項目においても同様であったので，
以降の評価結果では，PR の最大負荷を省略する．

めである．
以上のことから，ARRP は，PR の問題である過剰
な負荷を次数によるコンテンツのすみ分けによって解

5. 3 シミュレーション結果

決し，OR，ARP の問題である人気度変動による全体

基本パラメータ値における提案方式 ARRP の最大

のヒット率の低下をレプリケーションを行うことによ

負荷，ヒット率，最大メッセージ数を測定し，評価を

り解決する方式であることが確認された．

行った．

ピア数に対するスケーラビリティの評価

一方，OR，ARP では，コンテンツの拡散速度が

基本パラメータ値から，ピア数を変化させた場合の

人気度の変動に対応しきれず，それが全体のヒット

最大負荷，ヒット率，最大メッセージ数を測定し，前

率を低下させてしまうという問題があった．そこで，

述した二つの検索モデルについてスケーラビリティの

ARRP によってその問題が解決されたことを確認する

評価を行った．

ため，基本パラメータ値における人気度ごとのヒット

まず，図 4，図 7 より，ARRP の最大負荷はどちら

率を，前述の二つの検索モデルについて評価を行った．

の検索モデルにおいても PR に比べて非常に低く，OR

図 10 より，フラッディング検索モデルにおいて

と同程度であることが分かる．また，ARRP は ARP

ARRP は OR，ARP に対しては高人気コンテンツの

に比べ最大負荷の点では劣っているものの，図 5，図 8

ヒット率が高く，低人気コンテンツのヒット率が低い

より，ヒット率は ARRP の方が高い．つまり，ダウ

ことが分かる．これは，OR，ARP が人気度変動に対

ンロード自体が少ないため，ダウンロード時に増加す

応できておらず，高人気コンテンツが十分に拡散され

る負荷も低くなっていると考えられる．

60

論文／P2P ネットワークにおけるコンテンツの人気度を考慮したレプリケーション法の提案

図 12

人気度変動間隔に対する最大負荷の特性（フラッ
ディング検索モデル）
Fig. 12 Maximum load versus number of searchs
(Flooding search model).

図 13

人気度変動間隔に対するヒット率の特性（フラッ
ディング検索モデル）
Fig. 13 Hit rate versus number of searchs (Flooding
search model).

次に，図 5，図 8 より，フラッディング検索モデル
において ARRP のヒット率はピア数にかかわらず PR
に比べて低くなったが，OR，ARP に対しては高い
ことが分かる．これは，ARRP が OR，ARP に比べ
てコンテンツの拡散を高速に行えることを示してい
る．一方，ランダムウォーク検索モデルにおいては，

ARRP のヒット率は PR と同等であり，ピア数が増加
するにつれて OR，ARP に対して相対的に高くなっ
た．これは，ランダムウォーク検索モデルの TTL が
大きいため，ARRP における複製配置を多数行える
ようになったからである．

図 14

人気度変動間隔に対する最大負荷の特性（ランダ
ムウォーク検索モデル）
Fig. 14 Maximum load versus number of searchs
(Random walk search model).

そして，図 6，図 9 が示すように，ARRP の最大
メッセージ数は，どちらの検索モデルにおいても OR，

ARP より少なく，PR より多くなった．この結果はピ

のリクエストが集中するためである．しかし，ARRP

ア数が変化しても同様であった．これは，ARRP が複

では高人気コンテンツを保持しているのが低次数ピ

製配置を行うため，OR，ARP よりも少ないホップ数

アであるため，そのようなことが起きず，最大負荷が

でコンテンツを発見できるようになったためである．

高くなることがない．また，フラッディング検索モデ

しかし，その傾向は PR の方がより顕著なため，PR

ルでは OR よりも最大負荷は低かったが，ランダム

よりメッセージ数が多くなった．

ウォーク検索モデルでは OR よりも高かった．これは，

以上のことから，最大負荷，ヒット率，最大メッセー

ランダムウォーク検索モデルの方が TTL が大きいた

ジ数において，ARRP はピア数の増大に対するスケー

め，複製が行われる回数が多く，その結果最大負荷が

ラビリティがあるといえる．

高くなったためである．

人気度変動頻度の変化に対する評価

そして，図 13，図 15 より，フラッディング検索モ

人気度変動が起こる検索回数間隔を 500〜3000 の

デルにおける ARRP のヒット率は人気度変動間隔に

間で変動させたときの各方式の最大負荷，ヒット率を，

かかわらず，OR，ARP より高く，PR より低いこと

前述した二つの検索モデルについて評価した．

が分かる．これは，OR，ARP のコンテンツの拡散が

まず，図 12，図 14 より，ARRP の最大負荷は人気

十分に行われる前に人気度が変動してしまうことに対

度変動が緩やかになっても大きくなっていないが，OR

して，ARRP は複製配置により人気度変動前にコン

の最大負荷は大きくなっている．これは，人気度変動

テンツの拡散が行われているためである．また，ラン

が緩やかになったことによりコンテンツが高人気であ

ダムウォーク検索モデルにおいて ARRP のヒット率

る状態が長くなり，それを保持している高次数ピアへ

は人気度変動間隔が長くなるにつれて PR よりも高く
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図 15

人気度変動間隔に対するヒット率の特性（ランダ
ムウォーク検索モデル）
Fig. 15 Hit rate versus number of searchs (Random
walk search model).

図 17 べき指数に対するヒット率の特性
Fig. 17 Hit rate versus power index.

図 18 TTL に対する最大負荷の特性
Fig. 18 Maximum load versus TTL.
図 16 べき指数に対する最大負荷の特性
Fig. 16 Maximum load versus power index.

べき指数が高い場合では ARRP は人気コンテンツを

PR ほどには拡散できていないためである．しかしな
なった．これは，TTL が大きいため，PR において人

がら，最大負荷の点で ARRP は PR より大幅に低く

気コンテンツが複製される回数が増加し，その結果不

なっているため，PR に対しても ARRP は有効であ

人気コンテンツが消滅してしまうためである．

るといえる．

べき指数の変化に対する評価

TTL の変化に対する評価

基本パラメータ値から，コンテンツの人気度のべき

ランダムウォーク検索モデルでは，TTL をフラッ

指数を 0.5〜1.25 の間で変動させたときの各方式の最

ディングに比べて非常に大きくすることが可能であ

大負荷，ヒット率を，評価した．なお，前述した二つ

る．したがって，TTL に対する ARRP の特性を評価

の検索モデルの傾向に大きな差がなかったため，ここ

するため，TTL を変化させた場合の最大負荷，ヒット

ではランダムウォーク検索モデルのみ評価を行った．

率，最大メッセージ数をランダムウォークについて測

まず，図 16 より，ARRP の最大負荷はべき指数が

定した．

大きくなっても高くなっていないが，OR の最大負荷

まず，図 18 より，ARRP の最大負荷は TTL が大

は大きくなっていることが分かる．これは，べき指数

きくなるにつれて他方式よりも大きくなっていること

が大きい場合，OR では人気コンテンツを高次数ピア

が分かる．これは，TTL を大きくした場合複製配置を

が保持し，そのためダウンロード要求が非常に多くな

多数行うためである．しかし，図 19 から，ARRP の

るからである．それに対して，ARRP は低次数ピアが

ヒット率は TTL が小さい場合では PR より低くなっ

人気コンテンツを分担して保持しているため，最大負

ているが，TTL を大きくすると PR よりも高くなっ

荷が大きくなることがない．

ていることが分かる．これは，TTL が小さい場合で

そして，図 17 より，ARRP のヒット率はべき指数

は検索範囲内に見つからなかったようなコンテンツで

が小さい場合では最も高いが，べき指数が大きい場合

も，TTL を大きくして検索範囲が広がることにより，

では PR より低くなっていることが分かる．これは，

見つかるようになるためである．そして，図 20 から，
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図 19 TTL に対するヒット率の特性
Fig. 19 Hit rate versus TTL.
図 21 離脱ピア数に対する最大負荷の特性
Fig. 21 Maximum load versus leave of the peer.

ンツサイズに上限がある場合に ARRP は有効な方式
となる．また，ARRP は ARP に比べて小さい TTL
で所望のコンテンツを発見することができるので，コ
ンテンツ発見時間が早い方式であるといえる．
ピアの離脱を考慮した評価
図 20 TTL に対する最大メッセージ数の特性
Fig. 20 Maximum number of messages versus TTL.

ピアの離脱を考慮するために，ポアソン分布モデル
を用いて離脱ピア数を決定した [28], [29]．また，離脱
しないピアが自然に高次数ピアとなることを考慮する

ARRP の最大メッセージ数は TTL が大きい場合 OR，
ARP よりも大幅に少なく，PR と同程度となったこと
が分かる．これは，OR，ARP に対しては，人気コン
テンツが複製配置を行うことでより検索ホップ数が小

ため，次数 d のピアが離脱する確率 Pd を

Pd =

(dm + 1) − d
D

(5)

とし，次数 d をもつピアの中からランダムに離脱ピア

さい場所に配置されたためである．また，PR に対し

を決定した．ここで，D はネットワークに存在する次

ては，PR では発見することができなかった低人気コ

数の和であり，dm はネットワーク上の最大次数であ

ンテンツを，ARRP では発見することができるため

る．また，離脱ピア数と同数のピアが離脱ピアの代わ

である．したがって，TTL を大きくした場合，負荷の

りに新たに参加し，それら新規参加ピアはコンテンツ

面では不利ではあるが，ヒット率，メッセージ数では

を保持していないものとした．以上の条件で，λ を変

大きな利点があるといえる．

化させたときの最大負荷，ヒット率，最大メッセージ

一方，ARP における TTL が 40 のときのヒット率

数の評価を行った．なお，前述した二つの検索モデル

と，ARRP における TTL が 20 のときのヒット率は

の傾向に大きな差がなかったため，ここではランダム

同程度となっている．このとき，最大負荷は ARRP

ウォーク検索モデルのみ評価を行った．

が ARP の 2 倍程度であり，最大メッセージ数は ARP

まず，図 21 より，最大負荷の特性はピア離脱によ

が ARRP の 3.5 倍程度となっている．ここで，最大

る影響が小さいということが分かる．そして，図 22

負荷はピアのストレージへの書込み，読込みの動作処

より，ヒット率は離脱ピア数が多くなるに従って低く

理の指標として用いた．そして，最大メッセージ数は，

なっているが，方式間の差は変化していないことが分

ピアへメッセージが到達した際の保持コンテンツの検

かる．特に，ARRP と PRha ARP と OR に比べて

索や参照などの処理の指標として用いた．したがって，

ヒット率の落込みが少なくなっている．これは，ラン

最大負荷と最大メッセージ数はどちらも低い方がよい

ダムウォーク検索モデルでは TTL が大きいため複製

といえる．以上のことから，最大負荷の影響が相対的

配置を行う回数が多くなり，ヒット率がピアの離脱に

に小さい場合，例えば動画配信サイトのようなコンテ

よる影響を受けにくくなるからである．また，図 23 よ
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図 22 離脱ピア数に対するヒット率の特性
Fig. 22 Hit rate versus leave of the peer.

図 24

低次数ピア低性能時の最大負荷の特性（フラッディ
ング検索モデル）
Fig. 24 Maximum load with limited performance of
low degree peers (Flooding search model).

図 23 離脱ピア数に対する最大メッセージ数の特性
Fig. 23 Maximum number of messages versus leave
of the peer.

り，最大メッセージ数は離脱ピア数が多くなるに従っ
て多くなっていることが分かる．以上のことから，提
案方式 ARRP はピアの離脱があった場合においても，
有効な方式であるといえる．

図 25

ピアの処理能力を考慮した評価
ここでは，処理能力が異なるピアで P2P ネットワー

高次数ピア低性能時の最大負荷の特性（フラッディ
ング検索モデル）
Fig. 25 Maximum load with limited performance of
high degree peers (Flooding search model).

クが構成される場合の評価を行った．ピアの性能差を
最大で 5 倍とし，次数の低いピアが高性能で次数の高
いピアが低性能である場合と，次数の高いピアが高性
能で次数の低いピアが低性能である場合の 2 通りにつ
いて評価を行った．なお，ここでは低次数ピアが高性
能な場合の次数 d をもつピアの平均負荷を，
d−4

Llow = l(d) × 5 dm −4

デルの最大負荷について評価を行った．
まず，図 24，図 26 に，低次数ピアの性能が低い場
合の各検索モデルにおける最大負荷の評価を示した．
ここから，フラッディング検索モデルでは，ARRP の
最大負荷がピア数が増加するにつれて OR よりも低く

(6)

なっていることが分かる．一方，ランダムウォーク検
索モデルでは，ARRP の最大負荷は OR，ARP より

とした．ただし，l(d) は次数 d をもつピアのダウン

も大幅に高くなっていた．そして，図 25，図 27 に，

ロードとアップロード総数の平均であり，dm はネッ

高次数ピアの性能が低い場合の各検索モデルにおける

トワーク上の最大次数である．また，高次数ピアが高

最大負荷の評価を示した．このとき，ARRP の最大

性能な場合の次数 d をもつピアの平均負荷を，

負荷はフラッディング検索モデルでは OR よりも小さ

Lhigh

1 d−4
= l(d) × 5 × ( ) dm −4
5

(7)

とした．以上の条件において，前述した二つの検索モ
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く，ランダムウォーク検索モデルでは他方式と差がな
い程度となっていた．
以上のことから，高次数ピアの性能が低いときは
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図 26

低次数ピア低性能時の最大負荷の特性（ランダム
ウォーク検索モデル）
Fig. 26 Maximum load with limited performance
of low degree peers (Random walk search
model).

図 28 ヒット率に対する最大負荷の特性
Fig. 28 Maximum load versus hit rate.

図 29 ヒット率に対する最大メッセージ数の特性
Fig. 29 Maximum number of messages versus hit
rate.
図 27

高次数ピア低性能時の最大負荷の特性（ランダム
ウォーク検索モデル）
Fig. 27 Maximum load with limited performance
of high degree peers (Random walk search
model).

索モデルでの評価のみ行った．
ヒット率が 0.1〜0.6 における，最大負荷と最大メッ
セージ数を図 28，図 29 に示した．まず，図 28 より，

ARRP の最大負荷はヒット率が高くなるにつれて OR，
ARRP の有効性は低下しないが，低次数ピアの性能

ARP よりも大きくなっていることが分かる．これは，

が低いときは ARRP の有効性が低下することが分か

ARRP は PR と同様に複製配置を行うため，TTL 変

る．そして，この傾向はランダムウォーク検索モデル

化させると複製配置を行う回数が変化するからであ

のときにより顕著であった．

る．また，図 29 より，ARRP の最大メッセージ数は

ヒット率を一定としたときの評価
ここでは，ヒット率を一定としたときの最大負荷，

ヒット率が高くなるにつれて OR，ARP よりも有効
になっていることが分かる．また，ヒット率が高いと

最大メッセージ数の評価を行った．ヒット率を変更さ

き，ARRP と PR の最大メッセージ数が同程度となっ

せるために最も有効なものが TTL であったため，今

ている．これは，TTL が一定以上あれば，どのピア

回は TTL を変化させ，ヒット率の調整を行った．しか

も人気コンテンツのみを保持しており，TTL の変化

し，フラッディング検索モデルでは TTL が大きくな

に対して大きな影響がなくなるからである．それに対

ると指数関数的にメッセージ数が増加するため，TTL

して，ARRP では様々な人気度のコンテンツをもつピ

が大きいときにシミュレーションを行うことができな

アがネットワーク上に存在しているので，TTL を大

かった．したがって，本論文ではランダムウォーク検

きくするほどヒット率が大きくなる．
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以上のことをまとめる．フラッディング検索モデル

ては常に OR，ARP よりも高いことが分かる．更に，

において提案方式 ARRP は OR に対して，ヒット率，

人気度ごとコンテンツヒット率の評価より，ARRP は

最大負荷両方において優れていた．そして，PR に対

高人気コンテンツだけでなく，低人気コンテンツも

してはヒット率は低くなっているが，最大負荷が 10

P2P ネットワーク上に存在させることができているこ

分の 1 程度であり，負荷の点で大幅に優れていた．ま

とが分かる．そして，人気度変動間隔の変動に対する

た，ARP に対してはヒット率は高いが，最大負荷は数

評価より，ARRP は OR に対して，人気度変動速度

倍となっていた．しかし，ヒット率が高いためダウン

が 2〜3 倍であっても同程度のヒット率を残せること

ロード数が多く，特に人気度が変化する場合では，ダ

が分かる．以上のことから，実際の Unstructured 型

ウンロードによる負荷の増大は大きくない．一方，本

P2P システムでは，ARRP が最も適した方式である

論文ではランダムウォーク検索モデルでも評価を行っ

といえる．

た．ランダムウォーク検索モデルでは，OR に対して
は最大負荷はやや高いが，ヒット率で大きく優れてい
た．そして，PR に対しては最大負荷で大きく優れて

7. む す び
本論文では，人気度を考慮したキャッシュ置換えと，

おり，かつヒット率も同程度であった．また ARP に

コンテンツ拡散を考慮した複製配置とを組み合わせ

対しては，フラッディング検索モデルと同様に，ヒッ

た方式を提案した．それによって高次数ピアの負荷を

ト率は高いが，最大負荷は数倍となっていた．

軽減させ，かつ人気度の変動にも優れた効果を期待で

6. 議

論

本論文での提案方式における Blacklist 容量の妥当
性，Unstructured 型 P2P システムの方式としてどの
方式が適切なのかについての議論を行った．
まず，Blacklist 容量の大きさの妥当性についての

き，全体のヒット率を向上させることができることを
シミュレーションによって確認した．
なお，今後の課題は，BA モデル以外のトポロジー
における ARRP の評価等が挙げられる．
謝辞 コンテンツ人気度変動モデルの検討に協力し
ていただいた京都大学の久米洋平氏に感謝する．

議論を行う．提案方式では，Blacklist に登録されて
いないコンテンツはすべて新規コンテンツとみなし，
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