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異種ネットワーク環境での P2P ストリーミング
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近年，インターネットの急速な発展にともない，コンテンツの分散管理が可能な P2P 技術が注目さ
れている．さらに，大規模な配信サーバが不要である，負荷分散が可能であるなどの利点から，P2P
技術を用いたマルチメディアコンテンツのストリーミングの需要も高まっている．また，現状では，マ
ルチメディアコンテンツはインターネットに限らず，様々なネットワーク上に分散している．そこで
本稿では，インターネットに限定せず，ホームネットワークやアドホックネットワークなどが混在す
る異種ネットワーク環境において P2P ストリーミングを実現する方式を提案する．さらに，本 P2P
ストリーミングのプロトタイプの実装と評価について述べる．

Peer-to-Peer Streamingover Heterogeneous Networks
Eiji Omata,†1 Norihiro Ishikawa,†1 Shingo Murakami,†2
Johan Hjelm,†3 Tomonori Izumi†4 and Yukihiro Nakamura†5
Recently, P2P technology that manages a lot of contents in a highly distributed manner is
paid to attention with a rapid development of the Internet. A demand for the P2P Streaming
of the multimedia content has risen due to the advantages that a large-scale delivery server
is unnecessary and a load-balancing is possible. Multimedia content are currently distributed
over networks including the Internet and the home network. Therefore, we propose a method
of P2P Streaming for heterogeneous network environment. We then discuss the prototype
implementation and the performance evaluation of P2P Streaming.

また，ユーザ環境の発展にともない，ユーザ自身が

1. は じ め に

大容量のマルチメディアコンテンツを取り扱うことが

近年，インターネットの急速な発展にともない，多く

可能になりつつある．そのような背景から，P2P 技

のコンテンツがネットワーク上に存在するようになっ

術を用いたマルチメディアコンテンツのストリーミン

ており，従来の Server/Client モデルによるコンテン

グ技術（P2P ストリーミング）が注目を集めている．

ツの集中管理が困難になりつつある．そのことから，
コンテンツを分散的に管理する Peer-to-Peer（P2P）

P2P ストリーミングは，各ユーザがリソース（CPU
やネットワーク帯域など）をシェアして行うことから，

技術が注目を集めている．グループウェア1) や分散

大規模なサーバを必要とせず，さらにネットワークの

検索システム2) などの新しい形の分散コンピューティ

負荷を軽減させることが可能である．また，マルチメ

3)

ングアプリケーションや，JXTA のような汎用的な
P2P プラットフォームなどの研究・開発がさかんに行
われている．

ディアコンテンツは，インターネットに限らず様々な
ネットワークに分散している．
そこで本研究では，インターネット，ホームネット
ワークなどが混在する異種ネットワーク環境において

P2P ストリーミングを実現することを目的とする．
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本稿の構成は，以下のとおりである．2 章において
提案する P2P ストリーミングのアーキテクチャにつ
いて述べる．3 章ではこれまでに提案している P2P
プラットフォームの概要を示し，4 章では本プラット
フォーム上で設計したプロトコルとそのプロトタイプ
実装について述べ，評価結果を示す．5 章では考察を
述べ，6 章に本研究の関連研究をあげる．最後に 7 章
334
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同一プロトコルで転送する方式

でまとめを述べる．

2. P2P ストリーミングアーキテクチャ

335

方式 2：制御メッセージとストリーミングデータを，
独立したプロトコルで転送する方式

P2P ストリーミングとは，ストリーミングデータを
バケツリレー方式で転送する仕組みである．P2P ネッ

方式 1 では，制御メッセージとストリーミングデー
タを，同一プロトコルで転送することにより，制御メッ

トワーク上のすべてのノードは，配信・中継・受信の

セージとストリーミングデータの対応付けを行う必要

役割を担う．

がない．しかし，アプリケーション層プロトコルであ

本研究では，P2P 技術を用いたストリーミング方式

る P2P プロトコル上でストリーミングデータも転送す

において，特に，インターネット，ホームネットワー

ることになるため，オーバヘッドが大きくなってしま

クなどが混在する異種ネットワーク環境においてスト

う．また，ネットワーク環境に依存せず，すべて統一

リーミングを実現するための提案を検討する．

の転送プロトコルを用いるため，各ネットワークに特

2.1 要 求 条 件
異種ネットワーク環境での P2P ストリーミングを
検討するにあたり，以下の項目を要求条件とした．
■ 様々なネットワークへの対応

化して最適化されている RTP（Real-time Transport

Protocol）や IEEE1394 Isochronous 転送のような，
既存のストリーミングプロトコルは利用できない．方
式 2 では，制御メッセージとストリーミングデータ

異種ネットワーク環境で想定されているような IP

を，独立したプロトコルで転送する．そのため，制御

（インターネットなど）
，non-IP（IEEE1394 など）

メッセージは P2P プロトコルで転送，ストリーミン

が混在する環境において，シームレスなストリー

グデータはストリーミングプロトコルで転送という

ミングを実現することが求められる．さらに，各

ように，転送フローを分割することが可能である．す

ネットワークに最適化されている既存のストリー

なわち，ストリーミングデータについては，既存の各

ミングプロトコルの効果的な利用も重要である．

ネットワークに特化して最適化されたプロトコルを用

■ 多様な通信形態への対応

いることが可能となる．しかし，制御メッセージとス

様々な通信形態（1 対 1，1 対多）に対応したう

トリーミングデータのフローを分離することにより，

えで，効率的にストリーミングデータを配信する

制御メッセージとストリーミングデータの関連付けを

ことが求められる．

与えるための処理が必要となる．本研究では，オーバ

■ 耐障害性

P2P ノード間の故障，離脱が起こる環境であって

ヘッドを最小限に抑え，効率的なストリーミングを実
現するという観点から，制御メッセージとストリーミ

も，中断することなく，ストリーミングを維持す

ングデータを分離して転送する方式（方式 2）を採用

ることが求められる．しかし，各資源は有限であ

する．方式 2 を実現するため，2.3 節において制御メッ

るため，資源の利用は最小限に抑えることが重要

セージとストリーミングデータの関連付けを与えるた

である．

めの処理を，以下のステップに分けて検討する．ここ

2.2 異種ネットワーク環境への対応

で述べた制御メッセージは，各ステップに必要な処理

本研究では，様々なネットワークが混在する環境に

に応じて，新たに定義する．
( 1 ) 経路の設定：ストリーミング開始時にストリー

おいて，P2P ストリーミングを実現することを目的と
している．インターネット，ホームネットワークなど
が混在し，それらのネットワークをオーバレイネット

ミングデータの転送経路を設定する．

(2)

ワークである P2P ネットワークにより接続する．こ

送テーブルの管理，経路障害時の回復処理など

のような環境において P2P ネットワーク上で，シー
ムレスにストリーミングデータを転送する方式を検討
する．

経路の維持：ストリーミングデータ転送中の転
を行う．

(3)

経路の開放：ストリーミング終了時の経路開放
を行う．

の制御メッセージの転送とその経路に沿ってストリー

2.3 多様な通信形態への対応
提案する P2P ストリーミングでは，多様な通信形

ミングデータを転送する処理が必要である．制御メッ

態に対応するために，ユニキャスト方式とマルチキャ

P2P ストリーミングでは，経路などを管理するため

セージとストリーミングデータの転送方式として，大

スト方式の 2 方式について検討する．ユニキャスト方

きく分類して以下の 2 つが考えられる．

式とは，ストリーミングデータを送信するノードと受

方式 1：制御メッセージとストリーミングデータを，

信するノードが 1 対 1 の場合のストリーミング方式
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である．また，マルチキャスト方式とは，ストリーミ
ングデータを送信するノードが 1 ノードであるのに対
し，受信するノードが複数存在するストリーミング方
式である．以下に，各々の経路設定・維持・開放処理
について述べる．

2.3.1 ユニキャスト方式
2.3.1.1 経路の設定

図 1 ユニキャストの経路設定
Fig. 1 Route setup of unicast.

ユニキャスト方式の場合，送信ノード主導型のスト
リーミングと，受信ノード主導型のストリーミングが
考えられる．そこで，上記 2 つのストリーミング形態
に対応したユニキャスト方式について検討を行う．
まずはじめに，放送型ユニキャスト方式について検
討を行った．提案する P2P ストリーミングでは，各
ノードがどのような経路でどのデータを転送するのか
をあらかじめ定める必要がある．そのため，ストリー
ミングを開始する前に，制御メッセージを用いてルー

図 2 Setup メッセージの例
Fig. 2 Example of Setup message.

ティングテーブルを作成する．ルーティングテーブル
の作成には，以下の点を考慮する必要がある．

• 各ノードは，ストリーミングフローを一意に識別
できなければならない．
• ノード間のトランスポートプロトコルは，そのリ
ンクごとに決定する必要がある．
• 各ノードは，転送先のトランスポート層プロトコ
ルに応じた待ち受けアドレスを知っていなければ
ならない．

図 3 SetupResponse メッセージの例
Fig. 3 Example of SetupResponse message.

まず，ストリーミングフローを一意に識別するため
に，ID（フロー ID）を定義する．このフロー ID は，送

す．中継ノードは複数存在してもよい．送信ノードは，

信ノードがストリーミングを開始する際に，ストリー

各ノードに対して経路設定を要求するための制御メッ

ミングフローごとに生成し，中継ノード，受信ノード

セージを送信する．この制御メッセージを，Setup メッ

に対して通知する．その結果，転送経路上の各ノード

セージと定義する．さらに，Setup メッセージを受信

は，ストリーミングフローを一意に識別することが可

したノードは，自ノードが希望する転送プロトコルな

能となる．

どのパラメータを持つ制御メッセージで応答する．こ

さらに，ストリーミングデータの送信には，送信先

の制御メッセージを，SetupRespose メッセージと定

ノードのアドレスが必要である．トランスポート層プ

義する．定義した 2 つのメッセージの例を図 2，図 3

ロトコルが UDP/IP の場合，アドレスは IP アドレス

に示す．一連の流れを行うことにより，各ノードは送

+ ポート番号となる．しかし，ポート番号の範囲は制
限されているため，送信ノードがポート番号を一意に

信されてきたストリーミングデータをどのノードに対

決定すると他のストリーミングフローのポート番号と

データ転送が可能となる．また，オンデマンド型のユ

重複してしまう可能性がある．そこで，制御メッセー

ニキャスト方式は，最初に受信ノードが送信ノードに

ジを受信した経路上の各ノードは，ノード内で一意と

対してストリーミングの開始要求を行うことにより実

なるポート番号を自ら決定する．決定したアドレスと

現する．このストリーミング開始要求とその応答のた

して転送するかを定めることができ，ストリーミング

転送プロトコルを各ノード間で設定するために，制御

めの制御メッセージをそれぞれ，DeliveRequest メッ

メッセージは，各ホップ（送信ノード → 中継ノード，

セージ，DeliverResponse メッセージと定義する．続

中継ノード → 中継ノード，中継ノード → 受信ノー

く経路設定処理は，放送型ユニキャスト方式と同様で

ド）ごとに転送される．

ある．

以上の検討に基づく経路設定フローの例を図 1 に示
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2.3.1.2 経路の維持
P2P ネットワークはノードの参加・離脱が頻繁に
発生するため，ストリーミング実行中に転送経路が切
断されていないかを確認する必要がある．そこで，提
案する P2P ストリーミングでは，経路の切断をすば
やく検知するために，ソフトステート管理方式を用い
る．各ノードは経路設定の状態をタイマにより管理し，
タイマが切れる前に隣接するノードに対して状態維
持を要求する．この要求を受けた各ノードは，タイマ
をリセットする．ソフトステート管理をすることによ

図 4 P2P マルチキャスト
Fig. 4 P2P multicast.

り，転送経路の切断や P2P ネットワークの輻輳によ
り経路維持のための制御メッセージが届かなくても，
各ノードは予約資源を解放できる．そのため，利用資

形状に対してマルチキャストメンバノードだけでなく

源の消費を最小限に防ぐことが可能である．上記の経

ルーティングノードを含めた最適な接続先ノードを選

路維持を行うための制御メッセージを，接続状態確認

択し，接続することによってグループに参加する．こ

メッセージである Keepalive メッセージと，その応答

のようにマルチキャストメンバノード以外のノードも

メッセージの KeepaliveRespose メッセージと定義す

含めてツリーを構築することにより，効率的なツリー

る．経路の切断を検知した後の経路回復処理について

を構築する．P2P マルチキャストツリー上を転送さ

は，2.4 節で後述する．

れるマルチキャストメッセージは，P2P ネットワーク

2.3.1.3 経路の開放

上ではホップ・バイ・ホップにより転送される．P2P

ストリーミングの実行中，もしくは終了時に，スト

マルチキャストツリーの各メンバは，自ノードに転送

リーミングの終了を要求するノードはフロー ID を指

されてきたマルチキャストメッセージを，メッセージ

定して，設定経路を解放する．ストリーミングを終了

を転送してきたノード以外の隣接ノードに転送する方

する状況としては，以下の場合が考えられる．

式により，マルチキャストメッセージ配信を実現して

• 送信ノードによるストリーミングの終了

いる．

• 送信ノード以外によるストリーミングの終了
上記の経路開放処理を行うための制御メッセージと

P2P プラットフォーム上の P2P マルチキャストと，
ユニキャスト方式との整合性をふまえたうえで，P2P

して，送信ノードがストリーミング終了を通知する際

マルチキャストストリーミングを検討する．マルチキャ

に送信する Release メッセージ，送信ノード以外の受

スト方式の経路設定には，以下の 3 つの方式が考えら

信ノード，中継ノードがストリーミング終了を通知す

れる．

る際に送信する Abort メッセージを定義する．

方式 1：ユニキャスト方式と同様の経路設定を行う方式

2.3.2 マルチキャスト方式
2.3.2.1 経路の設定
これまでに我々が提案している P2P プラットフォー
ム4) の P2P マルチキャスト5) は，各ノードが相互に接

方式 2：P2P マルチキャストを利用して，経路設定を
行う方式
方式 3：ユニキャスト方式と P2P マルチキャストを
組み合わせた方式

続し，直接的あるいは間接的に通信ができる P2P ネッ

方式 1 の場合，ユニキャストと同様の方式を用い

トワーク上で，ネットワークに参加する一部のノード

る．ストリーミングデータの転送経路を設定するため

をサブグループとして，効率的なグループ内通信を実
現するものである．P2P プラットフォームの概要は，

には，どのようにストリーミングデータを転送するか
（ストリーミングデータ伝送プロトコルや伝送媒体，帯

3 章で述べる．
本方式では，図 4 に示すように，P2P ネットワー
クにオーバレイする形でマルチキャストツリーを構

バが知っている必要がある．しかし，ストリーミング

築する．マルチキャストツリーは，マルチキャストメ

を実施する前の段階では，送信ノードのみがその情報

域情報など）や前述したストリーミングフローを一意
識別するためのフロー ID などのフロー情報を各メン

ンバノードに加え，マルチキャストメッセージのルー

を知っているため，方式 1 の場合，送信ノードから経

ティングのみを行うルーティングノードによって構築

路の設定を行う必要がある．そのため，送信ノードの

する．また，新たに参加するノードは，そのツリーの

負担が大きくなり，マルチキャストの利点が損なわれ

338

Feb. 2006

情報処理学会論文誌

図 6 マルチキャスト方式の経路設定の例
Fig. 6 Example of multicast route setup.

図 6 に，マルチキャスト方式経路設定の例を示す．
図 5 マルチキャスト方式の経路設定
Fig. 5 Algorithm of multicast route setup.

ストリーミングを開始する送信ノード A は，グルー
プメンバ全員にフロー情報を配布する．ストリーミン
グデータの受信を希望するノード C は，送信ノード

てしまう．さらに，送信ノード主導で経路設定を行う
ことから，受信ノードが自由にストリーミングの受信

A までの経路設定処理を行う．経路設定要求を受信し
た送信ノード A は，ノード C の希望する設定情報を

と中断を行うことが困難になる．さらに方式 2 では，

もとに，経路設定を完了させる．さらにノード F がス

提案している P2P プラットフォームで規定している

トリーミングデータの受信を希望する場合は，すでに

P2P マルチキャストを用いることになるが，経路設
定を行う制御メッセージを P2P マルチキャストで送
信すると，マルチキャストメンバ以外のノード（ルー

ノード C–送信ノード A 間の経路は設定済みのため，

ティングノード）は，経路情報を受け取ることができ
ない．そのため，ストリーミングデータの転送テーブ

2.3.2.1 で述べたように，経路設定はユニキャスト方
式と同様の方式を用いていることから，経路の維持に

ルを作成することができない．

ついても，2.3.1.2 で述べたユニキャスト方式と同様

そこで，上記の課題を解決するために，送信ノード

ノード C までの経路を設定する．

2.3.2.2 経路の維持

の経路維持を行う．ただし，マルチキャスト方式では，

が P2P マルチキャストを用いて各マルチキャストメ

各ノードの接続状態が 1 対 1 だけではなく，1 対多の

ンバにストリーミングのフロー情報を制御メッセー

場合もあるため，経路維持のための制御メッセージの

ジを用いて送信し，その情報を受信した各マルチキャ

交換も 1 対多に対応する必要がある．そこで，マルチ

ストメンバは，ユニキャストと同様な方法で送信ノー

キャスト方式の経路維持用制御メッセージとその応答

ドまでの経路を設定する方式 3 を採用する．ここで，

メッセージとして，MulticastKeepalive メッセージと

フロー情報配信用制御メッセージ，経路設定の要求と

InformaitionAdvertise メッセージ，MulticastSetup

MulticastKeepaliveresponse メッセージを定義する．
2.3.2.3 経路の開放
P2P マルチキャストストリーミングの終了には，以

その応答のための制御メッセージをそれぞれ，Flowメッセージ，MulticastSetupResponse メッセージと

下の 2 つの方式が考えられる．

定義する．図 5 に，提案する経路設定方式のアルゴリ

方式 1：マルチキャストグループからの離脱を契機と

ズムを示す．
( 1 ) 送信ノードは，ストリーミング配信に必要なフ
ロー情報を，P2P マルチキャストにより配布

方式 2：P2P ストリーミングの終了を契機とする方式

(2)
(3)

(4)

する方式
方式 1 の場合，ストリーミングの終了は，すなわち

する．

マルチキャストグループからの離脱ということになる．

配信情報を受信したノードは，ストリーミング

しかし，マルチキャストツリーが必ずしもストリーミ

データの配信を希望するかどうかを決定する．

ングのみで利用されているとは限らないことから，方

ストリーミングデータの配信を希望するノード

式 2 の P2P ストリーミングの終了を契機とする方式

は，同一のフロー ID で転送経路の設定が行わ

が良いと考える．そこで，各ノードの役割ごとに P2P

れているかを確認する．

ストリーミングを終了する方式を検討した．

経路が設定されていない場合は，受信したフ

• 送信ノードからの終了

ロー情報と逆向きの方向に対して，経路設定を

送信ノードは，隣接ノードに対してストリーミン

行う．

グ終了を通知し，経路を開放する．さらにストリー
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ミング終了を受信した各ノードも，ルーティング
テーブルに従って，他のノードにストリーミング
終了を通知する．この処理を繰り返すことにより，
リーフノードまでのすべての経路を開放する．

• 受信ノード（中継ノード）からの終了
経路を設定したノード（送信ノードと逆）方向に
対して，ストリーミング終了を通知し，経路を開
放する．ストリーミング終了を通知されたノード
は，新たな経路を検索し，再設定を行う．
• 受信ノード（リーフノード）からの終了

図 7 マルチパス
Fig. 7 Multi-path.

リーフノードである受信ノードは，送信ノード方
向のノードに対してストリーミングの受信終了を
通知し，経路解放処理を行う．

環境でも利用すること想定し，利用資源を最小限にと

送信ノードからの終了，中継ノードである受信ノー

どめる方式 (B) を採用する．方式 (B) の場合，あらか

ドから終了については，2.3.1.3 で定義した制御メッ

じめ多くの資源を予約することを避けられるため，資

セージである Release メッセージ，Abort メッセージ

源の無駄遣いを抑制することが可能である．

をマルチキャスト方式でも用いる．さらに，リーフノー
ドである受信ノードからの終了する際の制御メッセー
ジは，新たに Prune メッセージとして定義する．

2.4 耐 障 害 性

3. P2P プラットフォーム
3.1 アーキテクチャ
これまでに我々は，異種ネットワーク環境（IP ネッ

P2P ストリーミングでは，中継ノードが離脱するた
めに転送経路が切れてしまい，ストリーミングデータ

トワーク，IEEE1394 などの非 IP ネットワークが混

を転送できなくなる可能性がある．そのため，2.3 節
経路の切断を検知した際には，他の経路に切り替える

PDA など）をシームレスに接続し，様々なアプリケー
ションを実行するための P2P プラットフォームの提
案を行ってきた．

必要がある．そこで，ストリーミングデータの欠落を

提案している P2P プラットフォームには，以下の

で述べたように転送経路をソフトステートで管理し，

最小限に防ぎ，ストリーミングを継続するための方式
を検討する．図 7 に示すような 2 つの基本的な方式
を検討した．
図 7 (A) の方式は，あらかじめ主経路と重複しない
副経路を用意しておく方式である．中継ノード A が

在した環境）上に，分散しているノード（携帯電話や

構成要素がある．
◇ P2P ノード：P2P ノードは独立した，双方向通
信機能を持った構成要素を想定している．携帯電
話や PC，情報家電など，あらゆるデバイスを想
定している．

離脱したことにより経路が切れてしまった場合，即座

◇ P2P ネットワーク：P2P ノードにより構成され

に副経路に副経路に切り替える．この方式では，あら

たネットワークである．P2P ノード間では，相

かじめ副経路を検索しておくことにより，すばやく切

互信頼を前提として，接続を確立する．各 P2P

り替えることが可能である．しかし，副経路において

ノードは，独立した構成要素であり，自由にネッ

も経路設定をしておくことになるため，資源の無駄遣
いになってしまう．

トワークに参加したり，離脱したりできる．
このように想定する P2P ネットワークは，異種ネッ

図 7 (B) に示す方式は，経路が切れてしまったノー

トワーク環境に存在するデバイスが独立に P2P ネッ

ドから，再度経路を検索する方式である．中継ノード

トワークに参加し，デバイス間でシームレスな P2P

B が離脱したことにより経路が切れてしまった場合，
上流の隣接ノードは受信ノードまでの経路を再検索す
る．この方式の場合，最小限の経路切替えを行うこと

通信を行うオーバレイネットワークである．

により，無駄な資源を省くことが可能である．しかし，

のような構造となっている．P2P Core Protocol は，

受信ノードまでの経路の再検索と再設定が必要なこと

マルチホップによるメッセージ転送の制御，ユニキャ

から，経路の切替えに時間がかかってしまう．

スト・マルチキャスト・ブロードキャストのサポート

そこで本研究では，P2P ストリーミングをモバイル

3.2 プロトコル
これまでに提案している P2P プロトコルは，図 8

などの基本的な機能を提供するプロトコルである．さ
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図 8 P2P プロトコルスタック
Fig. 8 P2P protocol stack.

図 10 P2P ストリーミングプロトコルスタック
Fig. 10 P2P streaming protocol stack.

図 9 P2P メッセージの例
Fig. 9 Example of P2P message.

らに，P2P メッセージをカプセル化して，TCP/IP や

IEEE1394 を用いて送受信するためのフォーマットも
定義している．また，P2P Core Protocol の上位プロ
トコルには，P2P System Protocol と P2P Applica-

tion Protocol がある．P2P System Protocol は，ア
プリケーションに依存しない P2P ノード間の接続機
能，マルチキャスト機能，セキュリティ機能などを提
供するプロトコルである．P2P Application Protocol
は，P2P Core Protocol や P2P System Protocol が

図 11 P2P ストリーミングメッセージシーケンス
Fig. 11 P2P streaming message sequence.

提供する API を利用して，アプリケーションごとに必
要な機能を定義するためのプロトコルである．すべて

コルは利用せずに，既存のストリーミングプロトコル

のプロトコルは，XML を用いて設計した．P2P メッ

（RTP，IEEE1394 Isochronous 転送など）を用いて

セージの例を図 9 に示す．ここで示すメッセージは，

転送する．さらに，P2P Streaming Application を試

P2P ノード間で P2P コネクションの接続要求を行う

作した．本アプリケーションは，P2P Streaming Con-

ためのメッセージ（Hello メッセージ）である．

trol Protocol により転送され，ストリーミングデータ
転送用の制御情報をルーティングテーブルに設定する
機能，ルーティングテーブルに従ってストリーミング

4. 実装と評価
4.1 P2P ストリーミングプロトコルの設計と実装
3 章で紹介した P2P プラットフォーム上で，P2P ス
トリーミングプロトコルの設計を行った．2.2 節および

データを転送する機能を提供する．RTP や IEEE1394

Isocronous 転送を利用したストリーミングデータの転
送も，このアプリケーションにより管理する．

2.3 節の検討に基づき，図 10 に示すように，P2P スト

定義した P2P Streaming Control Protocol を用い

リーミングのための制御メッセージを，P2P Stream-

て P2P マルチキャストストリーミングを実施する場

ing Control Protocol として定義した．P2P Streaming Control Protocol は，P2P Application Protocol

合の経路設定から経路開放までのメッセージシーケン

の 1 つとして位置付けられる．また，ストリーミング

• フロー情報配信フェーズ
送信ノードは，マルチキャストメンバノードに対

データの転送については，前述したように P2P プロト

スを図 11 に示す．
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して，フロー情報を FlowInformationAdvertise
メッセージにより通知する．

• 経路設定フェーズ
受信を希望するメンバノードは，FlowInformationAdvertise メッセージの逆向きの経路で MulticastSetup メッセージを送信する．MulticastSetup メッセージを受信したノードは，ストリー
ミングの可否を設定した SetupResponse メッセー
ジを返信する．受信希望メンバノードから順にメッ

図 12 経路設定と再構築評価実験のネットワーク構成
Fig. 12 Network structure for route setup and reconstruction.

セージを交換し，各ノード間で必要な資源を予約
しながら送信ノードまでの経路を確立する．メン
バノード B の経路設定は，すでに送信ノードと
メンバノード A 間の経路設定が終了しているこ
とから，メンバノード A までとなる．要求して

表 1 図 12 における送信ノード A–受信ノード C 間の経路設定時
間と中継ノード B が離脱したときの経路再構築時間
Table 1 Route setup and re-construction time between
node A and node C in Fig. 12.
ノード名

いるデータと同じデータ（フロー ID が同じ）の
転送経路がすでに設定されている場合は，経路設

受信ノード C

経路設定の平均時間
（msec）

再構築の平均時間
（msec）

1,266

3,291

定は行わない．

• ストリーミングデータ配信フェーズ
経路設定時に取り決めたプロトコルにより，各メ
ンバノードに対してストリーミングデータを配信
する．

• 経路維持フェーズ
転送経路維持のための MulticastKeepalive と

MulticastKeepaliveRespose メッセージを各ノー
ド間で定期的に交換する．
• 経路開放フェーズ
配信終了を要求するメンバノード C は，受信終

表 2 図 12 における送信ノード A–受信ノード C，D，E 間の経
路設定時間と中継ノード B が離脱したときの経路再構築時間
Table 2 Route setup and re-construction time between
node A and node C or D or E in Fig. 12.
ノード名
受信ノード C
受信ノード D
受信ノード E

経路設定の平均時間
（msec）

再構築の平均時間
（msec）

1,269
1,418
1,565

6,179
7,507
9,374

測定として，送信ノード A–中継ノード B–受信ノード

C，D，E 間における各々の経路設定時間と，中継ノー

了とともに隣接するルーティングノードに対し

ド B が離脱した際の送信ノード A–受信ノード C，D，

て Abort メッセージを送信する．メッセージを

E 間における各々の経路再構築時間を測定した．測定

受信したルーティングノードは，設定されていた

結果を表 2 に示す．測定結果は，各処理を 10 回計測

経路を開放する．さらに，ストリーミングデータ

した際の平均値である．

を受信していないルーティングノードがツリーの

マルチキャスト方式の経路設定はノード C，D，E

末端ノードとなることから，引き続きルーティン

の順に処理したことから，受信ノード C の経路設定

グノードも隣接ノードに対して終了要求である

時間は，ユニキャスト方式，マルチキャスト方式でほ

Prune メッセージを送信する．
4.2 性能評価実験
本稿で提案した P2P ストリーミングの評価シス

構築時間は，倍の時間かかっていることが分かる．こ

ぼ同じである．しかし，中継ノード B の離脱時の再
れは，分断を検知した受信ノード C，D，E がいっせ

テムを試作し，性能評価実験を行った．評価実験は，
IEEE802.3ab（1000base-T）でハブに接続した 5 台

いに再構築処理を行ったため，送信ノード A での処

のパソコンを用いて行った．ネットワーク構成，各ノー

る．また本実験では，受信ノード B はストリーミング

ドの仕様を図 12 に示す．
まず，ユニキャスト方式の性能測定として，送信ノー

終了を通知せずに離脱しているため，各受信ノードは
2.3.1.2 ならびに 2.3.2.2 で述べた維持メッセージによ

ド A–中継ノード B–受信ノード C 間での経路設定時

り分断を検知している．そのため，維持メッセージの

間と，中継ノード B が離脱した際の送信ノード A–受

交換のタイミングに応じて，再構築時間も変わってし

信ノード C 間での経路再構築時間を測定した．測定

まう．

結果を表 1 に示す．さらにマルチキャスト方式の性能

理が遅くなってしまったことによる遅延だと考えられ

続いて，TCP/IP ネットワークのみでの経路設定
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図 13

異種ネットワークをまたがった経路設定実験のネットワーク
構成
Fig. 13 Network structure for route setup between
diﬀerent networks.

表 3 図 13 における送信ノード A–受信ノード C 間の経路設定
時間
Table 3 Route setup time between sender node A and
receiver node C in Fig. 13.
測定項目

TCP/IP
測定結果（msec）

a
b
c
d
e

318
202
167
176
92

図 14 マルチホップとシングルホップのパフォーマンス比較
Fig. 14 Performance comparison of multi-hop and singlehop.

TCP/IP と IEEE1394
測定結果（msec）
265
196
437
578
94

を行った場合と，TCP/IP と IEEE1394 が混在した
ネットワークで経路設定を行った場合の比較実験を行っ

図 15 UDP/IP と IEEE1394 のパフォーマンス比較
Fig. 15 Performance comparison of UDP/IP and
IEEE1394.

た．図 13 に測定のためのネットワーク構成と，測定
項目について示す．送信ノード A と中継ノード B は，

率とスループットを測定した．測定結果を図 14 に示

TCP/IP と IEEE1394 の双方で接続されており，こ

す．本測定では，100 Mbyte のデータを各 5,000 byte，

の接続を切り替えることにより，比較実験を行う．測
定項目は，a〜e に示す処理に要する時間である．測定

10,000 byte，15,000 byte に分割して送信した．測定
値は，10 回の測定の平均値である．本実験環境で測定

結果を表 3 に示す．測定した時間は，各処理を 10 回

した場合，マルチホップ，シングルホップともに，ス

行った平均時間である．測定結果から，TCP/IP ネッ

ループットは同等の性能が得られることが分かった．

トワークと IEEE1394 が混在するネットワークでは，

また，マルチホップ，シングルホップともにパケット

c と d の時間が大きく異なっていることが分かる．c は
MulticastSetup メッセージの受信後，送信ノードに

サイズを大きくすると，パケットロス率も大きくなる
ことが分かる．マルチホップに関しては，10,000 byte

MulticastSetup メッセージを送信するまでの時間で

を超えると急激に増加する．パケットロスはデータ受

あり，d は MulticastSetup メッセージを送信してから

信時に起きていると想定されることから，マルチホッ

MulticastSetupResponse を受信するまでの時間であ

プの場合，中継ノードでいったん受信していることに

る．メッセージを処理している e の時間は，双方とも

よるパケットロスの増加であると考えられる．

ほぼ同じであることから，TCP/IP に比べ IEEE1394

最後に，UDP/IP と IEEE1394 で，同様のデータ

はメッセージの送受信の速度が遅いことが分かる．遅

を送信した場合のパフォーマンス比較実験を行った．

くなる理由は，P2P メッセージをパケット化する処理

図 15 に示すような構成で実験を行った．配信するデー

が，TCP/IP に比べ IEEE1394 のほうが時間を要し

タ形式はビデオ録画などで用いられている MPEG2-

ているためと考えられる．

TS であり，データサイズは 180 Mbyte である．ま
た，MPEG2-TS over IEEE1394 の規格上，MPEG2-

さらに，マルチホップとシングルホップストリーミン
（TCP/IP ネットワークのみ）の送信ノード A–中継

TS の転送パケットサイズは 200 byte となっている
ことから，UDP/IP の場合も転送時のパケットサイ

ノード B–受信ノード C 間と送信ノード A–受信ノー

ズを 200 byte とした．実験の結果，10 回測定した平

ド C 間におけるストリーミングデータのパケットロス

均スループットは，UDP/IP が 798.68 kbps であり，

グの場合で，パフォーマンス比較実験を行った．図 13
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IEEE1394 が 1,839.2 kbps であるという結果が得られ

脱による受信ノードの再設定時間は，各ノードにより

た．IEEE1394 に比べ UDP/IP のスループットが減

異なってしまう．これはソフトステート管理による遅

少してしまう理由は，パケットサイズが 200 byte と

延だと考えられる．経路維持メッセージの交換時間を

いう IEEE1394 に最適化されたサイズであることか

短くすれば，より早く経路分断を検知することが可能

ら，UDP/IP では転送処理が追いつかなくなってしま

となるが，無駄なメッセージも多くなってしまう．経

うという点に起因している．

路維持メッセージを最小限に抑えながらも，より早く

5. 考

察

分断を検知する方式について検討する必要がある．ま
た，図 14 に示す評価結果より，マルチホップ，シン

本稿で提案した P2P ストリーミングは，様々なネッ

グルホップともに同等のパフォーマンスであることが

トワークへの対応，多様な通信形態への対応，耐障害

分かった．しかし，中継ノードが増すほど，パケット

性を要求条件として検討した．まず様々なネットワー

ロス率が増してしまう．また，図 15 の実験からも分

クへの対応については，制御メッセージとストリーミ

かるとおり，ネットワークが異なると最適なパケット

ングデータのフローを分離することにより，既存のス

サイズなども異なる．今後は，ネットワークの差異を

トリーミングプロトコルを活用したシームレスな P2P

吸収するためのバッファ，トランスコーディングなど

ストリーミング方式を提案した．さらに，表 3 に示す

も含め，異種ネットワーク混在環境に適用可能な QoS

測定結果により，TCP/IP ネットワークと IEEE1394

方式についての検討を行う．

ネットワークが混在した環境においてストリーミング
が可能であることを確認した．しかし，TCP/IP に比

6. 関 連 研 究

べ IEEE1394 ネットワークでは，利用には影響のない

P2P ストリーミングは，近年アプリケーション層マ

範囲でありながらも，制御メッセージの転送に倍以上

ルチキャストとして研究されている．それらの中でも，

の時間を要している．原因としては，P2P メッセージ

ストリーミングを中心に検討されているものを示す．

をパケット化する処理時間の差に起因していると考え

PeerCast 7) は，Gnutella と同じ方式を用いてリア

られる．実装した P2P ストリーミングシステムでは，

ルタイムストリーミングを実現しているため，ネット

IP over IEEE1394 などは利用せず，P2P メッセージ

ワークを管理するノードは存在せず，各ノードが自立

を直接 IEEE1394 パケット化している．理由として

的に接続・切断を行う．ShareCast は，ベンチャー企業

は，以下の点があげられる．IP を利用することによ

により開発されたミドルウェアである．ShareCast 8)

りベストエフォート型の通信となってしまい，IP パ

では，認証や参加メンバ管理のためのサーバを用意し

ケット処理によるオーバヘッドのため IEEE1394 の性

ている．参加メンバは，これらのサーバから情報を取

能を最大限に利用することができない．IEEE1394 が

得し，随時ネットワークを構築する．しかし，これら

持つ QoS 機能が利用できなくなってしまう．さらに

の研究は，共通してインターネットのみでの利用が前

IP over IEEE1394 は，D-VHS などのデジタル家電
への実装事例が少ない．このような点をふまえ，今後

提となっている．関連研究との定性的な評価結果を，
表 4 に示す．本研究は，我々が知る限り，インター

は IEEE1394 の機能を生かした制御メッセージ転送，

ネットだけでなく IEEE1394 などの非 IP ネットワー

ストリーミング配信について評価する．次に多様な通

クが混在する環境での P2P ストリーミングの実現を

信形態への対応については，表 1 と表 2 に示す評価結

目指した最初の研究である．

果より，ユニキャスト方式とマルチキャスト方式のス
トリーミングが可能であることを確認した．本稿のマ
ルチキャスト方式の実験では，5 ノードでマルチキャ
ストツリーを構築した．今後は，さらに多くのノード
でマルチキャストツリーを構築し，提案する P2P ス
トリーミングのスケーラビリティについて評価する．
耐障害性については，要求条件に基づき，資源の利用
を最小限にとどめる方式を提案した．また，表 1 と
表 2 の評価結果より，経路が分断された場合であって
も経路を再構築してストリーミングを再開することが
可能であることを確認した．しかし，中継ノードの離

表 4 関連研究との比較
Table 4 Comparison with relation research.
提案方式

PeerCast
無

ShareCast
有

管理ノード
の有無

無

配信ノード

非限定

非限定

限定

対象とする
ネットワーク

異種
ネットワーク

インター
ネット

インター
ネット

セキュリティ
機能

無

無

有
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7. お わ り に

2002 年武蔵工業大学工学部電子

本稿では，異種ネットワーク環境において P2P 技術

情報工学科卒業．同年 NTT ドコモ

を用いたストリーミング方式を提案した．本方式では，

入社．現在，NTT ドコモネットワー

インターネットに限らず IEEE1394 ネットワークな

クマネジメント開発部に所属．モバ

どの様々なネットワークが混在する環境でストリーミ
ングを行うことを目的としている．そのため，各ネッ

イルインターネットプロトコルおよ
びアプリケーションの研究開発に従事．

トワーク媒体の特性を活かしたデータ転送を実現する
方式をとして，ストリーミング制御チャネルとデータ

石川 憲洋（正会員）

転送チャネルを独立したプロトコルで実施する方式を

1978 年京都大学工学部情報工学科

採用した．本方式により，QoS などを考慮した既存の

卒業．1980 年同大学大学院工学研究

マルチメディア転送プロトコルが利用可能である．ま

科情報工学専攻修士課程修了．同年

た，様々なストリーミング形態の利用を考慮して，ユ

日本電信電話公社（現 NTT）入社．

ニキャスト方式ならびにマルチキャスト方式について

現在，NTT ドコモネットワークマ

の検討を行った．

ネジメント開発部に所属．モバイルインターネットの

今後は，携帯電話のような処理能力が低く，さらに
利用可能なネットワーク帯域も少ない端末がノードと

研究開発と国際標準化に従事．博士（情報学）．電子
情報通信学会会員．

して参加した状況を想定し，QoS を考慮した経路検索
方式の改良や，ストリーミングデータのトランスコー
ドなどによる帯域の異なるネットワーク内の P2P ス
トリーミング方式などの検討を行う予定である．
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