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P2P 構成に基づく耐障害性を備えた Web システムの構築
中村 秀丸1,a)

田中 久治1,b)

堀 良彰1,c)

大谷 誠1,d)

概要：クライアントサーバモデルに基づく従来の Web システムでは，利用者がサーバから提供されるコン
テンツを利用するのみであった．しかし，Web システムの利用者がコンテンツの提供と利用の両方を行う
近年のトレンドにおいては，サーバに負荷が集中し障害が発生しやすくなる．そのため，障害や負荷への
より高度な対策が要求される．そこで，本研究では P2P 構成のメリットである耐障害性を備えた Web シ
ステム構築についての提案とプロトタイププログラムを作成した．
キーワード：Web システム，P2P，Web アプリ，クライアントサーバモデル，ファイル共有

Development of Web system with fault tolerance
based on P2P architecture
Hidemaru Nakamura1,a)

Hisaharu Tanaka1,b)

Yoshiaki Hori1,c)

Makoto Otani1,d)

Abstract: In traditional Web system based on client server model, user is simply to use contents provided
by server. However, server failures tends to occur by server loads are concentrated in recent trend that user
of Web system has both providing and using contents. Therefore, more advanced measures for fault and load
is required. In this research, we considered development of Web system with fault tolerance based on P2P
architecture, and we have developed prototype program.
Keywords: Web system, P2P, Web application, Client/server architecture, File sharing

1. はじめに

クライアント側の利用者がコンテンツの提供と利用の両方
を行う近年のトレンドおいては，これまでのサーバが一方

スマートフォンやタブレット，PC 等のデジタルデバイ

的にクライアントへサービスを提供するといった状況に比

スとインターネット利用環境が普及したことによって，利

べて負荷が集中し障害が起きやすくなるため，障害や負荷

用者自らコンテンツを作成し提供するといった機会が増加

へのより高度な対策が要求されている．

している．今日では YouTube[1] のような動画共有サービ

一方で，P2P 構成は全てのコンピュータ (ピア) がサー

スをはじめとした Web サービスで，そのようなコンテン

バやクライアントといった区別をせず，対等な立場で通信

ツの利用と提供が盛んに行われている．このような Web

を行うという構成であり，クライアントサーバモデルと比

サービスはクライアントサーバモデルに基づいた Web シ

べて負荷が各ピアに分散しやすく，障害に強いという特徴

ステム上で動作しているが，クライアントサーバモデルで

がある．そこで，本研究では P2P 構成に基づいた耐障害

はサーバと呼ばれるコンピュータに負荷が集中しやすく，

性を備える Web システムの構築を提案し，プロトタイプ
プログラムを作成した．
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2. クライアントサーバモデル
クライアントサーバモデルとはネットワーク上のコン
ピュータをクライアントとサーバに分離する構成のこと
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表 1

である．中心となって処理を行うサーバと処理結果を受け
取るクライアントにコンピュータの役割を分離し，処理を
サーバへ集中させることでクライアントの処理能力が低
くても高度な処理を必要とするサービスを提供できる他，

OS
Ruby

Mac OS

動作環境

Windows

Ubuntu

FreeBSD

X 10.11

10

14.04

10.2

Ruby 2.3

Ruby 2.2

Ruby 2.0

Ruby 2.1

サーバによるクライアントの一元管理がやりやすく，セ
キュリティを高めやすいというメリットもある．
起こしたとしても，他のピアが代わりに引き続き処理を行

2.1 クライアントサーバモデルの問題点
一方で従来の Web システムは以下のような問題を抱え
ている．

2.1.1 負荷集中による過負荷
クライアントサーバモデルに基づいた Web システムで
はサーバに処理を集中させるため，アクセス過多等により

うことができる．

3.1.3 リソース消費の分散
P2P 構成では動画等のコンテンツを特定のピアが全て
持っている必要はない．そのため，大容量のコンテンツを
配信するような場合においてもリソースの消費はそれを必
要とするピアに分散されることとなる．

負荷が集中すると過負荷を起こしてしまう．サーバが過負
荷状態になるとシステムが不安定になったり利用できなく
なってしまうことがある．

2.1.2 単一障害点
サーバが過負荷等によって停止してしまうとサーバに接

3.2 P2P ファイル共有
P2P ファイル共有とはピアにファイルのアップロード
機能とダウンロード機能を持たせ，P2P 構成によるファ
イル共有を行うことである．P2P ファイル共有を行うソ

続していた全てのクライアントがサーバの提供していた

フトウェアを P2P ファイル共有ソフト（サーバントやク

サービスを利用できなくなってしまう．クライアントサー

ライアントと表現されることもある）と呼ぶ．代表的な

バモデルに基づいた Web システムではこのようにサーバ

ものに Napster[3], Gnutella[4], Winny[5], BitTorrent[6] 等

が単一障害点になってしまう．様々な対策も存在している

がある．本システムでは Web コンテンツの提供に，この

が，一般的にコストがかかるものが多い．

P2P ファイル共有の機能を使用した．サーバントとして

2.1.3 リソースの消費

は BitTorrent クライアントである QuartzTorrent[7] を利

クライアントサーバモデルに基づいた Web システムで
利用者（クライアント）がコンテンツを提供する場合，コ
ンテンツはサーバに保存される．即ちサーバの記録媒体と

用した．

4. P2PWeb

いうリソースが消費されることとなる．近年の利用者が動

P2PWeb は本研究で構築した，P2P 構成に基づく耐障害

画のような大容量のコンテンツを配信するタイプの Web

性を備えた Web システムである．P2PWeb は P2P ファイ

サービスでは，サーバに保存される情報量が多くなり，サー

ル共有によって Web コンテンツを共有し，さらに取得し

バのリソースの消費が激しくなってしまう．

た Web コンテンツを Web ブラウザから利用できるように

3. Peer to Peer

することで P2P 構成に基づく耐障害性を備えた Web シス
テムを構築する．

Peer to Peer(P2P) とはコンピュータ（ピア）が対等な
立場で通信をする構成（以下 P2P 構成）のことである [2]．

P2P 構成ではピア同士が対等な立場で通信をするため，

4.1 システム構成
図 1 は本システムのシステム構成図である．通常の Web

サーバのような中心となるコンピュータが存在しないとい

ブラウザはサーバントを制御したり，サーバントが取得し

う特徴がある．

た Web コンテンツを利用することはできない．そこで，本
システムではピア内で Web サーバソフトを起動させ，その

3.1 P2P 構成によるメリット
P2P 構成ではサーバのような中心となるコンピュータが

上で利用者が Web ブラウザから Web コンテンツを利用し
たり，サーバントを制御できるようにする制御用 Web ア

存在しないことによる以下のようなメリットがある．

プリを動作させ，これを Web ブラウザから利用すること

3.1.1 負荷分散

で Web ブラウザからサーバントの操作やコンテンツの管

P2P 構成では中心となるサーバが存在しないため，負荷

理と閲覧を可能にする．このような構成にすることによっ

のかかる処理を複数のピアに分散させることができる．

て既に広く利用されている Web サーバソフトや Web ブラ

3.1.2 耐障害性

ウザに柔軟に対応できるようにした．

P2P 構成では複数のピアが対等の立場で通信を行ってい
るため，例えネットワークの内でいずれかのピアが障害を
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なお，本システムの実装は全て Ruby[8] で行っており，
表 1 の環境で動作確認を行った．
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Sinatra[9] を利用した．Sinatra を利用した Web アプリは
ঁজপঠথ

Apache,nginx,Thin,WEBrick といった Web サーバソフト
で実行できる．第 4.2.1 項から第 4.2.6 項では Web アプリ
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本体が提供する機能について述べる．

4.2.1 Web コンテンツ共有機能
Web コンテンツ共有機能は利用者がコンテンツを他の利
用者に共有するための機能である．利用者は Web コンテ
ンツを一般的な Web ページと同じ方法であらかじめ作成

ඈၜ

ૡ

しておく．そして作成した Web コンテンツを本システム
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に読み込ませることで自動的に共有に適した形式へ本シス
テムが変換を行い，変換が終われば利用者は任意のタイミ
ングで Web コンテンツを共有することができる．

4.2.2 Web コンテンツ追加機能

ඈၜ

Web コンテンツ追加機能は利用者がメタデータ（第 4.2.5
項）を用いて Web コンテンツを追加する機能である．Web

:HE ঃও

コンテンツを追加すると同時に，サーバントによるファイ
ル共有も行われる．

ཾႏ

4.2.3 Web コンテンツ閲覧機能
図 1

システム構成図

Web コンテンツ閲覧機能はデータベース（第 4.4 節）に
保存されている Web コンテンツを Web アプリ本体が Web
ブラウザからのリクエストに応じて読み出し，レスポンス
として返すことで利用者が閲覧できるようにする機能で
ある．

4.2.4 Web コンテンツ削除機能
Web コンテンツ削除機能は利用者がデータベース（第
4.4 節）に保存されている Web コンテンツを削除する機能
である．Web コンテンツの削除後はサーバントによるファ
イル共有も停止する．

4.2.5 メタデータ作成機能
メタデータ作成機能は利用者が Web コンテンツ共有機
能（第 4.2.1 項）によって読み込まれた Web コンテンツの
図 2

制御用 Web アプリの構成図

メタデータを作成する機能である．メタデータとは共有に
必要な Web コンテンツの情報を持ったデータで，サーバ

4.2 制御用 Web アプリ
制御用 Web アプリは Web ブラウザからサーバントを

ントプラグイン (第 4.3 節) によって形式が変化する．

4.2.6 RESTfulAPI

制御したりコンテンツの閲覧及び管理を行うための Web

制御用 Web アプリは外部の何らかのプログラムが本シ

アプリである．図 2 は制御用 Web アプリの構成図であ

ステムと連携できるよう RESTfulAPI を提供する．一例

る．制御用 Web アプリは大きく 3 つの要素から成り立っ

として以下のようなリクエストによってメタデータによる

ている．1 つ目はサーバントプラグインである．これに

Web コンテンツの取得が可能である．

ついては第 4.3 節で述べる．2 つ目は P2PWeb ライブラ
リである．このライブラリは Web コンテンツの読み込み

/api/servent/donwload

や書き込みをはじめとした内部的な操作の API を提供す

メソッド：POST

るものである．そして 3 つ目は Web アプリ本体である．

パラメータ名：src

Web アプリ本体は Web ブラウザからのリクエストに対し

値：メタデータ

てレスポンスを返す処理を担当する．本システム利用者
が Web ブラウザから利用する全ての機能は Web アプリ本

RESTfulAPI を用いることで本システムを用いた様々な機

体が P2PWeb ライブラリを内部で利用し提供される．実

能を作成することが可能である．

装には Ruby 用の Web アプリケーションフレームワーク
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4.2.7 独自 URL スキーム
本システムでは制御用 Web アプリも Web コンテンツも
ローカルの Web サーバソフトを介してアクセスするため，

Web コンテンツにアクセスするための URL は以下のよう
になってしまう．

http://localhost:ポート番号/contents/コンテンツ名
localhost やポート番号の部分は利用者の環境によって異な
る可能性があり，本システム向けに Web コンテンツを作成
する際に，他の本システム上の Web コンテンツへのリン
クを上記のような形式で記述してしまうと環境によっては
リンクが機能しないことが考えられる．そこで，以下のよ
うにリンクの記述が可能な独自 URL スキームを提供する．
図 3

p2pweb://コンテンツ名
4.3 サーバントプラグイン

Share 画面

値は 16 進数表記で 64 文字もあり，覚えておくことが困難

サーバントプラグインは様々なサーバントを本システム

である．そこで Git の拡張 SHA1 構文 [12] を参考に，最小

に組み込むためのプラグインである．あらかじめ決められ

でハッシュ値の先頭 5 桁から 64 桁のハッシュ値を逆算で

たインターフェースに沿ってプラグインプログラムを組む

きる拡張 SHA2 構文を実装した．

ことによって StealthNet[10] や QuartzTorrent をはじめと
した様々なサーバントを本システムに組み込むことが可能
である．

4.5 システムの利用
本節では本システムの利用について第 4.5.1 項から第

4.5.4 項で実際に動作させた結果の画像を参照しながら解
4.4 データベース
本システムは P2P ファイル共有によって Web コンテン

説する．画像の画面は全て Web ブラウザのものである．

4.5.1 Web コンテンツの追加と確認

ツを取得し手元に保存する都合上，Web コンテンツ名の

共有したい Web コンテンツを追加するにはまず，本シ

重複や同じファイルがいくつもシステム上に追加されたり

ステムの制御用 Web アプリに Web ブラウザからアクセス

ファイルの改ざんが行われたりする可能性がある．

する．すると画面の上の方にナビゲーションバーが表示さ

そのため，Web コンテンツをハッシュ値で管理するデー

れるので，ナビゲーションバーの Share をクリックする．

タベースを備える．データベースにはインデックスとオブ

クリックすると Share 画面へ遷移する（図 3）．この画面

ジェクトの二種類のデータがあり，それぞれ別々のディレ

のコンテンツ追加フォームに以下の内容を入力し追加ボタ

クトリに保存される．オブジェクトは Web コンテンツの

ンを押すとコンテンツ一覧に Web コンテンツが追加され

ファイル一つ一つそのものである．インデックスは Web

る (図 4)．

コンテンツの持つ全てのオブジェクトのファイル名とハッ
シュ値の他 Web コンテンツ名や作者名等の Web コンテン
ツの情報が書き込まれたものである．どちらも自分自身の
ハッシュ値の先頭 4 桁の 2 桁ずつ 2 つのディレクトリ名

• Path: Web コンテンツのあるディレクトリへの絶対
パス

• Name: Web コンテンツ名（ここでは仮に example.com
とする）

に，残りの桁をファイル名として使用し保存する．この保

• Author: 作者名（省略可）

存方法は分散バージョン管理システムの Git[11] を参考に

• Email: 作者のメールアドレス（省略可）

したものであり，大量のファイルを扱え，しかも高速に特

• Homepage: 作者のホームページ（省略可）

定のファイルを探し出すことが可能である．

• License: Web コンテンツのライセンス（省略可）

4.4.1 拡張 SHA2 構文

• Description: Web コンテンツの説明文（省略可）

本システムのデータベースでは Web コンテンツの管理で

Web コンテンツがコンテンツ一覧に表示されている時に表

使用するハッシュ関数に SHA2 を採用している．URL か

示を確認したい Web コンテンツの行をクリックすると追

ら Web コンテンツのハッシュ値を直接指定して Web コン

加した Web コンテンツのプレビューを確認することがで

テンツを閲覧することが可能であるが，SHA2 のハッシュ

きる．
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図 4

Share 画面のコンテンツ一覧に Web コンテンツが追加された
様子
図 8 Web コンテンツの情報表示画面

選択したサーバントプラグインによって動作が変わるよう
になっている．本研究で実装した QuartzTorrent のサーバ
図 5

公開ボタン

ントプラグインでは BitTorrent クライアントで使用できる
メタデータの Torrent ファイルがダウンロードされる．こ
の時点で Web コンテンツは公開状態であり，ダウンロー
ドされた Torrent ファイルを Web コンテンツを共有した
い相手に渡せば Web コンテンツの共有が可能である．

4.5.3 Web コンテンツの閲覧
Contents 画面ではアイコンをクリックすれば Web コン
テンツを閲覧することができる．図 6 で表示されている
アイコンをクリックすれば Web コンテンツの閲覧画面へ
遷移する．また，図 7 の左側に並んだボタンのうち，中央
図 6 Contents 画面

のボタンをクリックすることで図 8 のような Web コンテ
ンツの情報を確認できる画面を表示することができる．第

4.5.1 項で空欄にした項目は「-」と表示されている．
4.5.4 Web コンテンツの削除
Contents 画面に追加した Web コンテンツは図 7 の左上
の×ボタンをクリックすることで削除することができる．

5. 考察
本研究では P2P 構成に基づく耐障害性を備えた Web シ
図 7

Web コンテンツのアイコンとボタン類

ステムのプロトタイプとして P2PWeb を構築した．本シ
ステムは制御用 Web アプリによってサーバントとデータ

4.5.2 Web コンテンツの共有

ベースを Web ブラウザから利用できるようにするという

第 4.5.1 項で追加した Web コンテンツを共有するには

システム構成と，サーバントプラグインによって特定の

図 5 の右側に白く表示されている公開ボタンをクリックす

Web ブラウザ，Web サーバ，サーバントに依存せず，柔軟

る．すると，Contents 画面に Web コンテンツがアイコン

に対応できるように実装した．そして QuartzTorrent を用

と共に表示される (図 6)．Contents 画面はナビゲーション

いたサーバントプラグインを実装し，実際に複数のピアに

バーの Contents をクリックすることで表示できる．また，

よる負荷の分散，他のピアが障害を起こしてもシステムが

アイコンは favicon があればそれが自動的に使われ，なけ

動作し続ける耐障害性の実現およびリソース消費の分散が

ればダミーのアイコンが表示される． アイコンにカーソ

行えることを確認した．

ルを合わせると図 7 のように左側に小さなボタンが 3 つ

しかし，本システムが実際に運用中の負荷に晒された際

出現する．この一番下のボタンを押すとメタデータ作成機

に従来の Web システムに対してどの程度耐障害性におい

能（第 4.2.5 項）が呼び出される．メタデータ作成機能は

て優位性があるかという比較がまだできていない．これに
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ついては通信障害を意図的に発生させ，その上で動作の違
いを比較することが必要である．さらに負荷分散について
も実際に複数のクライアント，もしくはサーバントを用い
た性能評価が必要である．さらに QuartzTorrent のサーバ
ントプラグインは DHT（分散ハッシュテーブル）を用いた
ファイル共有に対応しておらず，純粋な P2P 構成となっ
ていないため，P2P 構成に基づく耐障害性を十分に備えて
いるとはいえないため，DHT への対応も必要である．

5.1 従来の Web システムとの比較
また，従来の Web システムでは実現できていたが，本
システムでは実現できていない機能として以下のようなも
のがある．

5.1.1 Web コンテンツの更新や削除
本システムが Web コンテンツの共有に用いている P2P
ファイル共有技術では配布した後のファイルは基本的に削
除や更新を行うことができない．

5.1.2 インタラクティブな Web コンテンツの提供
現在本システムは，例えサーバントにインタラクティブ
な P2P 通信を行う機能が実装されていても，それを活用

6. おわりに
本研究では P2P 構成に基づく耐障害性を備えた Web シ
ステムの構築についての提案とプロトタイププログラム

P2PWeb の実装を行った．本研究では特定の Web サーバ
や Web ブラウザ，サーバントに依存せず，P2P ファイル
共有によって Web コンテンツの共有を行うことができる
よう制御用 Web アプリとサーバントプラグイン，そして
データベースを実装し，実際に動作させた．そして本シス
テムが他のピアが障害を起こしてもシステムが動作し続け
るという耐障害性を備え，複数のピアによる負荷の分散や，
リソース消費の分散が行えることを確認した．今後の課題
は運用中の負荷に対する評価や DHT への対応および従来
の Web システムでは実現できていたが，本システムでは
実現できていない機能の実装である．
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このような点から，柔軟な設計による様々なサーバント
や関連技術の検討が可能で，より多くの環境で動作させる
ことができるという点が本研究の利点としてあげられる．
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