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サーバ通信断絶時の代替 P2P ネットワーク構成法
高見一正 1

金澤清1

概要：スマートフォンアプリ市場において，ゲームに関する収益は非常に大きく，さらなる市場の拡大も予想されて
いる．しかしながら，多くのゲーム系アプリケーションはクライアントサーバ型のアプリケーションであり，クライ
アント-サーバ間でデータの同期を必要としているため，サーバと通信を行わなければ，アプリを利用できないケース
が多い．また，ゲーム系アプリケーションはサーバのメンテナンスや不具合等の影響で，サーバが停止することが多
く，その結果アプリケーションの可用性を下げてしまっている．本稿では，サーバとクライアントとでデータの同期
を行うクライアントサーバ型アプリケーションにおいて，サーバ停止時にサーバの機能を P2P ネットワークで代替す
ることでアプリケーションの動作を継続できるスタンバイ P2P のネットワークモデルを提案する．実験ではクライア
ントサーバ型と P2P 型のネットワーク切り替えを行い，P2P 通信中での応答時間とアプリケーション正常動作継続率
の計測,可用性向上に関しての評価を行った．

Alternate P2P Network Construction Method
during Disconnection of Server Communication
KIYOSHI KANAZAWA1
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として，デュアルシステムやデュプレックスシステム等が

1. はじめに

あるが，いずれもハード面での拡張が必要であり，非常に

スマートフォン市場の規模は年々拡大している．特にゲ

コストがかかる．さらに，ゲーム系アプリケーションは社

ーム関係の収益が大きく，2017 年の日本におけるゲームア

会的重要度が低いため，ある程度のシステム停止に伴う損

プリへの消費支出は前々年から 60%増の 125 億米ドルにの

害は企業側が容認しているのが現状である．このような背

ぼった[1]．日本以外の国々でも総じて市場の拡大が続いて

景から，ゲーム系アプリケーションの可用性改善はソフト

おり，今後も発展すると予想されている．また，ゲーム系

ウェア内で解決することが求められる．

アプリの多くはクライアントサーバ型であり，サーバとの

本稿では，クライアントサーバ型のゲーム系アプリケー

通信が必須であることが多い．サーバでは重要なデータの

ションを対象とし，サーバとの通信ができない場合におい

生成やクライアントとのデータの同期，クライアントの挙

ても，P2P ネットワークが一時的にサーバ機能を代替し，

動の監視などを行っており，システム全体を管理するとと

アプリを継続して利用可能となる手法として，アプリケー

もに，データ改ざんなどの不正を防止する役目を担ってい

ション内で動作するスタンバイ P2P を提案する．第 2 章で

る．

関連研究を述べ，第 3 章ではスタンバイ P2P の提案手法に

一方で，Web サーバや一般的なサーバと比較して，アッ

ついて説明する．第 4 章では提案手法を評価するための試

プデートに伴うメンテナンスやアプリの不具合によるサー

作についての説明を行い，第 5 章では評価システムで得ら

バの停止が多い．アプリケーションによって違いはあるが，

れたデータからスタンバイ P2P の優位性について検討する．

具体的には数時間から十数時間のサーバメンテナンスが月

最後に第 6 章で本稿のまとめと今後の課題を記す．

に数回行われている．スマートフォンが普及する以前は PC
での利用が主流だったため，ユーザが自宅にいないとされ

2. 関連研究

る時間帯にサーバメンテナンスを行うことで，ユーザへの

2.1 クライアントサーバ型・P2P 型ネットワーク

影響を最小限にとどめていた．しかしながら，ゲーム媒体

ネットワークモデルはクライアントサーバ型と P2P 型に

が PC からスマートフォンに移りつつある現在では，いつ

分けられる．クライアントサーバ型はクライアントとサー

でもどこでもアプリの利用が可能となり，より高い可用性

バをネットワークで結び，クライアントからの要求にサー

が求められている．フォールトトレラントなシステム構成

バが応答する形で処理を進めるシステムである．サーバは
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中央管理者として存在し，重要な処理はサーバが行うため，

ると考えられている[5]．P2P 型の具体的な利用例としては，

管理者はサーバを通して容易にシステムを制御することが

P2P 分散ファイルシステム，P2P グループウェア，IP 電話

できる．一方で，サーバに依存したシステムであり，サー

（Skype，LINE），動画配信サービス（Veoh）などといった

バに障害が発生するとシステム全体に影響を与えてしまう．

ものが挙げられ，近年応用例が増えてきている．さらに，

また，クライアント数や要求数が急激に増加するとサーバ

P2P を利用したゲームに関する負荷分散の研究も多くされ

やその回線に負荷が集中するといった特徴もある．しかし，

ている[2][3]．

負荷集中に関してはサーバ機器の性能向上，回線の拡充な

本稿ではクライアントサーバ型の管理性の高さと，P2P

どにより改善されつつある．具体的な利用例としては，メ

型の耐障害性に注目し，通常時はクライアントサーバ型，

ールサーバ，Web サーバ，アプリケーションサーバ，ファ

サーバ停止時などの緊急時はピュア P2P 型にネットワーク

イルサーバなどが挙げられ，非常に広い範囲でクライアン

モデルを切り替えることで，管理性と耐障害性の優れたス

トサーバ型のシステムが用いられている．

タンバイ P2P を提案する．先行のネットワークモデルとス

P2P 型はネットワークに接続されたコンピュータ同士が

タンバイ P2P の比較を表 1 に示す[4]．

対等の立場，機能で直接通信するものである．中央管理者

スタンバイ P2P は通常時はクライアントサーバ型のネッ

が存在せず，特定の端末に障害が発生しても全体には影響

トワークモデルとなるため，クライアントサーバ型の特徴

を及ぼさないため，サーバに依存したクライアントサーバ

の多くを継いでいる．異なるのは耐障害性の部分であり，

型に比べて耐障害性に優れている．また，クライアントサ

サーバ停止等の非常時はネットワークモデルがピュア P2P

ーバ型ではクライアント数の増加により，負荷が集中する

に移行するため，ピュア P2P の特徴である耐障害性が高い．

のに対して，P2P 型はノード数が増加しても特定の端末へ

また，サーバへの負荷やトラフィックの集中に関してはハ

のアクセスは集中しづらいといった特徴がある．一方で，

イブリッド P2P の方が優れているといえるが，前述したよ

システム全体を管理する端末は基本的に存在しないため，

うに，サーバ機器の向上により改善されつつある．また，

システム全体を把握するのは難しく，管理もしづらいとい

データ改ざんに関して，中央管理者が存在しない P2P 型は

った特徴がある．また，P2P 型はインデックス情報の持ち

データの改ざんを防ぐことが難しいが，スタンバイ P2P で

方で 3 つに分類される．インデックス情報とはどのノード

は P2P 型からクライアントサーバ型へ移行するときにサー

がどのような情報をもっているかを示すもので，通信相手

バがデータの更新内容を確認することでデータの改ざんを

の特定に必要なものである．インデックス情報をサーバで

防止することができる．

集中して管理するハイブリッド P2P，各ノードで分散して

このように，通常時にはクライアントサーバ型，非常時

持ち合うピュア P2P，特定のノードだけが所持するスーパ

はピュア P2P 型に移行するスタンバイ P2P は運用性・耐障

ーノード P2P に分けられる．いずれの P2P モデルおいて

害性に優れたネットワークモデルであるといえる．

も，ノード間で直接通信を行うため，相手の IP アドレスを

2.2 P2P ネットワーク下での合意形成

知っておく必要があり，固定 IP アドレスを持たないスマー

P2P ネットワークでは中央サーバが存在しないため，ノ

トフォン同士では NAT 越えが必要である．しかし，将来的

ード間で合意を得る必要がある．P2P ネットワークでの合

には IPv6 の浸透により，現在より容易に P2P 通信が行え

意はデータの更新内容や更新の決定を行うものであり，シ

表 1 各ネットワークモデルの比較

項目

クライアントサーバ型
ハイブリッド P2P
ピュア P2P
スーパーノード P2P
スタンバイ P2P

利
用
者
管
理

コ
ン
テ
ン
ツ
管
理

端
末
へ
の
負
荷

サ
ー
バ
へ
の
負
荷

ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
集
中

通
信
量

耐
障
害
性

改
ざ
ん
防
止

容易
（○）
容易
（○）
困難
（×）
中程度
（△）
容易
（○）

容易
（○）
容易
（○）
困難
（×）
困難
（×）
容易
（○）

小さい
（○）
小さい
（○）
大きい
（×）
大きい
（×）
小さい
（○）

中程度
（△）
小さい
（○）
なし
（-）
なし
（-）
中程度
（△）

中程度
（△）
小さい
（○）
大きい
（×）
中程度
（△）
中程度
（△）

少ない
（○）
中程度
（△）
多い
（×）
多い
（×）
少ない
（○）

低い
（×）
低い
（×）
高い
（○）
高い
（○）
高い
（○）

高い
（○）
中程度
（△）
低い
（×）
低い
（×）
高い
（○）
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表 2 合意形成手法の比較
名前

合意手法

多数決 全ノードでの多数決

メリット
アルゴリズムが単純
各ノードの対等性が高い

デメリット
通信量が多い
51%問題
計算量が極めて多い
51%問題

PoW 計算量

改ざんが困難

PoS

通貨保有量

改ざんによる利点が少ない 通貨の流動性が低下する

PoI

スーパーノードでの
合意形成が高速
多数決

PBFT 信頼できる第三者

合意形成が高速

スーパーノードの選定が難
しい
第三者の協力にコストがか
かる

ノードの
対等性

計算量

運用コスト

高い
（○）
中程度
（△）
中程度
（△）
中程度
（△）
高い
（○）

少ない
（○）
多い
（×）
少ない
（○）
少ない
（○）
少ない
○

低い
（○）
中程度
（△）
低い
（○）
低い
（○）
高い
（×）

ステムの根幹を担うため常に正しい判断が求められる．

貨保有量が多いノードほどその価値を下げる必要性がない

P2P ネットワークでの合意形成手法の代表的なものに多数

ため，改ざんする能力が高まれば高まるほど改ざんのメリ

決，仮想通貨に用いられている Proof of Work（PoW）， Proof

ットがなくなり，不正をはたらかなくなる．しかしながら，

of Stake （ PoS ）， Proof of Importance （ PoI ）， Practical

これは通貨の信頼性のもとに成り立っており，ゲーム内の

Byzantine Fault Tolerance（PBFT）がある[6]．これらを比較

リソースを通貨と同価値であるとみなすことはできないた

したものを表 2 に示す．多数決ではノードでの多数決を

め，ゲーム系アプリケーションに適用した場合，ゲーム内

P2P ネットワーク内で行い，その結果をもって合意形成を

のリソース価値に依存した信頼性の欠けるシステムとなる．

行う．アルゴリズムが単純である反面，多数決を行うため

PoI は PoS を改良したもので，通貨保有量だけでなくノ

に通信量が多くなる，51%問題に対して効力を持たないな

ードの情報を多角的に評価し，その評価値が高いほどブロ

どの問題がある．通信量に関しては，P2P ネットワークの

ック生成の優先権を与えられるものである[9]．PoS と異な

構成が一時的なものであることと，多数決判定結果の配布

り，通貨保有量以外の情報も用いてノードをランク分けす

遅延を許すこと（後述 2.2 節）で改善が見込まれる．51%問

ることで，より適切なノードの評価を行うことができる．

題とは，ノードの 51%を支配すると

しかし，PoS と同様，扱うリソースに通貨と同程度の価値

多数決によって P2P ネットワーク全体を支配できてしま

がなければ適用できず，ゲーム系のアプリケーションには

う問題であり，多数決の持つ特徴である．本稿の場合，P2P

適していない．また，PoW，PoI，PoS いずれもリソースに

ネットワークを支配するためには，アプリケーションを利

よってノードに優劣が生じてしまうため，ノードの対等性

用しているノード数の 51%以上の台数のスマートフォン端

が弱い．

末が必要であり，現実で行われるとは考えづらい．したが

PBFT は信頼できる第三者を介して合意形成を行うもの

って，本稿において意形成アルゴリズムに多数決を用いる

であり．合意形成が迅速かつ確実であるという特徴がある

場合，51%問題については大きな問題にはならない．また，

が，第三者の協力には当然ながらコストがかかる[10]．シス

全てのノードが平等に多数決を行う場合，ノード同士の対

テムの可用性を高めるためのコストを多くかけられないゲ

等性は高く，多くの計算量も必要としない．運用コストの

ーム系アプリケーションに対しては不適である．
以上のことから，スタンバイ P2P において合意形成アル

面からも，アプリケーション内で全て完結するため，最小
限のコストで導入することができる．

ゴリズムは多数決が最適であると結論づけた．

その他の 4 つの手法はブロックチェーンの考え方を応用
したものであり，PoW がその代表である[7]．PoW では最
も計算を行ったノードがブロックの生成を行うことができ

3. P2P によるサーバ機能代替
3.1 サーバ機能をノード毎に分担

るアルゴリズムで，データの改ざんが非常に困難であると

本稿で想定するアプリケーションはクライアントとサ

いう利点をもつ．一方，ブロック生成に大量の計算が必要

ーバとでデータを同期し，サーバはクライアントの要求に

であり，計算に要する電力量が非常に大きく，スマートフ

従ってデータの更新や生成を行う．データの更新権限はサ

ォンなど使用できる電力量が制限されている場合において

ーバが強く，サーバはクライアントのデータ更新を常に監

適してない．また，ブロック生成者には生成報酬を与える

視し，不正な操作を防いでいる．このような，仕様のサー

必要があるため，運用コストがかかってしまう特徴がある．

バ機能をモデル化したものを図 1 に示す．

PoS は通過保有量がそのまま信頼性につながるもので，
多くの通貨を所持しているノードは不正をはたらかないと
いう想定のもと成り立っているアルゴリズムである[8]．通
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おり，さらに代替サーバノードは 3 種類存在する（表 3）．
クライアント

サーバ

データ生成要求
or
データ更新要求
要求内容確認

（必要に応じて）
データ生成

サーバ内データ
更新

図 2

データ更新許可

P2P ネットワーク内ノードによるサーバ機能代替
表 3 代替サーバノードの役割

クライアントデータ更新

図 1

クライアントサーバ型のシーケンス図

名称

説明

データ生成
ノード
(データ生成)

クライアントノードからの要求に従い，
データを生成する．生成したデータ内容
は多数決判断ノードに送り，P2P ネット
ワーク内での多数決を乞う．許可が得ら
れた場合はデータ内容が改ざんされてい
ないかを確認し，生成したデータもしく
は更新不許可を クライア ント ノード送
る．

多数決判断
ノード
（合意形成）

データ生成ノードからの多数決要求に従
い，更新するデータ内容を確認した上で，
全てのデータ更新許可ノードにデータの
配布と更新許可に関する多数決を行う．
随時データ更新許可ノードから更新許可
の応答があり，過半数の許可・不許可を得
られた段階でデータ生成ノードに多数決
結果を送信する．

データ更新許可
ノード
（データ同期）

多数決判断ノードからのデータ更新許可
要求を受け，その更新内容を確認し，許
可・不許可を多数決判断ノードに送る．デ
ータ生成ノート，多数決判断ノード以外
の全ての代替サーバノードがデータ更新
許可ノードとなる．

クライアントがデータの操作をする場合は必ずサーバ
と通信を行い，サーバのデータを更新した上で，クライア
ントのデータを更新する．なお，あるクライアントが他の
クライアントのデータを操作することはないものとする．
このような場合のサーバの機能は以下の 3 つにまとめられ
る．
(1)

クライアントのデータ同期

(2)

クライアントからの要求によるデータの生成

(3)

クライアントからの要求によるデータの更新

これらの機能を P2P ネットワークで代替する．特定のノ
ードがサーバ機能の権限を有している場合，不正な操作を
行う可能性が高まるため，全てのノードが対等な権限を持

クライアントノードは代替サーバノードに対するクラ

ち，互いに操作を監視できるよう取り計らう必要がある．

イアントであり，クライアントノードの挙動はクライアン

第 1 に，データを生成するノードと更新を確定するノード

トサーバ型のクライアントと同様のものである．代替サー

は異なるノードでなければならない．生成者と更新確定者

バノードはデータ生成ノード，多数決判断ノード，データ

が同じノードの場合，どんなデータでもそのデータを生成

更新許可ノードがあり，サーバの機能を 3 つに分割するこ

し，確定できてしまうからである．第 2 に，各ノードの更

とでノードの対等性を維持している．また，代替サーバノ

新内容は全てのノードで共有し，保持していなければなら

ードの役割の振分けは要求毎に送信元がランダムに決定す

ない．クライアントだけでデータを管理する場合，改ざん

る．例えば，データ生成ノードは P2P ネットワーク内のノ

が容易になってしまうため，クライアントとは別に P2P ネ

ードからノードをランダムに選定し，そのノードに対して

ットワークすなわち各ノードでのデータ保持が必要となっ

多数決要求を行う．そのため，各ノードは P2P ネットワー

てくる．また，特定のノードだけでデータを保持すること

ク中の全ノードのアドレス，ノード ID を含んだノードリ

はデータ損失のリスクが高まるため全てのノードで各ノー

ストを所持している．ノードリストはクライアントサーバ

ドの更新内容を保持していることが望ましい．

通信時にサーバからデータを受け取っているものとし，

以上の条件のもと，考案した P2P ネットワークによるサ
ーバ機能代替方法を図 2 に示す．P2P ネットワーク中のノ

P2P ネットワークを構築してから，各ノードの情報を得る
ための通信をする必要はない．

ードはクライアントノードと代替サーバノードに分かれて
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また，役割の振分け方法について，ランダムに選定する

表 4 通信フォーマット

以外にスマートフォンの処理能力やバッテリー，通信速度
名称

や通信環境によって役割を決定する方法も検討した．しか
しながら，互いの端末情報を得るために通信を行う必要が

更新ログ識別 ID

あるため，クライアントサーバ型から P2P 型に移行するま

値

説明

GUID

更新ログを一意に識別する ID

0

クライアントノードからデー
タ生成ノードへの要求

1

データ生成ノードから多数決
判断ノードへの要求

2

多数決判断ノードからデータ
更新許可ノードへの要求

3

データ更新許可ノードから多
数決判断ノードへの応答

4

多数決判断ノードからデータ
生成ノードへの応答

5

データ生成ノードからクライ
アンノードへの応答

でにタイムラグが発生してしまう．また，代替サーバノー
ドの役割を均等に振分けず，端末のリソース量に従い役割
を振分けてしまうと，リソース量の多いノードに代替サー
バノードの役割が集中してしまい，不正を行いやすくなっ
てしまう．したがって,ノードの役割が極力均等に分散する

役割識別番号

よう,代替サーバノードの役割振分けはランダムとした．
図 2 の通り，クライアントノードは最初，①データ生
成要求をデータ生成ノードに送る．データ生成ノードは要
求に従い必要なデータを生成し，P2P ネットワーク内で多
数決を取るために，②多数決判断ノードに多数決要求を送
る．多数決要求を受け取った多数決判断ノードは複数のデ
ータ更新許可ノードに対して，③更新内容を配布するとと
もにデータ更新の可否を問う．データ更新許可ノードは更
新内容を確認し，④正しいデータ更新だと判断した場合は
更新許可を，そうでない場合は更新不許可を多数決判断ノ
ードに送信する．データ更新許可ノードから許可・不許可
の投票に対し，過半数の許可・不許可が得られた場合，⑤
データ生成ノードに多数決判断結果を送信する．データ生
成ノードは生成されたデータが改ざんされていないかを確
認し，⑥クライアントノードに生成データを送信する．ま
た，多数決結果がデータ更新不許可であった場合はその結
果をクライアントノードに送信する．この①から⑥の手順

クライアント
ノード ID

英数字

クライアントノードの ID

データ生成
ノード ID

英数字

データ生成ノードの ID

多数決判断
ノード ID

英数字

多数決判断ノードの ID

データ更新許可
ノード ID

英数字

デ ー タ 更 新 許 可 ノ ー ド の ID
（データ更新許可ノードから
多数決判断ノードへの応答の
場合のみ使用）

更新番号

0 以上

クライアント毎のデータ更新
許可回数

更新データ名

英数字

更新を行うデータの指定

更新データ値

文字列

更新するデータの値

判定結果

True or
False

更新要求の許可・不許可

が P2P ネットワーク内でのデータ更新プロセスである．
多数決で過半数の許可を得られなければデータを更新でき

3.2 サーバでのデータ統合
基本的に各ノードの更新記録は全てのノードに共有さ

ないため，データの改ざんは困難であり，データを保護す

れているが，全てのノードが同じ更新ログを所持している

ることができる．
次に P2P ネットワーク内での通信フォーマットを表 4 に

保証はなく，また特定のノードの更新ログを信用すること

示す．フォーマットには更新ログを一意に識別する更新ロ

もできない．したがって，P2P 型のネットワークからクラ

グ識別 ID，受信側が代替サーバノードのどの役割を担えば

イアントサーバ型へ移行する際，各ノードが持つ更新ログ

良いかを判断するための役割識別番号，役割を担った各ノ

データを収集し，データを統合する必要がある．そこで全

ードの ID，更新番号，更新データ名，更新データ値，更新

ての更新許可は多数決で行われていることから，P2P ネッ

要求の判定結果がある．これらの情報は応答時に更新ログ

トワーク中で行われた多数決を再度サーバ内で実施するこ

データとして各ノードに保存され，サーバ復帰時にサーバ

とでデータの統合を行う．

にまとめて送られ，統合処理がなされる．特に更新番号に

図 3 に P2P 型のネットワークモデルからクライアント

ついて，これはクライアント毎に何回更新許可を与えられ

サーバ型のネットワークモデルに移行する際のサーバでの

たかを示すもので，そのクライアントの最初の更新要求の

フロー図を示す．まず，サーバは全てのクライアントから

更新番号は 0 になる．以降，更新許可が与えられる度に更

更新ログデータを収集し，全ての更新に対してそれぞれ多

新番号がインクリメントされていき，更新許可があたえら

数決判定を行う．次にクライアント毎にサーバのクライア

れなかった場合はインクリメントしない．つまり，今回の

ントデータを更新していく．更新は更新番号順に行い，最

更新番号と前回の更新番号とを比較してインクリメントさ

後の更新番号まで更新を行うか，更新不許可の更新が見つ

れていれば，前回の更新要求は許可されたとみなし，更新

かるまで順次更新を行っていく．全てのクライアントのサ

番号が同値であれば前回の更新要求は不許可であったとみ

ーバデータの更新が終了するとネットワークの移行準備が

なすことができる．このように，更新要求結果配布の遅延

完了し，クライアントサーバ型のネットワークに移行する．

を許すことで通信回数を約半分に抑えることができる．

更新許可が得られていない更新データが発見された場合，
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そのクライアントデータの更新を終了するのは以降の更新

信を必須とし，サーバとデータを同期する簡単なアプリケ

データの信頼性が低いからである．また，クライアントサ

ーションを作成した．サーバアプリケーションは PHP で開

ーバ型に移行する際，クライアントとサーバとでデータに

発を行った．また，サーバ管理者は Web ブラウザからデー

差異があった場合は，サーバのデータに差し替えることで

タベースを操作することができ，ネットワークモデル移行

サーバのデータをクライアントに同期させる．

時 の デ ー タ 統 合 処 理や デ ータ の 作 成 ， 更 新 ， 削除 等 の
MySQL 命令を実行することができる．

図 3

P2P 型からクライアントサーバ型に移行するときの
フロー
図 5 評価システムのソフトウェア構成

4. 評価システム
3 節で述べた提案を評価するため，評価システムの作成
を行った．評価システムの概要を図 4 に示す．提案である

5. 評価
5.1 評価条件

P2P ネットワークでのサーバ機能代替およびデータの統合

表 5 の条件下のもと提案手法の評価を行った．ノード数

処理についての評価を行うため，全ての通信を有線で行い，

は表の通り 20,40,60,80,100 の 5 パターンを用意し，5 台の

パケットロスや輻輳を極力減らす構成とした．また，大量

PC にそれぞれ均等にプロセスを割り振って複数のプロセ

のスマートフォン端末を用意することは困難であったため，

スを同時実行させた．更新要求の送信間隔は更新要求の頻

5 台の PC で代用し，複数のプロセスを同時実行すること

度が高いもの（5~15 秒），中程度のもの（15～45 秒），低い

でノード数の確保を行った．サーバは Web サーバを設置し，

もの（30～90 秒）の 3 パターンを用意した．したがって,ノ

クライアントサーバ型の通信では HTTP 通信，P2P 型の通

ード数とデータ更新要求送信間隔のパターン数をかけ合わ

信では UDP 通信を行い，パケットを送信する．

せた合計 15 パターンで評価を行う．評価の効率化を図る
ため，P2P ネットワークでの通信時間は 5 分に設定した．
加えて，試行回数を増やすことは P2P での通信時間を増や
すことに等しいため，試行回数は 1 回十分であると判断し,
評価を行った．
表 5 評価条件

図 4 評価システム
次にソフトウェア構成を図 5 に示す．クライアントは
OS を Windows とし，Windows フォームアプリケーション
作成の標準言語である C#でクライアントアプリケーショ
ンを作成し，提案手法を組み込んだプラットフォームを実
装した．クライアントアプリケーションではサーバとの通

項目

値

ノード数（PC1 台当たりの
ノード数）
1 ノード当たりのデータ更
新要求送信間隔
パターン数
P2P ネットワークでの通信
時間
試行回数

20(4), 40(8), 60(12), 80(16),
100(20)
5~15, 15~45, 30~90（秒）
15
5分
各パターン 1 回

5.2 実験結果
5.1 節での条件のもと，P2P 通信中のクライアントノード
から見た応答時間およびモデル移行におけるアプリケーシ
ョンの正常動作継続率について評価を行った．まず，クラ
イアントノードから見たデータ更新平均応答時間について
のグラフが図 6 である．ノード数が増加するに従って，平
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均応答時間が増加しているのが見て取れる．ノード数が増

仮定すると，1 時間で 44%のアプリケーションが正常に動

加するほど P2P ネットワーク中の更新要求量が増加するた

作しなくなる計算になる．したがって，95%という数字は

め，その処理が間に合っていないものと考えられる．また，

十分でなく，より高い精度での動作継続率が求められる．

更新ログからボトルネックとなっているのは多数決の判定

仮に P2P 通信時間を 1 時間,ノード数を 100 とした場合,1 時

処理であり，多数のノードにデータを送受信する必要があ

間後に全てのノードの動作を正常に継続させるには,5 分間

るため，処理に時間がかかってしまう．多数決判断ノード

での正常動作継続率が 99.9%以上でなければならない．2 時

を 1 つのノードが担うのではなく，複数の多数決判断ノー

間,3 時間の場合では更に高い精度が求められ,本稿で作成

ドがツリー型にネットワークを構築し，多数決を取ること

した試作システムはデータ更新に関して不十分な精度であ

で応答時間の短縮化を図ることができると考えられる．ま

った．正常に動作が継続しなかった大きな原因は，破棄す

た，ノード数の多い場合においてはデータ更新要求の送信

べき更新要求の応答および実行であり，前回の更新要求が

頻度が高いものほど応答時間が長くなる傾向が見られた．

ネットワーク中に残存してしまったことであった．改善策

これもノード数が増えた場合と同様にネットワーク内の更

としては，TTL（Time To Live）の導入や古い要求の破棄機

新要求量が増加したために，多数決の処理に時間がかかっ

能の追加が挙げられ，これらの機能を追加することでより

ているものと推測する．

動作継続率が高まると考えている．

平均応答時間をパターン全体で見てみると応答時間が
最大のときでも 1 秒以下となっている．参考までに，Web
ページ表示の待ち時間は 2 秒以下を推奨していることから，
十分な応答速度があることが分かる[11]．

図 7 アプリケーション正常動作継続率
次に P2P 型からクライアントサーバ型に移行するときに
かかったデータ統合時間を図 8 に示す．ノード数の増加お
よびデータ更新要求送信間隔に伴い,データ統合時間が長
図 6

くなっていることが確認できる．また,更新要求の頻度が高

データ更新平均応答時間

いほどデータ統合時間は 2 次関数的に増加している傾向に

次にネットワークモデル移行に際して，正しくアプリケ

あり,ノード数が極めて多い状況ではデータの統合に相当

ーションの動作が継続したかを図 7 に示す．アプリケーシ

の時間がかかることが推察される．データ更新時間の増加

ョン正常動作継続率とは，P2P 通信中および P2P 型からク

はクエリ数の増加に等しく,データの更新量に比例してデ

ライアントサーバ型にネットワークモデルを移行する際，

ータ統合時間が増加しているものと考えられる．

アプリケーションが通常通り動作し，データが正しく更新
され，整合性が保たれているノードの割合を示す．
図 7 から，ノード数が増加するほど，またデータ更新要
求送信間隔が狭まるほど動作継続率が下がっていることが
確認できる．さらに，ノード数の増加に伴う動作継続率の
低下とデータ更新要求送信間隔に伴う動作継続率の低下と
を比較すると,ノード数の影響よりもデータ更新要求送信
間隔の影響の方が大きいと考えられる．したかって,本提案
はデータ更新要求送信間隔が大きいアプリケーションに適
図 8

しているといえる．逆に，データ更新要求送信間隔が小さ
いアプリケーションにおいては，正常に動作を継続するこ
とが難しいことも確認できる．また,動作継続率の値を見る
と全てのパターンにおいて 95%以上を維持している．しか
しながら，5 分間で 5%のノードが正常に動作しなくなると

データ統合処理時間

また,データの統合中に P2P ネットワークによるサーバ
機能代替は行えないため,アプリケーションを利用できな
い時間が発生する．そこで,従来のクライアントサーバ型の
サーバ停止によるサービス停止時間と本稿での提案手法に
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おけるサービス停止時間を比較して,どれだけサービスの

れる改善策としては，TTL の導入などが挙げられる．

停止時間を短縮できたかを式（1）を用いて求める．各パタ
ーンにおけるサービス停止時間減少率を表 6 に示す．
サーバ停止時間
サービス停止時間
=
短縮率
サーバ停止時間 + データ統合時間

データの統合時間については,ノード数の増加および更
新要求頻度が上がることにより,データ更新量が増加し,統
合時間が長くなることが確認できた．この間,クライアント

(1)

はアプリケーションを利用することができないが,従来の
利用停止時間と比較すると,いずれのパターンにおいても
80%以上,停止時間を削減することが確認でき,本提案にお

表 6

ユーザから見たサービス停止時間減少率（%）
データ更新要求送信間隔（秒）
ノード数
平均
5~15
15~30
30~90
20
98.7
99.6
99.8
99.3
40
95.6
98.1
99.1
97.6
60
93.3
96.2
98.5
96.0
80
88.1
93.8
96.7
92.9
100
84.2
92.9
95.1
90.7
平均
92.0
96.1
97.8
95.3

ける可用性の向上を確認することができた．
今後は提案プラットフォームをスマートフォンに実装
し，より実環境に近い評価を行っていく．また，100 を超
えるノード数に耐えうるシステム設計，アプリケーション
正常動作継続率を向上させるための手法を検討する．
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