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小容量データの同報配信のための
効率的な P2P 配信方式の提案と解析
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information distribution time to all recipients with diﬀerent network topologies, balanced and skewed tree, by simulation. Moreover, we have analyzed the
contributions of skewed tree in details with several analytical parameters.

1. は じ め に
近年，「いつでも，どこでも，誰でも」ネットワークに接続し，各種の情報サービスを受
けることができるユビキタス社会が急速に浸透している．情報社会の将来を展望するとき，
人々がコンピュータにアクセスし，PULL 型の情報収集をするのではなく，コンピュータ

近年，PUSH 型通信を用いてニュースのヘッドライン，為替の更新情報や災害情報
などの小容量な情報を多数のユーザに向けて配信するサービスが増加している．これ
らの更新情報や災害情報は，通知が遅れると情報の価値を損なう可能性があり，情報
更新から通知までの時間が短いことが望まれる．そこで本論文では，小容量データ配
信のための，P2P 配信方式を提案する．本方式は，データをすでに受信したクライ
アントからもデータを送信することにより，既存のクライアント・サーバ方式と比較
して，すべてのクライアントに情報を配信完了するまでの時間を短縮することを可能
とする．その優位性を検証するために，すべてのクライアントに情報を配信完了する
までの時間を解析し，提案方式が有効に動作する条件を明らかにする．さらに，P2P
ネットワークのトポロジについてシミュレーションを用いた解析を行い，ネットワー
ク環境や配信するメッセージの特性に応じた P2P ネットワークの構築手法について
示す．

やネットワークが人々の置かれている状況を的確にとらえ，PUSH 型の情報配信も可能な
情報社会が期待されている．このため，為替の更新情報，地震災害ならびにニュースのヘッ
ドラインなど，必要に応じて迅速な情報配信を可能とする同報配信技術の開発は，今後の情
報化社会において必須の課題となる．
同報配信技術には，大別すると OSI 参照モデルでいうネットワーク層での技術とアプリ
ケーション層での技術の 2 種類が存在する．ネットワーク層での同報配信技術は IP マルチ
キャスト1) と呼ばれ，中継するルータがパケットを複製しユーザに配信する方式であるた
め，ユーザ数にかかわらずルータ間のデータ通信は 1 回で済み，ネットワーク帯域資源の利
用効率が良い．しかし，経路となるすべてのルータが IP マルチキャストに対応できる必要
がある．また，キャリア間のポリシの相違から複数の ISP にまたがる情報配信には対応す
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ることが難しい．一方，アプリケーション層での同報配信技術は，ルータ機能やキャリア間
のポリシ相違に依存しないため注目されており，今後も広く利用されると考えられる．アプ
リケーション層での同報配信技術には，全ユーザに対してユニキャストで送信するクライア
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ント・サーバ方式と，1 度配信を受けたユーザが中継役を担い，情報を次の受信者にバケツ
リレー式に配信する P2P 方式がある．
一般に配信システムを構築する場合，クライアント・サーバ方式を用いて構築する場合が

Recently, plenty of the small volume data such as disaster and stock information are distributed over the Internet with correspond to the increasing use
of Web services. The information is time sensitive and need to be distributed
within certain period. A sign and a warning of natural hazard should be distributed as fast as possible and quick distribution of stock information is very
important to the enterprise management. Therefore, realization of the eﬃcient
push service over the Internet is expected. This paper shows that P2P communication is promising for the short message distribution to the city size of area
with comparing to the server and client distribution and analyzed the total

376

多いが，多数の受信者に配信する場合には，サーバ側の処理コストが高く，ネットワークが
輻輳する恐れがある．このために，サーバの性能強化やネットワーク帯域拡充などの対策が
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あるが，災害情報など配信が不定期な場合には，バースト時の負荷に合わせてサーバ，ネッ

型，さらにはある制約に基づいたコントロールトポロジを形成する Implicit 型に大別でき

トワーク設備に投資することは現実的ではない．バースト的な負荷への対策として，処理限

る．Tree-ﬁrst 型の ALM として提案された ALMI 4) は，映像会議などの小規模で多対多

界を超えた処理に関しては即座に処理を行わず，遅延を入れることで時間的に負荷を分散す

のストリーミング配信を想定している．この手法では，各ノードが管理する情報を session

る手法が考えられる2) ．しかし，更新情報や災害情報などは緊急性・重要性が高く，配信さ

controller に集め，最適なデータトポロジを構築する．このような Tree-ﬁrst 型の ALM では，

れる時刻が遅れると情報の価値を損なう．このため，時間的に負荷を分散する手法を用いる

データの流れる経路を先に構築するため，配信にかかる時間を短縮しやすいが，離脱ノード

ことはできない．これに対して，我々は P2P を用いて，サーバの処理限界を超えた分をク

が配信経路の配信元に近ければ影響が大きくなる．Mesh-ﬁrst 型の ALM として提案された

ライアント間の通信により補う手法を提案する．本手法では，サーバとクライアント間で配

Narada 5) は，ストリーミング放送を想定しており，遅延をメトリックとして Mesh 型のオー

信木を構築し小容量データの配信を行う．このとき，負荷がサーバに集中することを防ぐこ

バレイネットワークを構築し，帯域が考慮された配信経路を作成する．このような Mesh-ﬁrst

とができるため，クライアント・サーバ手法より迅速にメッセージをすべてのクライアント

型の ALM では，トポロジを管理するためのネットワークを先に構築するため，ノードの離

に配信することを可能とする．

脱，復旧管理に優れているが，実際の情報伝達経路に余分な経路が長くなりやすいという

以降，2 章では関連研究について示し，3 章では提案手法について述べる．次いで，4 章

課題がある．Implicit 型の ALM として，CAN（Content-Addressable Networks）-based

では既存手法であるクライアント・サーバ方式と提案手法の比較を行い，5 章では，提案手

Multicast 6) ならびに Scribe 7) が提案されている．CAN-based Multicast では，分散ハッ

法における最適な P2P ネットワークのトポロジについて，検討およびシミュレーションで

シュテーブル（Distributed Hash Table: DHT）の一種である CAN 8) を用いて同報配信

の解析を行う．6 章で解析結果から提案手法の有効性について考察する．最後に，7 章で本

を実現する．この手法では，CAN 内の同報配信グループ ID を担当するノードが，新たな

論文のまとめを述べる．

グループ CAN の入口となり，グループを構成するメンバのみで小さな CAN を作成する．
その結果，小さな CAN 内でフラッディングを行うことで同報配信を実現する．Scribe で

2. 関 連 研 究

は，DHT の一種である Pastry 9) を利用し，その ID 検索の集束するノードを配信木の根と

多数の受信者に同じ情報を配信する同報配信技術は，IP マルチキャストなどのネットワー

し検索経路を逆にたどるように情報配信する．これらの Implicit 型の ALM は，DHT 上に

ク層での技術とアプリケーション層での技術に大別できる．ネットワーク層での技術は，ネッ

データトポロジを形成するため，大規模な配信に向いているが，隣接ノードに制約が存在

トワーク機器のサポートが必要であり，異種ネットワークを横断した情報配信が困難であ

し，ネットワークの近接性を考慮しにくい．

る．アプリケーション層での同報配信技術は，すべての受信者に対してサーバから配信する

これらの ALM の配信情報の対象は主に大容量データを想定しており，いっせいに配信す

クライアント・サーバ方式と，受信者の一部が転送機能を持つ P2P 方式が存在する．クラ

る際に必要となるサーバ側の負荷を分散させるために，P2P を用いている．一方，更新情

イアント・サーバ方式は，実装が容易であるが，サーバへ負荷が集中することから，大規模

報や災害情報など，小容量データを多人数に迅速に同報配信したいという要求も高まりつつ

化には大きなコストが必要となる．

あるが，それらの要求を実現するためには，サーバ側の負荷を分散させるより，むしろいか
3)

P2P を用いた同報配信技術に関する研究として，ALM（Application Level Multicast）

がある．ALM とは，クライアント間で P2P ネットワークを構築し，マルチキャストを実

に早く情報配信できるかが大事な指標となり，ALM の指標である負荷分散とは異なるため，
そのままでは迅速な配信時間を達成できない10),11) ．また，ALM は大容量データを扱うた

現する技術である．ALM は，実データの配信経路であるデータトポロジと予期せぬノード

め，1 ノードが多くのノードを子ノードとして持つ場合，回線速度の制限から致命的な通信

の離脱からネットワークを再構成するコントロールトポロジの 2 種類のトポロジで実現され

速度低下を招く．しかしながら，小容量データを扱う場合，多くの子ノードを持つ場合にお

る．データトポロジは，一般的にコントロールトポロジの一部であり，Tree と呼ばれる．コ

いても，1 子ノードに対するデータ転送時間は短いため，通信速度低下の影響は少ない．

ントロールトポロジはノードの離脱に耐えられるようにノード間にリンクが張り巡らされて

渡辺ら12),13) は，小容量データを P2P により配信する方法を提案している．本手法は，1

いるため Mesh と呼ばれる．これらのトポロジ構築手法により，Tree-ﬁrst 型，Mesh-ﬁrst

つのファイルを複数のユーザが共有している状況において，そのファイルが変更されたこと
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を，木構造のデータトポロジを用いてファイルのキャッシュを保持しているノードに配信す
る．これに対して，我々は災害情報などの新規情報を，その内容も含めてユーザのもとまで
同報配信する．また，渡辺らはホップ数のみでデータ配信時間を評価しているが，我々は，

方式の確立が急務である．

3.2 提 案 手 法
本節では，短いデータをできるだけ短時間にすべてのユーザに配信できる情報配信方法を

各ノードでの処理遅延も含めた情報配信完了時間の最適化を行い，配信完了時間で評価し

提案する．本手法は 1 台のデータを配信するサーバ（配信ノード）と多数のデータを受信

た．さらに，現在広く利用されているクライアント・サーバ方式と比較した P2P 方式の優

するユーザ（受信ノード）で構成される．配信ノードと受信ノードは，配信ノードを根とし

位性に関する評価を行い，P2P 技術の適用範囲を明らかにした．

受信ノードを節点もしくは葉とする木構造の P2P ネットワーク（配信木）を構築する．2
章で述べたように，木構造の P2P ネットワークは配信時間短縮に有利な構造である．配信

3. 提 案 手 法

ノードは根から葉に向かってデータを送信することにより，全受信ノードへのデータ配信を

3.1 タイムクリティカルな通信の重要性

行う．本論文ではデータの配信頻度は低いことを前提としているため，ノード間は常時コ

一般に，同報配信対象となる素材は，企業が広告宣伝に使用するメールマガジン，ユーザ

ネクションを張っているのではなく，情報送信時に新たにコネクションを生成し，送信終了

が必要とする企業や特定サイトの RSS 情報，投資家のための株価情報，さらには娯楽やリ

後コネクションを切断することを想定する．これにより，配信するデータが十分に小さい場

ラクゼーションのための映像配信など多種多様であり，データサイズも数 KB から数百 MB

合，配信時の同時コネクション数は子ノード数より小さくすることができる．

に至るまで様々である．また情報配信時間は，ユーザが使用する狭帯域/広帯域通信環境の

ユーザは，受信したい情報を配信する配信ノードに参加要求を送信する．配信ノードは，

違いやサーバへのアクセス負荷などに依存することも多い．これらの同報配信では，その情

総情報配信時間 D を最小とするように，複数の親ノード候補を選択し，参加要求を送信し

報を一定時間内に利用ユーザに届けきらないと意味を持たないタイムクリティカルな側面も

た新規参加ノードに返信する．総情報配信時間 D とは，サーバが配信を開始してから，全

ある．地震，津波，異常気象通報などにともなう災害避難情報の配信などは，その緊急性・

受信ノードに情報が配信完了するまでの時間である．配信ノードは，受信ノード数や現在の

重要性がきわめて高く，場合によっては，そのつど，システムへの電源投入を行い，システ

トポロジの形，ノード間のリンク遅延の平均値など配信木を最適化するために必要な情報

ムの立ち上げ時間を待つなどが問題外となるようなタイムクリティカルなものもある．

はすべて持っているものとする．新規参加ノードは，親ノード候補間の伝送遅延時間を計測

このような環境下では，最近，各家庭で導入されているホームゲートウェイサーバの新た
な活用も考えられる．このホームゲートウェイサーバは，インターネットの普及により，家

し，最も遅延の小さいノードを親ノードとして，配信木に参加する．このときの総情報配信
時間 D の算出方法により，生成される配信木のトポロジを選択することが可能である．

庭内電子機器やセンサ機器をオール IP ネットワークで統合・管理し，制御するもので，本

図 1 に新規受信ノードの参加処理のフローを示す．配信ノードは，各配信木の優先方針

機器を利用することで，ユーザは宅内電子機器を外出先から制御できる．このため，ホー

に基づき，同順を含めて最低でも X 個の親ノードを選定する．ここで，総情報配信時間 D

ムゲートウェイサーバは，家庭内ネットワークの入口で，常時外部ネットワークに接続して

は配信木の高さに大きく影響されるため，高さが想定以上に高くならないように，親ノード

おり，常時作動可能な状況にある．この意味で，ホームゲートウェイサーバは，いつどこか

候補に制限を設ける．この制限は，親ノード候補が最優先の親ノード候補よりリンク遅延の

ら通知されるか分からない災害情報配信の端末としても優れており，宅内にあるガス，電気

平均値 Rave より大きくならないようにそれぞれ設定する．以後，4 章で小容量データの同

をインターネット制御することにより，二次災害の防止にも役立つ．このことから，ホーム

報配信ではクライアント・サーバ方式より P2P 方式の方が優れている場合を示し，5 章で

ゲートウェイサーバの新たな活用も考えられる．

3 つのトポロジにおける親ノード候補の選択方法について詳述する．

さらに，タイムクリティカルなメッセージは，RSS，株価情報など，比較的短いデータ配
信で情報を伝える傾向があるうえ，災害防止，避難誘導など緊急度が高まれば高まるほど，

4. クライアント・サーバ方式との比較

できるだけ短い情報の伝搬が有利となる．以上のことから，次世代のホームネットワークの

4.1 クライアント・サーバ方式と P2P 方式

発展方向をも見据え，短い情報をできるだけ短時間にすべてのユーザに配信できる情報配信

クライアント・サーバ方式は，様々なサービスで採用されている実績の多い通信方式であ
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図 2 クライアント・サーバ方式モデル
Fig. 2 Example of client-server model.

4.2 通信方式のモデル化
クライアント・サーバ方式と提案方式を，総情報配信時間 D について比較する．想定す
るサービスに必要とされる低遅延配信は，総情報配信時間 D を最小とすることと等しい．
総情報配信時間 D の導出に際して，まず，プロセス処理遅延 ΔT とリンク遅延 R の 2
つの遅延を定義する．プロセス処理遅延 ΔT は，あるノードに情報を配信してから，次の
図 1 新規ノード参加処理
Fig. 1 Join procedure.

ノードに情報を配信するために要する時間である．リンク遅延 R はノード間の情報伝搬に
かかる時間とし，伝搬遅延と有効帯域幅遅延の和で表される．伝搬遅延は，送信側から出し
た 1 bit が受信側に伝搬されるまでの時間で，情報サイズには依存しない．有効帯域幅遅延

る．本方式は，サーバがすべてのユーザに対し，情報を直接ユニキャストで配信する．そ

とは，単位時間あたりに送信できる bit 数制限によって生じる情報送信時間のことであり，

のため，データの再送処理やユーザの管理が行いやすいが，サーバ側に CPU およびネット

データサイズに依存する．

ワーク負荷が集中してしまうという問題がある．
一方，提案方式で利用している P2P 方式はネットワークを構成するノードがサーバとク
ライアント双方の性質を持つため PUSH 型サービスを実現しやすい．また，情報配信の負

以下簡単化のために，ΔT と R はすべてのノードおよびノード間で一定とする．また，受
信ノードを N = (N1 , N2 , . . . , Nn )，配信ノードを S で表す．

(1) クライアント・サーバ方式

荷が中継ノードに分散し，スケーラビリティが高い．ただし，中継ノードを用いることによ

クライアント・サーバ方式の例を図 2 に示す．本方式では，最後に配信されるノード Nn

る遅延が発生するため，クライアント・サーバ方式よりも末端ノードへの配信に時間がか

への配信完了までに，1 個のリンク遅延と (n − 1) 個のプロセス処理遅延を要するため，総

かる傾向がある．しかしながら，サーバでのプロセス処理遅延を考慮したとき，提案方式

情報配信時間は以下の式で表される．

がクライアント・サーバ方式と比較して配信時間で有利である場合が存在する．以下では 2
つの方式をモデル化しその比較を行う．提案方式で利用する木構造の P2P ネットワークは
様々なトポロジが考えられるが，本章では基本的な平衡木を用いる．その他のトポロジ間で

D = (n − 1) × ΔT + R

(1)

(2) 提案方式
提案方式の例を図 3 に示す．提案方式で用いる配信木を最大の子ノード数 m，配信木の
高さ（葉ノードから根ノードまでの枝の数）h の子の数が一定の配信木と想定する．ここ

の比較は 5 章で評価する．

で，h = 1 のとき P2P 方式はクライアント・サーバ方式と同様となるため，提案方式では
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Fig. 3

図 4 災害情報データサイズのヒストグラムと累積相対度数
Fig. 4 Histogram and CRF of data size for disaster information.

図 3 提案方式モデル
Example of proposed model.

h = 2 以上を扱う．提案方式において，最後に配信されるノードは，h 個のリンク遅延と
(m − 1) × h 個のプロセス処理遅延を要するため，総情報配信時間は以下の式で表される．
D = ((m − 1) × ΔT + R) × h

(2)

また，完全 m (m = 1) 分木のノード数と高さには，

n+1=

h


mi =

i=0

mh+1 − 1
m−1

(3)

が成り立つ．そのため，配信木を子の数が一定の配信木とするとき，高さは自然数であるこ
とから，

h = logm {(m − 1)(n + 1) + 1} − 1

図 5 遅延測定環境
Fig. 5 Environment of delay measurement.

(4)

となる．ただし，x とは x 以上の最小の整数を表す．これより n が決定すれば，m と h
は決定する．

4.3 実環境における各パラメータの計測
4.2 節で導出した式の各パラメータを求めるために，迅速に通知する必要がある災害情報

めている．
次に，災害情報のデータサイズ調査結果より，10 KB，50 KB，100 KB のデータ送信に

配信でのデータサイズを調査し，そのサイズのデータを送信する際にかかる有効帯域幅遅延

おける有効帯域幅遅延とプロセス処理遅延を測定した．本測定では，図 5 に示したように，

とプロセス処理遅延を測定した．配信されるデータは，気象庁防災情報で提供されている

配信ノードと受信ノードを 1 台ずつ用意し，各々，学内ネットワーク，外部ネットワークに

XML フォーマットで書かれた 207 件のサンプルデータ14) を対象とした．データサイズの

配置した．配信ノードから受信ノードにデータを TCP/IP を用いて送信し，受信ノード側

10 KB 間隔でヒストグラムと累積相対度数を図 4 に示す．災害情報配信で用いられるデー

で各コネクションの開始セグメントと終了セグメントの受信時刻を測定した．なお，マル

タサイズは，10 KB 以下で全体の約 54%，50 KB 以下で約 88%，100 KB 以下で 98%を占

チスレッドを用いて複数の TCP セッションを同時に張ることにより，複数の受信ノードを
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図 6 有効帯域幅遅延
Fig. 6 Bandwidth delay.

図 8 総情報配信時間 D と最大子ノード数 m の関係
Fig. 8 Relationship between total distribution time and maximum number of children node.

めである．図 4 より本論文で対象とする災害情報のデータサイズは 10 KB 以下が半数以上
を占めていることが分かる．そこで，簡単化のために有効帯域幅遅延は，データサイズが

10 KB 時の平均値 20 ms とする．また，PING による JP ドメインに対する遅延計測結果
から伝搬遅延を一定値の 10 ms とする．すなわち，有効帯域幅遅延と伝送遅延の和である
リンク遅延は R = 20 + 10 = 30 ms となる．
図 7 より，各データサイズの ΔT の平均値は 100 KB，50 KB，10 KB の順に 0.409，0.434，

0.422 ms であった．以上のことから ΔT は，受信ノード数やデータサイズに依存せず 0.40 ms
とする．式 (1)，(2) より，ΔT が小さいほどクライアント・サーバ方式の方が優位である
ため，本近似は P2P 方式の優位性を示すことに対して一般性を失わない．
図 7 プロセス処理遅延
Fig. 7 Processing delay.

4.4 クライアント・サーバ方式と提案方式の比較
4.3 節の結果より，プロセス処理遅延 ΔT を 0.40 ms，リンク遅延 R を 30 ms としたとき
の両方式の総情報配信時間 D の値を比較する．クライアント・サーバ方式では D は式 (1)

1 台で模擬した．図 6 に終了セグメント受信時刻と開始セグメント受信時刻の差の平均を，
図 7 に連続する開始セグメント受信時刻の差の平均を示す．それぞれ，リンク遅延におけ
る有効帯域幅遅延成分，プロセス処理遅延と等しい．

に ΔT と R を代入することで総ノード数 n の関数として求めることができる．
一方，提案方式では式 (2)，(4) より，

D = ((m − 1) × ΔT + R) × logm {(m − 1)(n + 1) + 1} − 1

(5)

図 6 より，送信データサイズおよび受信ノード数が増加するに従い，帯域制限が影響し有

となる．このとき，総情報配信時間 D は総受信ノード数 n，最大子ノード数 m の関数と

効帯域幅遅延は大きくなることが分かる．しかしながら，データサイズが十分小さい 10 KB

なる．ここで．2 ≤ m ≤ n より，それぞれの n において，D を最小とする m を求めるこ

の場合は，有効帯域幅遅延は一定である．これは，データサイズが十分小さい場合，新たに

とにより，総情報配信時間 D を導出することができる．図 8 に n = 10,000，R = 30 ms，

生成されるコネクション数と，送信が完了し削除されるコネクション数の均衡がとれるた

ΔT = 0.40 ms とした情報配信時間 D と最大子ノード数 m の関係を示す．図 8 では，最大
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図 10 子の数が一定の配信木
Fig. 10 A example of balanced tree.
図 9 各通信方式による総情報配信時間
Fig. 9 Total distribution time.

(1) 子の数が一定の配信木（Balanced Tree: BT）
子の数が一定の配信木は，前章の P2P 方式と同様に配信ノード，すべての中継ノードの持

子ノード数 m = 22 のとき，総情報配信時間 D が最小値をとった．
各 n において最適な m を導出したときの提案方式とクライアント・サーバ方式の総情報

つ最大子ノード数を等しくしたものとする．図 10 に，木の高さ h = 2，子ノード数の最適
値 m = 3 とした子の数が一定の配信木の例を示す．円内の番号はノードの深さを表す．4.4

配信時間 D の比較を図 9 に示す．総受信ノード数が 90 で，クライアント・サーバ方式の

節で述べたように，最大子ノード数 m は，総ノード数 n に依存する．このため，配信サー

総情報配信時間が，提案方式を超えていることが分かる．これより，情報受信者が 90 人以

バはノードが参加するたびに，現在の総ノード数 n に対して最適な最大子ノード数 m を導

上いる場合で提案方式の方が低遅延で情報配信が可能となるといえる．さらに，実際の R

出する．その後，算出した最大子ノード数 m より少ない子ノードしか持たず，配信サーバ

は直接配信を行う子ノード数の増加に従い増加するという観点からも，1 つの配信ノードに

からの距離（ホップ数）が小さいノードを優先する．

受信ノードが集中しない提案方式が優位である．

ここで，総ノード数 n の増加により，最適な最大子ノード数 m が以前の値より小さくな

5. 低遅延小容量データ配信に適した配信木

ることが想定される．このとき，すべてのノードの最大子ノード数を等しくするためには，

前章ではリンク遅延 R を一定としたが，実ネットワークではリンク遅延にばらつきが生

ある．

じる．また，子の数が一定の配信木以外の配信木を構築することも考えられる．このため本
章では，配信木トポロジについて 3 種類の形式をあげ，それらの特徴，構築アルゴリズムな
らびに構築に必要な最適パラメータ設定について説明し，リンク遅延にばらつきがある環境
下において総情報配信時間をシミュレーションで評価する．

すでに配信木を構成しているノードに対して，子ノードを減らし配信木を再構築する必要が

(2) 平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木（Skewed Tree based on Average link Delay: STA）
平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木は，子の数が一定の配信木のよう
にすべての中継ノードが同じ子ノード数を持つのではなく，時間的に早く情報配信された

5.1 親ノード候補選択アルゴリズム

ノードが，より多くの子ノードを担当するように偏りをつけた木である．そうすることによ

総情報配信時間 D は，データの流れる経路である配信木のトポロジに影響される．この

り，子の数が一定の配信木で起こりうる未受信ノードが存在するにもかかわらず，配信デー

ため，本章では，子の数が一定の配信木，平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた

タを保持し配信可能であるノードが配信しないという状況が少なくなる．一方で，子の数が

配信木，個々のリンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木の 3 つの配信木モデル

一定の配信木よりも負荷が分散せず，一部のノードに負荷が集中する特徴がある．

の比較を行い，それぞれの特徴を解析する．以下に，それぞれの配信木の特徴と構築アルゴ
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図 11 平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木
Fig. 11 A example of skewed tree based on average link delay.

図 12 個々のリンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木
Fig. 12 A example of skewed tree based on individual link delay.

ノード i の Time Level T Li はリンク遅延の平均値 Rave ，プロセス処理遅延 ΔT ，ノード

表 1 木の高さを一定値以下にするための親ノード候補の制限
Table 1 Limitation of parent node candidate.

i の子ノードの数 mi ，親ノードの Time Level T Lj から，以下の式で導出される．ただし，
配信ノードの T L を算出する場合は T Lj = 0，mj = k = 0 とする．

T Li = (T Lj − (mj − k) × ΔT ) + (Rave + mi × ΔT )

(6)

図 11 に Rave を 40，ΔT を 1 とした配信木の例を示す．図中では，各ノードが情報配信
を完了する概算時間 T L をノード円内に示し，配信木は T L = 82 までに配信できるノード
で構成している．配信ノードは最も小さい T L を持つノードを優先して親ノードとする．

(3) 個々のリンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木（Skewed Tree based on
Individual link Delay: STI）
個々のリンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木は，個々のリンク遅延を計測
し，最適な親ノードを選択するよう構成した木である．ΔT と実際に計測したリンク遅延

表 2 親ノード候補優先順と必要なパラメータ
Table 2 Parent node selection algorisms and required parameters.

R = {R1 , R2 , . . . , Rn } を用いて，各ノードの情報配信完了時間を正確に計算する．この値
を用いて，新規参加ノードは，最も早く配信可能なノードを優先して親ノード候補として
選ぶ．配信木モデルを図 12 に示す．図中では，リンク上の数字をリンク遅延，ΔT を 1 と
し，各ノードが情報配信を完了する概算時間 T L をノード円内に示す．子の数が一定の配信
木と平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木よりも正確なリンク遅延を用
いているため，最適な木構造をとりやすいが，最適な親ノード候補を選出するときは，全
ノードの配信される時間を管理する必要がある．
表 1 に 3 種類の配信木における親ノード候補の制限，表 2 に親ノード候補優先順と優先
順決定のために配信ノードが必要とするパラメータを一覧で示す．
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5.2 シミュレーションを用いた総情報配信時間の比較
本節では，前節で述べた 3 種類の配信木についてシミュレーションを用いて総情報配信
時間 D を比較する．このシミュレーションでは，リンク遅延 R を正規分布によって与え，
ノードの参加のみについて扱う．

5.2.1 シミュレーション設定
本シミュレーションは地震発生時に，震源近くのすべての受信者に災害情報を配信するこ
とを想定してパラメータを設定する．地震発生時に配信したい受信者は，地理的に局所に
いるため，一般的なメッセージ配信に対して，リンク遅延のばらつきが小さい．最大受信
ノード数は地域に住む家庭数であるため 10,000 ノードとし，ノード間のリンク遅延は平均

Rave = 30 ms，分散 σ 2 の正規分布に基づくものとする．処理遅延 ΔT は 4.3 節での計測
結果から 0.4 ms に設定する．さらに，シミュレーションでの総情報配信時間 D の計測は，

Fig. 13

図 13 配信木トポロジの比較．(a) σ 2 = 0，(b) σ 2 = 5
Comparison by distribution tree topologies. (a) σ 2 = 0, (b) σ 2 = 5.

200 ノードが新規に参加するごとに行う．シミュレーションの結果は，本試行を 50 回繰り
返し，各々の平均値を示した．

5.2.2 シミュレーション結果
(1) 配信木モデルの比較
親ノード候補数 X = 5，分散 σ 2 = {0, 5} としたときの，子の数が一定の配信木（BT），
平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配信木（STA），個々のリンク遅延に基づ
き子の数に偏りを持たせた配信木（STI）の 3 種類の配信木における，受信ノード数と総情
報配信時間 D の関係を図 13 に示す．すべての場合において，STI の総情報配信時間 D が
最も小さい．BT と STA の比較では，STA の総情報配信時間 D は短く，分散が大きくな
るに従いその差が小さくなる傾向にある．STA と STI の比較では，分散 σ 2 = 0 のとき両
方の木とも等価となり，総情報配信時間 D も同じ値をとった．そして，分散が高くなるに
従い，総情報配信時間 D の差は大きくなった．

(2) 分散 σ 2 の比較
災害情報を配信する範囲が広がると，ノード間のリンク遅延にばらつきが大きくなる．そ
のため，各配信木においてリンク遅延の分散が総情報配信時間 D にどのような影響がある
のかを調べる．分散 σ 2 = {0, 5, 10, 15}，親ノード候補数 X = 5 とし，3 種類の配信木にお
ける分散 σ 2 と総情報配信時間 D の関係を図 14 に示す．

BT と STA は分散が高くなるに従い，総情報配信時間 D が増える傾向にあるのに対し
て，STI では総情報配信時間 D は減少していることが分かる．これは，分散が大きくなる
に従い，平均リンク遅延 Rave から乖離したリンク遅延を持つリンクが増えるためである．
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Fig. 14 Comparison by variances σ 2 . (a) Balanced tree, (b) Skewed tree based on average link
delay, (c) Skewed tree based on individual link delay.
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めである．また，親ノード候補数の増加による総情報配信時間 D の収束は，分散が大きく
なるに従い遅くなった．これは，分散が大きければ，最適に近い親ノードを選ぶことができ
る親ノード候補数が増加するためである．

6. 考

察

6.1 クライアント・サーバ方式と P2P 方式の比較
4 章ではクライアント・サーバ方式と提案方式（P2P 方式）の比較を行った．災害情報で
最も使用頻度が多い 10 KB の小容量データ配信において，情報受信者が 90 人以上の配信規
模での提案方式の優位となった．また，式 (1)，(2) より処理遅延 ΔT が大きいほど，リン
ク遅延 R が小さいほど，P2P 方式の方が優位であることが分かる．本論文ではリンク遅延

R は一定として解析を行ったが，図 5 より実際にはリンク遅延 R は回線の混雑度に依存す
る．すなわち子ノードの数が多い場合ほど大きくなる傾向がある．これより，クライアント・
サーバ方式より 1 つのノードが持つ子ノードが少ない提案方式の方が，さらに優位となる．

6.2 配信木の比較
5 章では P2P 方式における配信木のトポロジを変えたときの比較を行った．その結果最
も総情報配信時間 D が短いのは，いかなる条件下においても個々のリンク遅延に基づき子
Fig. 15

図 15 親ノード候補数比較．(a) σ 2 = 5，(b) σ 2 = 10，(c) σ 2 = 15
Comparison by the numbers of parent node candidates. (a) σ 2 = 5, (b) σ 2 = 10, (c)
σ 2 = 15.

の数に偏りを持たせた配信木（STI）であった．その傾向はリンク遅延の分散が大きいほど
強い．しかしながら，STI を実現するためには，配信木のトポロジや全リンク遅延を配信
ノードで保持し，最短で通信可能なノードを導出する必要があるため，配信木の維持管理に

STI はリンク遅延を利用してリンク遅延が小さいリンクを有効に活用できているのに対し

必要なコストが高くなる．一方，BT と STA は配信木のトポロジさえ分かれば，参加すべ

て，BT と STA はホップ数や平均リンク遅延 Rave を利用しているため，リンク遅延が大き

きノードが分かるため，配信木の維持管理に必要なコストは低い．さらに，リンク遅延の分

いリンクの影響がでているためである．

散 σ 2 が小さい場合には，STI と BT/STA の総情報配信時間の差は小さい．そのため，本

(3) 親ノード候補数 X の比較

論文が前提とする受信者が局所的に配置されている環境では，BT や STA の利用も現実的

(2) で述べたように，STA において分散 σ 2 が大きい場合，リンク遅延の小さいリンクを
利用できていない．これに対して，親ノード候補数 X を大きくとることにより，参加時に
実測するノードを増加させ最適化が可能であるかどうかの確認を行った．

であるといえる．
また 5.2.2 項 (1) の結果より，BT と STA では，15 ms 程度 STA の方が総情報配信時間

D は短くなるといえる．この時間は，人が感知して動くには小さな時間であり意味をなさ

分散 σ 2 = {5, 10, 15} のとき，親ノード候補数 X = {1, 5, 10} を変化させたときの総情

ないが，情報配信システムと同期して，地震時に家電を止めるなどの管理を行う場合は有効

報配信時間 D のシミュレーション結果を図 15 に示す．分散 σ 2 = 0 のときは，親ノード

になりうる．また，株価など種類が多く，迅速に配信する必要がある情報を同じ配信プラッ

候補数による違いがほぼないため省略した．STA では，親ノード候補数を増やすと，総情

トフォームで扱い，必要に応じて差分や結合などの処理を行う場合は，ΔT が大きくなるた

報配信時間 D は短くなる傾向にある．親ノード候補数 1 と 5 では大きく差があるが，5 と

め，BT と STA の差がさらに大きくなると考えられる．

10 では差が小さい．これは，親ノード候補数 5 で，十分な親ノード候補が選ばれているた
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6.3 実装にむけて

STI はすべてのリンク遅延を配信ノードが管理する必要があり管理コストが大きい．これに

PUSH 型の配信を実現する方法としては，隣接ノード間のリンクをつねに保持する方法

対してリンク遅延の分散が小さい場合には STI と他の方法との差は小さく，管理コストが

とトポロジのみを保持しておき，必要時にリンクをつなぐ方法がある．リンクを保持する場

小さい子の数が一定の配信木（BT）や平均リンク遅延に基づき子の数に偏りを持たせた配

合，定期的に遅延などを計測し，動的に最適化することが可能であるが，処理コストが必要

信木（STA）が有効である．BT と STA に関してはその差は 15 ms とわずかであるが，両

となる．一方，必要時にリンクをつなぐ方法では，IP アドレスなどの情報送信に必要な情

者の管理コストは同等であるため，STA の利用が有用である．

報を配信元ノードで一元管理し，情報配信が必要なときに，配信ノードが受信ノードに配信

地震災害など災害情報は，市町村レベルでサービスを行うことも多く，市町村内で P2P

先リストを実データとともに配信し，その受信ノードに一部の配信を任せることが可能であ

ネットワークを築ければ，リンク遅延や分散が小さいため，STA が有効に使えるといえる．

る．このとき，配信順と宛先リスト配分を調整することで，コストを抑えて BT と STA を
実現することができる．ただし，中継をノードの離脱が生じたときに，配信しようとする
と，余計な遅延が発生するため，中継ノード，特に，責任の大きなノードの選定は，ノード
の生存率や生存確認の頻度を工夫する必要がある．

6.4 タイムクリティカルな通信
為替情報などのタイムクリティカルな通信では，情報を早く受信したほうが有利となる
ため，各受信ノードの受信完了時刻が可能な限りそろっていることが求められる．しかし，

P2P 方式では中継ノードが必ず存在し，その中継ノードの子ノードよりも早く受信するこ
となる．しかし，クライアント・サーバ方式と比較して，全受信ノードに情報が配信完了す
るまでの時間である総情報配信時間が短いということは，最初に配信するノードに対する時
間がどの方式においても同じであるため，小容量データの大規模配信において受信時刻の差
が小さいことと同義である．そのため，配信完了時刻の平等性についても P2P 方式の方が
有利である．

7. お わ り に
本論文では，災害情報のような即時性の要求される小容量情報を低遅延で PUSH 型配信
するときに，クライアント・サーバ方式と提案方式を総情報配信時間の数式で比較した．そ
の際に，災害情報のサンプルデータから実際に送られる小容量情報の容量を調査し，実ネッ
トワークを用いて情報送信遅延の計測を行うことで数式に用いるパラメータを設定した．こ
の比較により，情報受信者が 90 人以上いる場合で有利になることが分かった．
さらに提案方式において，配信木モデルを変えてシミュレーションを行い，総情報配信時
間について評価をした．この結果，総情報配信時間に関して，個々のリンク遅延に基づき
子の数に偏りを持たせた配信木（STI）が最適であることを明らかにした．特にリンク遅延
の分散が大きい場合においては，他配信木と比較して 2/3 程度の差がある．しかしながら，
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