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あらまし 近年の映像視聴形態の多様化にともない，P2P(Peer-to-Peer)技術を用いたストリーミング放送に注目が

高まっている．P2Pストリーミング放送では，映像を再生する端末（ピア）は，映像の再生に必要なデータを他の複

数のピアから受信する．受信したデータを時系列に沿って初めから順番に再生することで，ユーザは映像を初めから

視聴できる．これまでの手法では，負荷分散のため，データを受信するピアをランダムに選択していた．しかし，選

択されたピアの帯域幅が小さい場合，受信完了まで時間がかかるという問題があり，待ち時間をできるだけ短縮する

ように，受信先のピアを効率的に選択する必要がある．そこで本研究では，P2Pストリーミング放送において，デー

タ受信時の待ち時間を短縮するピア選択手法を提案する．提案手法では，ピア間の帯域幅が大きいほどデータを初め

から受信することで，ピアが使用できる帯域幅を有効利用して，待ち時間を短縮する．
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Abstract Recently, watching styles of movies diversify. Accordingly, streaming using P2P (Peer-to-Peer) technol-

ogy have attracted great attention. In P2P streaming, a peer that plays the movie receives data from other peers.

By playing the received data sequentially along the time, the user can watch the movie from the beginning to the

end. In conventional methods, to distribute the network load, peers from which the user receives data is selected at

random. However, if the bandwidth of the selected peer is small, the time to finish receiving data becomes longer.

To reduce a waiting time, we should select peers effectively. In this paper, we propose a method to reduce the

waiting time for selecting peers on P2P streaming. In our proposed method, by receiving the first data from the

peer with large bandwidth sequentially, the waiting time is reduced effectively.
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1. は じ め に

近年の映像視聴形態の多様化にともない，LAN (Local Area

Network) 環境においてビデオ会議や監視アプリケーションと

いった利用方法が可能になった．多くのユーザの要求として，

大規模な遠隔学習や遠隔医療，およびビデオオンデマンドがあ

る．これらを高品質な映像をインターネット上で配信すること

でユーザの理解を深めることが可能になるが，配信に必要とな

る帯域幅が増加するため，配信コストの観点から難しいという

問題がある．

そこで近年，P2P (Peer-to-Peer) 技術を用いたストリーミ

ング放送に注目が高まっている．P2P ストリーミング放送で

は，P2P ネットワークに接続しているピアと呼ばれる端末が，

映像の再生に必要なデータをネットワーク上の複数のピアから

受信する．ユーザは，受信したデータを時系列に沿って初めか

ら順番に再生することで映像を初めから視聴できる．これまで

の手法では，供給対象となるピアの負荷を分散させるため，要

求ピアは受信対象となる複数のピアの中からデータを受信する

ピアをランダムに選択していた．しかし，選択された送信対象

のピアの帯域幅が小さい場合，データの送信時間が増大し，受

信したピアは再生中に途切れが発生する．このため，データの

受信時間をできるだけ短縮するように，受信先のピアを効率的

に選択する必要がある．そこで本研究では，P2P ストリーミ

ング放送において，データ受信時の待ち時間を短縮するピア選

択手法を提案する．提案手法では，ピア間の帯域幅を考慮して

どの供給ピアからデータのどの部分を受信するか決定すること

で，データの受信開始から再生開始までの待ち時間を短縮する．

提案手法の新規性は，これまでランダムに決定していた供給ピ

アの選択方法を帯域幅の大きさをもとに選択できるようにした

上で，データの部分単位でどの供給ピアから配信するかをスケ

ジューリングする点である．

本論文は，以下のように構成される．2.では，P2P技術を用

いたストリーミング放送について述べ，3.では，関連する研究

を紹介する．4.では，提案手法について説明し，5.で評価，6.

で考察を行う．最後に，7.で本論文をまとめる．

2. P2Pストリーミング放送

本章では，P2P技術を用いたストリーミング放送について述

べる．

本論文で想定するピア構成を図 1に示す．P2P ネットワーク

上には，要求ピアと供給ピアの 2 種類が存在する．図 1のネッ

トワーク環境では，要求ピアをネットワークの中央に配置し，

要求ピア 1 台に対して複数の供給ピアが接続している．P2P

ストリーミングにおいて，要求ピアは P2P ネットワーク上で

データを要求する．P2P ネットワークを利用して複数のピアか

らデータを受信し，データの最初の一定時間分の受信が完了す

ると，再生を開始する．データの受信が完了すると，要求ピア

は供給ピアとなる．供給ピアは，要求ピアからデータの受信要

求が到着すると，該当するデータの中から要求されている部分

の分割データ（セグメント）を要求ピアに配信する．
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図 1 想定するピア構成

Fig. 1 Assuming structure of peers in the P2P streaming envi-

ronment.

着目すべき点は，以下のとおりである．

• 供給ピアの選定

要求ピアは，供給ピアとの間で使用できる帯域幅を利用し

て，要求ピアからデータのセグメントを受信する．これまでの

手法では，要求ピアが使用できる帯域幅を各供給ピアに要求し

ていたが，本手法では，データの配信を要求する要求ピアが供

給ピアとの間で使用できる帯域幅をもとに供給ピアを選択して，

データを受信する．

• ピアの帯域幅

供給ピアが要求ピアとの間で使用できる帯域幅は，供給ピア

に応じて異なる．本手法では，各供給ピアが使用できる帯域幅

は，各クライアントが使用できる帯域幅の分布として一般的に

用いられているパレート分布により決定する [1]．

• セグメントのデータサイズ

P2P ストリーミング放送では，データの再生時間が大きくな

るため，セグメント単位にデータを分割して複数の供給ピアか

ら受信する．セグメントのデータサイズが小さい場合，セグメ

ントあたりの受信時間は減少するが，セグメントの再生処理に

ともなうオーバヘッドが大きくなるため，システムに応じて決

定する必要がある [2]．例えば，BitTorrent [3]の場合，セグメ

ントの単位は 256 バイトと決められている．

要求ピアが複数の供給ピアからデータのセグメントを受信す

るとき，データの受信開始から再生開始までの間に待ち時間が

発生する．この待ち時間が大きくなると，ユーザはデータを再

生するまで待たされ，視聴意欲を低下させる可能性がある．こ

のため，P2P ストリーミング放送において，データ受信で発生

する待ち時間を短縮する必要がある．

2. 1 待ち時間が発生する仕組み

本章では，待ち時間が発生する仕組みについて説明する．

P2P ストリーミング放送では，クライアントがデータの受

信をサーバに要求してから一定時間分のデータの受信を完了す

るまでの間に，待ち時間が発生する．オンデマンド配信による

ストリーミング放送では，送信元サーバは 1 台なので，この待

ち時間は，使用できる帯域幅の大きさに反比例する．しかし，

P2Pネットワークによるストリーミング放送では，送信元とな
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図 2 単純手法の放送スケジュール例

Fig. 2 An example of a broadcast schedule under the Simple

scheme.

るピアが複数存在する．一般的な P2Pストリーミング放送で

は，データをいくつかのセグメントに分割して配信するため，

各供給ピアが使用できる帯域に応じて待ち時間は大きく変化す

る．これについては，以下で説明する．

これまでの配信手法では，データの最初の部分を受信するた

めの供給ピアをランダムに決定していたため，選択した供給ピ

アによっては，待ち時間が大きくなるという問題があった．例え

ば，要求ピアが複数の供給ピアにデータの受信要求を出してか

ら bi (i = 1, · · · , 5)が Si+5j (j = 0, · · · , 19)のセグメントを受

信し，再生が終了するまでの様子を図 2に示す．要求ピアをR1，

要求ピアが使用できる帯域を 5.5 Mbps とする．一方，供給ピ

アを V1, · · · , V5，供給ピアが使用できる帯域を b1 = 2.0Mbps,

b2 = 1.4Mbps, b3 = 0.9Mbps, b4 = 0.6Mbps, b5 = 0.4Mbps

とする．再生レートは r = 5.0Mbpsとする．データを n個に

分割する場合，分割されたセグメントを S1, · · · , Sn とする．こ

の例で，1 セグメントあたり 25.6 MB の 256 MB のデータを

使用するため，n = 256/25.6 = 100となる．この場合，b1 が

S1 を受信することになるため，待ち時間は S1 の受信時間のみ

となる．要求ピアが b1 を選択してセグメントデータを受信す

る場合，待ち時間は 256 × 8/(2.0 × 1000) = 1.0秒かかる．

次に，待ち時間が最大になる場合を考える．例えば，bi

(i = 1, · · · , 5) から S6−i+5j (j = 0, · · · , 19) のセグメントを

受信する場合の様子を図 3 に示す．この場合，b5 から S1 を

受信することになるが，S2, · · · , S5 の受信が完了しても S1

の受信が完了していないため，再生開始までの待ち時間は

b5 の帯域幅に反比例して増加する．このため，待ち時間は，

256 × 8/(0.4 × 1000) = 5.0秒かかり，b1 を選択する場合に比

べて待ち時間は 5.0 倍になる．

これらの 2 つの場合において，データの最初から最後までの

セグメントを受信する時間は同じである．提案手法では，この

時間にも着目し，受信時間を短縮する．データの受信時間が短

縮できれば，ユーザは次に見たい番組の受信を要求することが

でき，ユーザの利便性が向上する．

3. 関 連 研 究

P2P技術を用いたストリーミング放送に関する研究は，いく

つか行われている [4]～[7]．Xu [8] らは，P2Pストリーミング
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図 3 単純手法の放送スケジュール例（待ち時間が最大となる場合）

Fig. 3 An example of a broadcast schedule under the Simple

scheme (the case of the maximum waiting time).

放送の概念を提案した．ストリーミング放送で多数のピアから

データを受信する方法と，ストリーミング放送を行う P2Pネッ

トワーク全体で必要となるデータの受信容量の確保に着目して，

分析している．Shah らは，P2P ストリーミング放送において，

BitTorrent技術を利用してピースと呼ばれるデータの分割ファ

イルを複数のピアから受信するとき，再生中のピースより先の

連続したいくつかのピースを常に監視し，監視中に受信できな

かったピースは受信を中止することで，待ち時間を短縮してい

る [9]．Narada [10]では，要求ピアと供給ピアが多対多の P2P

ネットワーク構成に注目している．一つの供給ピアが多数の要

求ピアに映像をストリーミングで配信する場合，ピア間のネッ

トワークを再構築して，木構造を作成する．

4. 提 案 手 法

P2Pストリーミング放送におけるデータ受信時の待ち時間を

短縮するピア選択手法として，WRPS (Waiting time Reduc-

tion for P2P Streaming) 法を提案する．この手法は，データ

を受信する複数のピアが使用できる帯域幅を考慮して効率的に

ピアを選択し，ピア間の帯域幅が大きいほどデータを初めから

受信することで，待ち時間を短縮する．

4. 1 想 定 環 境

本手法を提案するにあたって，想定する環境を箇条書きで示

す．要求ピアと供給ピアは，想定する環境のもとでデータ配信

のセッションをセグメント単位で行う．

• 要求ピアは，1 つ以上の供給ピアからデータを受信する．

これは複数の端末がネットワークに繋がっていれば可能である．

• 供給ピアは，データのセグメントをすべて持っている．

これはすべてのデータを受信したピアが供給ピアになることで

可能である．

• 供給ピアは，2 つ以上の要求ピアとセッションを行わ

ない．

受信ピアと供給ピアの間に複数の経由端末が存在することが

考えられるが，端末を経由することによるネットワーク速度の

低下は，bi を小さくすることに相当するため，経由端末は無視

する．供給ピアには他の要求ピアが接続することが考えられる

が，問題を簡単化するため，供給ピアが接続できる要求ピアの

数は 1 台 とする．このデータ受信方法は実現可能である．例
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Fig. 4 An example of a broadcast schedule under the proposed

scheme.

表 1 定式化のための変数

Table 1 Variables for formulation.

記号 説明

D データサイズ

n セグメント数

w セグメントあたりのデータサイズ，w = D
n

r 再生レート

p 同時接続ピア数，p <= m

Si セグメントデータを再生している状態，i = 1, · · · , n
Rj 供給ピア j = 1, · · · , p
bj 供給ピアの帯域幅

tbs(i) セグメント i の配信開始時刻

tbf (i) セグメント i の配信終了時刻

えば，BitTorrent では P2P ネットワークを構成するサーバが

ルールを設定することで実現される．

4. 2 導 入 方 法

提案手法において，要求ピアが複数の供給ピアにデータの受

信要求を出してから再生が終了するまでの様子を図 4 に示す．

提案手法では，各供給ピアが使用できる帯域幅をもとに，セグ

メントの配信終了時刻が一番早い供給ピアを選択してセグメン

トデータをスケジューリングすることで，再生開始までの待ち

時間を短縮する．

また，本論文で用いる記号を表 1に示す．

4. 3 スケジュール手順

（ 1） 使用できる帯域幅が大きい bi から順番に，同時に受信

する供給ピアを p個選択する．

（ 2） Si を初めから順番にストリーミングするため，セグメ

ントデータの配信に使用する供給ピアRj の配信終了時刻 tbf (i)

を以下の式より算出する．

tbf (i) = tbs(i) + w/r × bi (1)

（ 3） セグメント Si について，各供給ピアから配信する場

合の配信終了時刻が一番早い Rj にスケジューリングする．

（ 4） tbs(i), tbf (i)の値を更新する．

（ 5） すべてのセグメントのスケジューリングが完了するま

で (2) から (4) を繰り返す．

式 (1) では，各 Ri において配信終了時刻をセグメントデー

タの再生時間 w/r を bi の帯域幅で配信する場合の受信時間を
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図 5 ネットワーク環境

Fig. 5 Network Environment.

算出する．この受信時間をもとに各 Ri の配信終了時刻を算出

し，一番配信終了時刻が早い供給ピアで配信を行うようにスケ

ジューリングする．

5. 評 価

P2P ストリーミングを配信する場合，さまざまな形状のネッ

トワーク構成が存在する．しかし，すべての場合について提案

手法の影響を評価することは困難であるため，本論文では，図

5のネットワーク環境を用いて評価を行う．図 5は，要求ピア

をネットワークの中央に配置し，要求ピア 1 台に対して複数の

供給ピアが接続しているネットワーク環境である．

5. 1 供給ピアが使用できる帯域幅

2. で説明したように，P2P ネットワーク上の複数の供給ピ

アが使用できる帯域幅は，パレート分布にしたがうものとする．

この場合，使用できる帯域幅の確率分布関数 F (x)は，

F (x) = 1 −
(

k

x

)a

(2)

で表される．ここで，k は location パラメータ，a (1 < a < 2)

は shape パラメータと呼ばれている．参考文献 [1] をもとに，

要求ピアと供給ピアとの間の帯域幅は k = 1, a = 1.5のパレー

ト分布にしたがうものとする．

5. 2 待ち時間と帯域幅

要求ピアと供給ピアとの間で使用できる帯域幅に応じた待ち

時間がどの程度になるかについて評価を行った．結果を図 6に

示す．横軸は，使用できる帯域幅を再生レートで除した値を示

した．縦軸の待ち時間は，要求ピアが供給ピアにデータの受信

を要求してからデータをストリーミング再生できるまでの時

間を示した．評価には図 5 のネットワーク環境を用い，再生

時間が 60 秒のデータを配信する場合を考える．供給ピア数は

50，同時接続ピア数 n は 10，再生レートは 5.0 Mbps とした．

“Simple” は，図 5 のネットワーク環境において同時接続ピア

数 i の場合における単純手法を示し，“WRPS” は，提案手法

WRPS 法を示す．このグラフより，提案手法は単純手法に比

べて平均待ち時間を短縮できることが分かる．提案手法では，

使用できる帯域幅が大きい順番に供給ピアを選択している．各

セグメントについて，各供給ピアで配信する場合の配信終了時

刻がもっとも早いピアで配信するようにスケジューリングする

ことで，単純手法に比べて待ち時間を短縮できる．例えば，使

用できる帯域幅の合計が 15.0 Mbps の場合の待ち時間は，単
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Fig. 6 The waiting time and the bandwidth.
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Fig. 7 The waiting time and the number of peers.

純手法では 27.8 秒，提案手法では 14.1 秒となり，提案手法は

単純手法に比べて平均待ち時間を 49.3 % 短縮できる．

5. 3 待ち時間と同時接続ピア数

要求ピアが同時に接続できる供給ピアの数に応じた待ち時間

がどの程度になるかについて評価した．結果を図 7に示す．横

軸は，要求ピアが同時に接続できる供給ピアの数を示した．縦

軸の待ち時間は，要求ピアが供給ピアにデータの受信を要求し

てからデータをストリーミング再生できるまでの時間を示した．

評価には図 5のネットワーク環境を用い，再生時間が 60 秒の

データを配信する場合を考える．供給ピアが使用できる帯域幅

は合計で 10 Mbps とし，再生レートは 5.0 Mbps とした．ま

た，供給ピアの数を 50 とした．“Simple” は，図 5 のネット

ワーク環境における単純手法を示し，“WRPS” は，提案手法

WRPS 法を示す．このグラフより，提案手法は単純手法に比

べて待ち時間を短縮できることが分かる．提案手法では，使用

できる帯域幅が大きい供給ピアから順番に選択してデータを受

信するためである．例えば，同時接続ピアの数が 15 の場合の

待ち時間は，単純手法では 19.0 秒，提案手法では 4.1 秒とな

り，提案手法は単純手法に比べて平均待ち時間を 78.4 % 短縮

できる．

5. 4 最大受信時間と帯域幅

要求ピアが供給ピアにデータの受信を要求してから受信が完

了するまでの時間を最大受信時間と呼ぶ．最大受信時間が短

いほど，受信ピアが供給ピアに変化する時間が短くなるため，

P2P ネットワーク内のデータ受信にかかる平均待ち時間が短縮
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Fig. 8 The maximum receiving time and the bandwidth.

できるという利点がある．このとき，要求ピアと供給ピアとの

間で使用できる帯域幅に応じて，最大受信時間がどの程度にな

るかについて評価した．結果を図 8に示す．横軸は，使用でき

る帯域幅を再生レートで除した値を示した．縦軸は，最大受信

時間を示した．評価には図 5のネットワーク環境を用い，再生

時間が 60 秒のデータを配信する場合を考える．同時接続ピア

数 n は 10 とし，再生レートは 5.0 Mbps とした．“Simple”

は，図 5のネットワーク環境において同時接続ピア数 iの場合

における単純手法を示し，“WRPS ”は，WRPS 法を示す．こ

のグラフより，提案手法は単純手法に比べて最大受信時間を短

縮できることが分かる．提案手法では，使用できる帯域幅が増

加すると，セグメントごとの配信時間が減少するため，データ

全体の配信時間が短縮される．一方，単純手法では，帯域幅が

小さい供給ピアで配信すると配信時間が大きくなるため，受信

時間は増加する．例えば，使用できる帯域幅が 15 Mbps の場合

の最大受信時間は，単純手法では 46.2 秒，提案手法では 22.3

秒となり，提案手法は単純手法に比べて平均待ち時間を 51.8 %

短縮できる．

5. 5 平均待ち時間とセグメント数

データはセグメント単位で等分割される．このとき，セグメ

ント数に応じて，平均待ち時間がどの程度になるかについて評

価した．結果を図 9に示す．横軸は，セグメントの数を示した．

縦軸は平均待ち時間を示した．評価には図 5のネットワーク環

境を用い，再生時間が 60 秒のデータを配信する場合を考える．

同時接続ピア数 n は 10 とし，再生レートは 5.0 Mbps とし

た．“Simple”は，図 5のネットワーク環境において同時接続ピ

ア数 iの場合における単純手法を示し，“WRPS ”は，WRPS

法を示す．例えば，セグメント数が 100 のとき，セグメントの

データサイズは 5.0/100 = 3.0 Mbytes となる．このグラフよ

り，提案手法は単純手法に比べて平均待ち時間を短縮できるこ

とが分かる．提案手法では，セグメント数が増加しても，配信

終了時刻を考慮して効率的にセグメントの配信をスケジューリ

ングするため，待ち時間が増加しない．一方，単純手法では，

セグメント数が増加すると，小さい帯域幅の供給ピアを使用す

る回数が増加するため，待ち時間は段階的に増加する．例えば，

セグメントの数が 50 の場合の平均待ち時間は，単純手法では

2.38 秒，提案手法では 0.81 秒となり，提案手法は単純手法に
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Fig. 9 The average waiting time and the number of segments.

比べて平均待ち時間を 66.0 % 短縮できる．

6. 考 察

6. 1 既存手法との比較

既存研究では，供給ピアはランダムに決定される．このため，

データの最初の部分を使用できる帯域幅が小さい供給ピアが配

信すると，要求ピアがデータの受信に要する待ち時間は増大す

る．提案手法では，使用できる帯域幅が大きい順番に供給ピア

を決定する．これにより，データの受信に要する待ち時間を短

縮する．

6. 2 最適な同時接続ピア数

提案手法では，候補となる供給ピアの中から，要求ピアと供

給ピアとの間で使用できる帯域幅が大きい順番に，同時接続ピ

ア数だけ供給ピアを選択する．同時接続ピア数が大きくなると，

セグメントデータの配信に使用できる供給ピアが増加するため，

待ち時間は短縮する．しかし，供給ピアの数の増加にともない，

要求ピアと供給ピアとの間におけるオーバヘッドが大きくなる．

また，同時接続ピア数がある程度大きくなると，新たに使用す

る供給ピアの帯域幅が小さくなるため，セグメント数によって

はストリーミングに使用しない供給ピアが発声する．この場合，

オーバヘッドの影響で待ち時間が逆に大きくなることが考えら

れる．

6. 3 最適なセグメント数

P2P ストリーミングでは，複数の供給ピアからデータを受信

して待ち時間を短縮するため，データをセグメント単位に分割

して配信する．セグメント数が増加すると，多くの供給ピアを

用いてデータを配信できるため，受信時間や待ち時間を短縮で

きる．しかし，同時接続する供給ピアの数がある程度確保でき

なければ，セグメント数を増加しても受信時間を短縮できず，

待ち時間も効率的に短縮できない．このため，同時接続する供

給ピアの数に応じて最適なセグメント数を決定する必要がある．

7. お わ り に

本論文では，P2Pストリーミング放送において，データを受

信するときに発生する受信開始から再生開始までの待ち時間を

短縮するピア選択手法を提案した．提案手法では，要求ピアと

供給ピアの間の帯域幅が大きい順番にピアを選択して，配信終

了時刻を考慮してスケジューリングすることで，待ち時間を短

縮する．例えば，使用できる帯域幅の合計が 15 Mbps の場合

の待ち時間は，単純手法では 27.8 秒，提案手法では 14.1 秒と

なり，提案手法は単純手法に比べて平均待ち時間を 49.3 % 短

縮できることが明らかになった．

今後の予定として，複数端末へのデータ配信におけるスケ

ジューリング手法や，関連性がある複数のデータを連続して視

聴する場合のスケジューリング手法の提案が考えられる．
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