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あらまし 本稿では，Webサーバの負荷に影響されない，安定したWeb閲覧者のWebサービス利用を実現すること

を目的とした，クライアント協調型機構を持つ負荷分散Webプロキシネットワークシステムを提案する．提案システ

ムは，Webサーバに対するアクセスを，インターネット上に散在する複数のWebプロキシに分散する．提案システ

ムにおけるクライアント協調型機構とは，クライアント側とサーバ側が協調してプロキシサーバの選択処理を行う機

構である．提案システムのような，複数の端末によって構築されるシステムでは，端末が保持する情報の管理や利用

の際に通信が発生する．端末が保持する情報の量が膨大となる場合，その管理や利用に伴う通信がシステムのネット

ワークを圧迫する．本稿では，提案システムにおける管理情報のうち，クライアントとプロキシサーバ間のデータ転

送速度情報と，プロキシサーバの保持コンテンツを識別する索引情報に着目した．データ転送速度情報はクライアン

トに対するデータ転送速度が高速なプロキシサーバを選択するために必要である．索引情報はクライアントの要求に

応答するプロキシサーバを検索するために必要である．本稿では，これらの情報の管理や利用に伴う通信の発生を抑

えるための機構を提案する．まず，データ転送速度情報をクライアント側で管理することにより，プロキシサーバ側

における通信の増大を抑えつつデータ転送速度情報を利用する機構を提案する．さらに，プロキシサーバと対応する

ドメインの情報を索引情報とすることにより，索引情報の更新頻度を抑えたプロキシサーバ検索機構を提案する．
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Abstract In this paper, we propose a load distribution Web proxy network system including client cooperation

mechanism. This system distributes access to Web servers among many Web proxies on the Internet. The client

cooperation mechanism selects a server cooperatively both in the server side and in the client side. In this paper,

we focus on the system network load caused by increase of message traffic. Message traffic increases on update and

utilization of management data in this system. Especially, the data-transfer rates between a server and a client

and the index data of contents on servers are taken into consideration. The data-transfer rates between a server

and a client are used for selection of fast servers for each client. The index data of contents on servers are used

for search of servers which fulfill the requirement of clients. In this paper, we propose two mechanisms to reduce

the generation of foregoing messages. The first mechanism is client cooperation mechanism which enables to reduce

messages by managing data-transfer rates in the client side. The second one is server search mechanism with less

update frequency index data. This index data is information of contents’ domain each server is responsible.
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1. は じ め に

本稿では，不特定多数のWebコンテンツを対象とした負荷

分散ネットワークにおける，管理情報の管理や利用に伴って発

生する通信に着目し，そのような通信の発生を抑えるための機

構の提案を行う．

近年，コンピュータの低価格化，高性能化およびインター

ネット環境の向上に伴い，Webコンテンツにアクセスする利用

者や，Webを利用して自身のコンテンツを発信する利用者が増

加している．このような環境の変化から，Webコンテンツの数

およびWebコンテンツに対するアクセスの数が増加している．

一方，Webコンテンツに対するアクセスが極めて一部のもの

だけに集中する傾向がある [1]ため，特定のWebサービスにア

クセスが集中することがある．このような現象のうち，特に，

アクセス数が短時間で急激に上昇する現象を Flash Crowd [2]

と呼ぶ．このような状況では，Webサービスの応答速度が低下

したり，一時的に利用できなくなることがある．

このような背景から，コンテンツの複製を用いることによっ

てクライアントサーバ間におけるWebサーバの負荷分散を行

うネットワークが研究されている．Webサーバに対する負荷分

散の実現により，Web閲覧者はWebサービスを安定して利用

することができる．しかし，このような負荷分散ネットワーク

が不特定多数のWebコンテンツを負荷分散の対象とする場合，

次のような問題が発生する．まず，負荷分散の対象となるコン

テンツの数が膨大となる．また，不特定多数のWebコンテン

ツにアクセスする利用者を収容する必要があるため，利用者の

数も膨大となる．よって，負荷分散システムにおいて管理する，

Webコンテンツおよび利用者に関する情報の量が増大する．こ

のため，このような情報の管理や利用に伴って発生する通信が

負荷分散システムのネットワークを圧迫する場合がある．

そこで本稿では，このような通信の発生を抑え，負荷分散

ネットワークの負荷を低減するために，クライアント協調型機

構，および，プロキシサーバが処理をするドメインを表す，プ

ロキシサーバの対応ドメイン情報を用いたプロキシサーバ検

索機構を提案し，両機構を持つ負荷分散Webプロキシネット

ワークシステムを併せて提案する．提案システムは，プロキシ

サーバによる P2P ネットワークと，クライアント側において

そのネットワークと通信するクライアントシステムによって構

成される．クライアントシステムはクライアント側において，

ローカルプロキシとしてWebブラウザの通信を全て仲介する

システムである．ただし本稿では，Webプロキシネットワーク

をWPNと呼び，WPNを構築するプロキシサーバをノードプ

ロキシと呼ぶ．クライアント協調型機構とノードプロキシ検索

機構で用いる対応ノードプロキシ情報の概要を図 1に示す．

クライアント協調型機構は，WPNにおける通信の増大を抑

えつつ，クライアントとノードプロキシ間のデータ転送速度情

報を管理，利用する機構である．クライアント協調型機構はク

ライアントシステムによって実現される．提案システムはデー

タ転送速度情報を用いることによって，クライアントに対する

データ転送速度が高速なノードプロキシを選択することができ

クライアント

Webプロキシネットワーク

www.aaa.co.jp www.bbb.com www.ccc.org

www.bbb.comを担当 www.ccc.orgを担当

プロキシサーバのデータ転送速度プロキシサーバのデータ転送速度
データ転送速度情報を更新

サーバの選択と接続の切替え
HTTP通信の際にデータ転送速度情報を測定

接続候補のサーバの情報
候補サーバ情報

データ転送速度情報を参照

Webサーバ群

www.aaa.co.jpを担当

図 1 クライアント協調型機構とノードプロキシ検索機構において用

いる対応ドメイン情報の概要
Fig. 1 Outline of a client cooperation mechanism and responsible

domain information used in a node search mechanism.

る．ここで，クライアントとノードプロキシ間のデータ転送速

度情報を，単にデータ転送速度情報と呼ぶ．まず，データ転送

速度情報の取得や更新は，クライアント側がノードプロキシと

実際に通信する際に行う．このため，WPNにおいて，データ

転送速度情報の更新処理などに伴う通信が発生しない．さらに，

WPNが提示した接続先候補ノードプロキシ群の中からクライ

アントに最も適切と思われるノードプロキシを選択する処理を，

クライアントがデータ転送速度情報を利用することによって行

う．よって，ノードプロキシ側のネットワークに負荷を与える

ことなく，データ転送速度情報をノードプロキシの選択処理に

用いることができる．

対応ドメイン情報を用いたノードプロキシ検索機構は，ノー

ドプロキシが保持するWeb コンテンツを識別する URL など

の情報ではなく，あらかじめ登録したノードプロキシの対応す

るコンテンツの完全修飾ドメイン名情報を索引情報として用い

てノードプロキシの検索を行う．完全修飾ドメイン名を本稿で

は FQDNと呼ぶ．ノードプロキシ検索機構は，クライアント

の要求に対して，要求されたWebコンテンツが属する FQDN

に対応するノードプロキシを検索する．FQDNに対応するノー

ドプロキシは，その FQDNに対するアクセスの数に合わせて

複数対応する．本機構では，コンテンツの単位が FQDNとな

るため，選択したノードプロキシ上にクライアントが必要とし

ているWebキャッシュが存在することは保証されないが，アク

セスの分散は達成されると考える．なぜなら，Webキャッシュ

には，頻繁にアクセスされるものがノードプロキシ上に残り続

けるという特徴があるためである．この特徴から，Webキャッ



シュを保持すべきノードプロキシを決定しておくことによって，

アクセスされる頻度の高いWebキャッシュがそのノードプロキ

シに高い確率で保持されると考える．その結果，アクセスされ

る頻度が高いWeb キャッシュに対するアクセスを分散するこ

とができると考える．また，この機構によって管理される情報

は，どのノードプロキシが現在どのようなWebキャッシュを保

持しているかという情報ではなく，どのノードプロキシがどの

FQDNと対応しているかという情報であるため，ノードプロキ

シにおけるWebキャッシュの取得や破棄を通知する通信が発生

しない．よって，WPNにおける通信量を低減できると考える．

2. 負荷分散Webプロキシネットワークシステム

本章ではまず，提案システムの方針を述べる．次に提案シス

テムの構成を述べ，最後に提案システムの動作の流れを述べる．

2. 1 提案システムの方針

提案システムでは，WPNにおける通信の発生回数を低減す

るために，以下の三つの方針を立てる．

まず，クライアント固有の情報であるデータ転送速度情報を，

WPNに負担をかけることなく管理および利用するためにクラ

イアントシステムを導入する．次に，ノードプロキシの検索に

必要な索引情報の管理に伴う通信の発生を抑えるために，ノー

ドプロキシに対応する FQDNをあらかじめ決定しておき，この

情報を索引情報とする．最後に，単一のノードプロキシが処理

しきれない数のアクセスを分散するために，WPNにおける負

荷分散機構を検討する．以下にそれぞれの方針について述べる．

2. 1. 1 クライアントによるデータ転送速度情報の管理

提案システムでは，クライアントに対するデータ転送速度が

高速なノードプロキシを選択するために必要であるデータ転送

速度情報を，WPN側ではなく各クライアントが個別に管理す

る．このことによって，WPNにおいてデータ転送速度情報の

更新に伴う通信が発生することを防ぎ，WPNに負担をかける

ことなく膨大なデータ転送速度情報を管理する．

提案システムにおいてクライアントに関する情報を用いる処

理は，クライアントからの要求に対して適切なノードプロキ

シを選択する処理である．これは，クライアントごとに適切な

ノードプロキシが異なるためである．提案システムにおける，

クライアントにとって適切なノードプロキシとは，クライアン

トに対するデータ転送速度が高速なノードプロキシである．こ

のため，ノードプロキシ選択の精度が悪い場合，クライアント

に対する提案システムのデータ転送速度が低下することになる．

しかし，精度の高いノードプロキシ選択を実現するためには，

データ転送速度情報が必要である．なぜなら，クライアントに

対するノードプロキシのデータ転送速度は，ノードプロキシの

性能だけではなく，クライアントとノードプロキシ間における

インターネットの通信経路の状態に依存するため，データ転送

速度を測定した情報を用いなければ判断できないからである．

また，データ転送速度情報は，WPNではなくクライアント

側で管理するべきであると考える．データ転送速度情報の総数

は，クライアントとノードプロキシの組合せの数に等しく，膨

大となる．また，データ転送速度情報はネットワーク状態の変

化に伴って更新されるべきである．このため，WPNでデータ

転送速度情報を管理した場合，データ転送速度情報を更新す

るための通信がノードプロキシ間で頻発する．さらに，データ

転送速度情報は，同じノードプロキシに関するものであっても

クライアントによって異なるため，クライアント固有の情報で

あると言える．このため，クライアントは他のクライアントの

データ転送速度情報を知る必要がない．よって，クライアント

側はデータ転送速度情報を共有する必要がないことから，この

情報をWPNにおいて管理する必要はないと考える．

そこで提案システムでは，クライアント側がデータ転送速度

情報を管理する．そのために，提案システムではクライアント

にクライアントシステムを配置する．このことによって，デー

タ転送速度情報の利用や取得および更新などの処理をクライア

ント側に局所化できるため，WPNにおけるデータ転送速度情

報に関する通信の発生を抑えることができると考える．

2. 1. 2 完全修飾ドメイン名を用いたノードプロキシ検索

提案システムでは，ノードプロキシが保持している Web

キャッシュを識別する URL などの情報ではなく，ノードプロ

キシが対応している FQDNの情報を索引情報とする．

Webキャッシュには，頻繁にアクセスされるものほどノード

プロキシ上に残るという特徴がある．このため，Flash Crowd

を引き起こすWeb コンテンツのキャッシュは，ノードプロキ

シ上に残りやすいと考えられる．そこで，ノードプロキシに，

FQDNを割り当てることによって対応するWebコンテンツを

あらかじめ決定しておく．そして，あるWebコンテンツに対

するアクセスを，そのWebコンテンツに対応するノードプロ

キシに転送する．このことによっても，被アクセス頻度の高い

Webコンテンツのキャッシュが対応するノードプロキシに保持

され，その結果，Flash Crowdを引き起こすアクセスの分散は

達成できると考える．この対応コンテンツ情報を用いることに

より，実際にノードプロキシが保持しているWebキャッシュの

URL などの情報を管理する場合と異なり，Web キャッシュの

取得や破棄を他ノードプロキシに通知するための通信が発生し

ない．このため，WPNの負荷を低減できると考える．

また，ノードプロキシが対応するWeb コンテンツを，個々

のWebコンテンツではなく，FQDNを単位として管理する理

由は，一つのWebサイトを構成するWebコンテンツの多くが

同一の FQDNに属していると考えられるためである．一般に，

あるWebサイトを閲覧する利用者は，同一サイト内のページ

を連続して閲覧すると考えられる．このとき，Webコンテンツ

ごとに異なるノードプロキシを割り当てていた場合，ページの

遷移ごとにノードプロキシの検索処理が発生することになる．

このため，ノードプロキシが FQDN単位でコンテンツと対応

付けられることによって，同一Webサイト内におけるページ

遷移に伴うノードプロキシ検索の発生を防ぎ，この処理による

WPNの負荷を低減できると考える．

最後に，高速なノードプロキシ検索を実現するため，ノード

プロキシの検索機構として DHT [3]を採用する．DHTによっ

て，ノードプロキシにあらかじめキー値を与えておき，Webコ

ンテンツの FQDNからキー値を算出することによって，FQDN



に対応するノードプロキシを特定する．

2. 1. 3 負荷分散機構

提案システムでは，Flash Crowdのような，単一のノードプ

ロキシが処理できないほどの数のアクセスを分散するために，

一つの FQDNに複数のノードプロキシが対応する．さらに，そ

のノードプロキシ群によって木構造ネットワークを構築し，各

ノードプロキシが自律的にこの木構造の維持管理を行う．

前述した，FQDN を用いたノードプロキシ検索の仕組みで

は，FQDN とノードプロキシの対応が一対一である．このた

め，ある FQDNに対するアクセスの数が，ノードプロキシ単

体で対応できないほどに上昇した場合，提案システムはその

FQDNに属するコンテンツに対する要求に応答できなくなる．

そこで，FQDNとノードプロキシの対応を一対多にする．こ

のことによって，ある FQDNに対するアクセスを複数のノード

プロキシに分散することができる．さらに，それら複数のノー

ドプロキシを管理するためのネットワーク形態として，情報伝

播が高速である木構造 [4]を採用する．情報伝播が高速である

という木構造の特徴によって，検索対象となるノードプロキシ

の増加に伴うノードプロキシ検索の速度低下を抑える．この負

荷分散のための木構造ネットワークを本稿では負荷分散木と呼

ぶ．そして，負荷分散木の根であるノードによって DHTを構

成することにより，ノード検索機構である DHTと，負荷分散

機構である負荷分散木を対応付ける．

また，WPNの拡張性を高めるために，各ノードが自律的に

負荷分散木の維持管理を行うことによって，負荷分散木の維持

管理コストを各ノードに分散する．ノードの自律的動作による

負荷分散については，4.章で述べる．

2. 1. 4 提案システムの不正利用防止

提案システムの不正利用を防ぐための方針について，利用者

情報とノードプロキシ情報の管理の観点から述べる．提案シス

テムの不正利用としては，成りすましなどの利用者による不正

利用と，不正なコンテンツ配信を目的とした悪意あるノードプ

ロキシのWPN参入が考えられる．

まず，利用者による提案システムの不正利用を防ぐために，

利用者の情報を管理する．さらに，不正利用を目的としたノー

ドプロキシがWPNに参入することを防ぐために，ノードプロ

キシとその管理者の情報も管理する．これらの情報は，集中的

に管理する．なぜなら，利用者やノードプロキシ管理者などの

個人情報を含む情報は安全に分散管理することが困難であるた

め，WPNで管理するべきでないと考えるためである．そして，

単体では個人を特定できない必要最低限の情報だけを，認証な

どのためにWPNにおいて利用する．

2. 2 提案システムの構成

提案システムの構成を図 2に示す．提案システムは，クライ

アントシステム，WPN構成システム，サービス管理システム

の三つのサブシステムから成る．以下に，各サブシステムの役

割と，サブシステム間のやり取りについて述べる．

（ 1） クライアントシステム

クライアントシステムは，クライアント側で機能するサブシ

ステムである．本サブシステムは，クライアント側でローカル

クライアントシステム

Webプロキシネットワーク

サービス管理システム
ユーザー

UI

認証情報やサーバ情報のやりとり
ログイン

Webサーバ群

HTTP通信
システム通信

HTTP通信

図 2 Web プロキシネットワークシステムの構成

Fig. 2 The structure of the Web proxy network system.

プロキシとして動作し，利用者がシステムを利用している間，

Webブラウザからのアクセスを全て仲介する．また，本システ

ムは，クライアント固有の情報であるデータ転送速度情報を管

理する．そして，このデータ転送速度情報を基に，WPNが提

示したノードプロキシ群の中から，自身に最も適していると思

われるノードプロキシを選択する．この機能によって，提案シ

ステムは，WPNに負荷をかけることなく，ノードプロキシの

データ転送速度情報を利用したノードプロキシ選択を行う．具

体的な処理は 3.章で述べる．

また，システム利用時のサービス管理システムへのログイン

処理や，ノードプロキシの選択および切替え処理など，提案シ

ステムを利用する際に必要となる処理を利用者から隠蔽する．

（ 2） WPN構成システム

WPN は，インターネット上に散在するノードプロキシに

よって構築される，負荷分散のための P2P ネットワークであ

る．Webサーバに対するクライアントからのアクセスを複数の

ノードプロキシに分散し，Webサーバの負荷を低減する．本サ

ブシステムは，WPNの構築と維持や，クライアントシステム

と協調したクライアントシステムが接続するノードプロキシの

選択，クライアント認証，ノードプロキシ認証などを行う．

（ 3） サービス管理システム

サービス管理システムは，提案システムの不正利用を防ぐた

めに，利用者情報とノードプロキシ情報の管理を行う．また，

WPNにおけるクライアント認証に必要な情報の管理と，WPN

に対する通知を行う．クライアントシステムは，提案システム

利用時にこのサブシステムにアクセスしログインを行う．ログ

イン処理を行った利用者が正当であった場合，サービス管理シ

ステムはノードプロキシへのアクセスを行う際の認証に必要な
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Fig. 3 The process flow of the Web proxy network system.

データをクライアントシステムに渡す．

2. 3 提案システムの動作の流れ

提案システムの動作の流れを図 3に示し，以下に提案システ

ムの動作の流れを説明する．提案システムはクライアントシス

テムを中心に動作し，WPNを構成するノードプロキシと通信

することによってWebサーバの負荷を低減する．なお，以下

に述べる提案システムの動作は，利用者がクライアントシステ

ムを導入していることが前提である．

[step1] クライアントシステムは，利用者がWebブラウザを

起動した際にサービス管理システムに対してログインを行う．

[step2] クライアントシステムは，WPNと協調して，クライ

アントにとって適切なノードプロキシを決定する．

[step3] クライアントシステムは，決定されたノードプロキ

シに対して接続を求める．

[step4] ノードプロキシは接続を求めるクライアントシステ

ムの認証を行う．ノードプロキシがそのクライアントシステム

を適切であると判断した場合，当該のクライアントシステムと

ノードプロキシ間において HTTP通信が開始される．

3. クライアントサーバ協調型サーバ選択方式

本章では，クライアント協調型機構によって実現されるクラ

イアントサーバ協調型サーバ選択方式について述べる．クライ

アントサーバ協調型サーバ選択方式とは，データ転送速度情報

が必要となるノードプロキシの選択処理において，WPNとク

ライアントシステムが処理に参加することによって，クライア

ントシステムが接続するノードプロキシを決定する方式である．

提案システムは不特定多数のWebコンテンツを対象として

いるため，多くの利用者を収容する必要がある．そして，利用

者が増加することによって，クライアント固有の情報である

データ転送速度情報は膨大となる．また，データ転送速度情報

は頻繁に変化する情報である．このため，データ転送速度情報

をWPNで管理した場合，WPNにおいてこの情報の更新や利

用に伴う通信が頻発する．

本方式では，クライアントシステムがデータ転送速度情報を

クライアントシステム

Webプロキシネットワーク

アクセス履歴⑤参照してアクセス先を決定

③接続要求

負荷分散木の根ノードのノードID

②負荷分散木問合せ応答

①負荷分散木問合せ
ドメインから算出したハッシュ値⑥接続開始

④接続要求応答 候補サーバのIPセット候補サーバのIPセット

図 4 クライアントサーバ協調型サーバ選択方式の処理の流れ

Fig. 4 The process flow of the coordinate server selection between

client and server.

管理する．このため，データ転送速度情報に関する処理はク

ライアント側に局所化される．本方式では，まず，クライアン

トシステムが，ノードプロキシと実際に通信を行った際にその

ノードプロキシのデータ転送速度を測定し記録する．データ転

送速度情報の更新は，以降の通信のたびに行われる．この機能

により，データ転送速度情報の更新に伴う通信がWPNにおい

て発生することを防ぐ．さらに，WPNに負荷をかけることな

く，データ転送速度情報を用いたノードプロキシの選択を行う．

本方式の処理の流れを図 4に示し，以下にその流れを述べる．

ただし，WPN上のノードプロキシを識別するための IDを本

稿ではノード IDと呼ぶ．

[step1] クライアントシステムは，アクセスするWebコンテ

ンツの FQDNからキー値を算出し，WPN に対してそのキー

値を保持する負荷分散木の根ノードプロキシを問い合わせる．

[step2] WPNはクライアントシステムに対して，キー値を保

持する負荷分散木の根ノードプロキシのノード IDを返す．

[step3] クライアントシステムはノード IDを返されたノード

プロキシに対して接続要求を発する．

[step4] 接続要求を受けたノードプロキシは，負荷情報など

のWPNの情報を基に，接続を受け入れることができると判断

した複数の候補ノードプロキシのノード IDセットを返す．

[step5] 候補サーバのノード IDセットを受け取ったクライア

ントシステムは，過去のデータ転送速度情報の記録を参照し，

自身に最も適していると思われるノードプロキシを選択する．

[step6] クライアンシステムは選択したノードプロキシにア

クセスする．

本方式には次のような特徴がある．

まず，データ転送速度情報の更新や利用に伴う通信がWPN

を圧迫しない．これは，クライアントシステムがデータ転送速

度情報を管理することによって，この情報の更新や利用の処理

がクライアント側に局所化されることによって，WPNにおいて

データ転送速度情報に関する通信が発生しないためである．ま

た，個々のクライアントシステムがデータ転送速度情報を収集

するため，クライアントごとに異なるデータ転送速度に対応す



ることができる．さらに，データ転送速度情報は実際にHTTP

通信が行われた際に収集されるため，データ転送速度情報の収

集のための通信が発生しない．加えて，データ転送速度情報は，

クライアントシステムが実際にノードプロキシと通信をした際

に更新される．このため，提案システムはクライアントとノー

ドプロキシ間のデータ転送速度が変化した場合にも対処するこ

とができる．この特徴から，従来のサーバ選択手法では困難で

あった，ネットワーク状態の変化に対する適応性の高いノード

プロキシの選択が実現できると考える．なお，クライアントシ

ステムからの各要求に対してノードプロキシのノード IDセッ

トを返す機構は，4.章で述べるWPN機構で実現される．最後

に，WPN側におけるノードプロキシ選択の方針と，クライア

ント側におけるノードプロキシ選択の方針を分離することがで

きる．このため，WPN側におけるノードプロキシ選択方針は，

BGP4 [5]における AS PATHを用いたものから，ノードプロ

キシの負荷情報を用いた独自のもの，あるいはそれらを混合し

たものまで，ノードプロキシに関する情報だけによって決定で

きる選択方式であれば自由に用いることができる．

また，クライアント協調型機構の仕組みを利用し，サーバ選

択処理の履歴をクライアント側に残すことによって，以前アク

セスした負荷分散木の根であるノードプロキシに直接アクセス

することができる．この機能によって，前述したノードプロキ

シ選択の手続きを step3から行うことができ，提案システムの

応答速度の向上と，ノードプロキシ選択における通信コストの

削減を達成できると考える．

4. Webプロキシネットワーク機構

本章では，ノードプロキシが構築するWebプロキシネット

ワーク機構について述べる．次に，両機構によって実現される

ノードプロキシ検索の処理の流れを述べ，ノードプロキシによ

るノード自律型負荷分散方式 [6]の概要を述べる．

本機構は，アクセスを複数のノードプロキシに分散するため

の負荷分散機構と，ノードプロキシが対応する FQDN情報を

管理し，クライアントシステムからの要求に対してノードプロ

キシを検索するための負荷分散木検索機構によって構成される．

Webプロキシネットワーク機構の概要を図 5に示す．

4. 1 負荷分散機構

負荷分散機構は，負荷分散木と呼ばれる，ノードプロキシに

よる木構造ネットワークを構築する．そして，負荷分散木が負

荷の増大に合わせて成長することによって，クライアントから

のアクセスを分散する．負荷分散木の成長は，後述するノード

自律型負荷分散方式によって実現する．

負荷分散木に属するノードプロキシは，すべて同一のキー

値を保持し，そのキー値が算出される FQDNとの対応関係を

保持する．このため，ノードプロキシは，負荷分散木の成長に

伴って木に参加した場合にはその負荷分散木に対応するキー値

を新たに保持し，その負荷分散木から脱退する場合にはその負

荷分散木に対応するキー値を破棄する．

4. 2 負荷分散木検索機構

負荷分散木検索機構は，DHTを用いることによって，クラ
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図 5 Web プロキシネットワーク機構の概要

Fig. 5 The overview of a Web proxy servers network topology.

イアントシステムからの負荷分散木検索要求に対して，負荷分

散木の根となっているノードプロキシのノード IDを返す．負

荷分散木検索機構は，このような負荷分散木の根となっている

ノードプロキシによって DHTのネットワークを構築すること

によって実現する．

4. 3 ノードプロキシ検索の処理の流れ

負荷分散木と負荷分散木検索機構によって実現されるノード

プロキシ検索の処理の流れを述べる．

[step1] クライアントシステムは，アクセス先のWebコンテ

ンツの FQDNからキー値を算出し，そのキー値と対応する負

荷分散木を負荷分散木検索機構に対して問い合わせる．

[step2] 負荷分散木検索機構はクライアントシステムに対し

て，問合せを受けたキー値と対応する負荷分散木の根である

ノードプロキシのノード IDを返す．

[step3] 負荷分散木の根であるノードプロキシのノード IDを

受け取ったクライアントシステムは，そのノード IDが示すノー

ドプロキシに対して接続を要求する．

[step4] クライアントシステムからの接続要求を受けた負荷

分散木の根であるノードプロキシは，接続を受け入れる余裕が

あれば自身のノード IDを返す．また，子ノードを保持してい

る場合には，自身の子ノードに接続受入れの可否を問い合わ

せる．最終的にクライアントに対して，接続を受け入れられる

ノード群のノード IDセットを返す．

4. 4 ノード自律型負荷分散方式

ノード自律型負荷分散方式は，クライアントシステムからの

アクセスの回送や負荷分散木の伸縮などの，WPN内における

ノードプロキシ間の負荷分散に関する処理を，木構造を管理す

るノードを設置して集中管理するのではなく，木構造を構築す

る各ノードが自律的に判断して行う方式である．ここで自律と

は，ノードプロキシが単体で収集できる局所的な情報を元に，

実際に負荷が高くなったノードプロキシ自体が判断を下すこと

によって負荷分散に関する処理を行うことである．提案システ

ムでは，各ノードプロキシが本方式によって負荷分散木に関す



る処理を行うための機能を備えているとする．

以下に，本方式における負荷分散処理の流れを述べる．ただ

し，負荷分散木は初期状態では根だけであり，その状態では，

クライアントシステムは根であるノードプロキシと確立する．

[phase1] クライアントシステムからのアクセスの増加に伴っ

てノードプロキシの負荷が上がり始める．

[phase2] ノードプロキシの負荷値が一定値を超えた場合に，

当該ノードプロキシは以降に発生するクライアントシステムか

らのアクセスを回送するために，子ノードプロキシを作成する．

[phase3] 以降，クライアントシステムからの検索要求に対し

て子ノードプロキシのノード IDが返され始める．そして，ク

ライアントシステムからの当該コンテンツへのアクセスは子

ノードプロキシに誘導される．

子ノードプロキシの負荷が高くなった場合は，その子ノード

プロキシを中心として，phase1から phase3までの処理が再帰

的に実行され，負荷分散木が成長する．一方，親ノードプロキ

シの負荷が下がった場合は，以降に発生するクライアントシス

テムからの検索要求に対して再び親ノードプロキシのノード ID

が返されるようになり，クライアントシステムからのアクセス

は親ノードプロキシに誘導される．同時に，親ノードプロキシ

と子ノードプロキシ間の親子関係は解消され，負荷分散木は次

第に縮退していく．

また，ノードプロキシ間の親子関係が解消される場合，その

時点で子ノードプロキシとクライアントシステム間において確

立されている接続が親ノードプロキシに統合回収されることは

ない．それらの通信は，同一 FQDNに属するWebコンテンツ

に対する通信であり続ける限り継続される．これは，クライア

ントシステムが接続しているノードプロキシが負荷分散木から

離脱することによる問題がないと考えるためである．ノードプ

ロキシ間の親子関係が解消されるような場合，当該子ノードプ

ロキシに対するアクセスは減少していると考えられ，このよう

な状況では負荷分散木を縮小することが妥当と考える．また，

提案システムではノードプロキシ間で互いに保持しているWeb

キャッシュの検索を行わないため，現在確立されている接続の

終了を待たずに負荷分散木から脱退したとしても，そのノード

プロキシに接続しているクライアント影響はないと考える．

5. 既存のサービスと関連研究

従来，Webサーバとクライアント間においてWebサービス

の負荷分散を行う方法として，CDN（Contents Delivery Net-

work）が利用されている．また，提案システムと目的が類似し

ている，Coral [7] という特殊な CDN も存在する．本章では，

これらのシステムの特徴を述べ，それぞれの問題点をまとめる．

5. 1 CDN

CDNとは，世界中にWebコンテンツの複製を蓄えたサーバ

を配置し，利用者が最寄のサーバにアクセスすることにより，

効率的かつ高速なコンテンツ配信を実現するネットワークであ

る．Akamai [8]が有名である．

CDNの大きな特徴は次の三つである．まず，サーバ側が全

ての処理を行う点，次に，ネットワーク上の複製とオリジナル

コンテンツとの同期などの複雑なコンテンツ管理を行う点，そ

して，提携した企業のコンテンツだけが配信の対象となる点で

ある．これらの特徴のため，不特定多数のWebコンテンツを

配信対象にした場合に，次のような問題が発生する．

まず，全ての処理をサーバ側で行うことと，複雑なコンテン

ツ管理を行うことには，サーバ側が管理する情報の量が増大し

た場合に，そのような情報のに関する通信がシステムを圧迫す

るという問題がある．このため，クライアント固有の情報の管

理や利用が困難となり，システムが収容できる利用者数が減少

する．しかし，不特定多数のWebコンテンツを負荷分散の対

象とするためには，システムがそれらのコンテンツにアクセス

する不特定多数の利用者を収容する必要がある．

また，複雑なコンテンツ管理を行うことによる問題点は，コ

ンテンツ管理に伴う通信が多くなり，システムを圧迫すること

である．一般に CDNが扱うコンテンツは，その数が限られて

おり，また複雑な管理を必要とするものであることが多い．し

かし，不特定多数のWebコンテンツは数が膨大であり，また

一般に CDNで扱われるコンテンツ程に厳重な管理を必要とし

ないものが多い．このため，CDNの複雑なコンテンツ管理は，

不特定多数のWebコンテンツを扱うには向かない．

加えて，配信の対象が提携企業のコンテンツだけとなるため，

負荷分散の対象が限定される．よって，不特定多数のWebコ

ンテンツに対して負荷分散を実現することができない．

5. 2 Coral

Coral は，PlanetLab [9] プロジェクトのノード上で開発が

進められている，不特定多数のWebコンテンツを対象とした

CDNである．ノードプロキシを P2Pで接続しており，Web上

のあらゆるコンテンツを負荷分散の対象としているなど，提案

システムと類似している．

Coralは，全ての処理をサーバ側で行うという点において他

の CDNと同じである．サーバ選択にも DNSを利用した手法

を用いている．異なる点においては，以下の二つの課題がある．

まず，Coral は DSHT [10] によって，どの Web キャッシュ

がどのノードに保持されているかという情報を管理している．

この情報を DSHTで管理するために，CoralのノードはWeb

キャッシュを取得した際に，自身のノードアドレスをCoralネッ

トワーク上のいくつかのノードに登録し，この処理に伴って通

信が発生する．このため，Coralのノード上で頻繁にキャッシュ

の取得が行われた場合に，ノードアドレスの登録に関する通信

が頻発することが予想される．また，Webキャッシュには，そ

の多くがあまりアクセスされないという特性がある．よって，

そのようなキャッシュに関する情報が再利用されることは少な

いと考えられるため，キャッシュが以降クライアントからアク

セスされる可能性を考慮することなく，キャッシュの取得情報

をネットワーク上に通知する仕組みは無駄が多いと考える．

また，DSHTによるアクセス分散手法は，ノードの負荷を考

慮しない．よって，ごく少数のノードしか保持していないWeb

コンテンツに対して急激なアクセスがあった場合，それら特定

のノードにアクセスが集中する可能性がある．そのような状況

では，システム全体の負荷が小さい場合でも，特定のWebコ



ンテンツに対するシステムの応答速度が落ちると予想される．

6. ま と め

本稿では，Web コンテンツの特徴を考慮した二つの機構に

よって，提案システムで用いる情報の管理や利用に伴う通信コ

ストを抑えた．まず，クライアント固有である，クライアント

に対するノードプロキシのデータ転送速度情報をクライアント

システムが管理し，WPNと協調することによって，この情報

を用いたノードプロキシ選択処理を行う機構を提案した．この

機構によって，データ転送速度情報をWPNで管理することな

くノードプロキシ選択処理に用いることができる．このため，

WPNにおける通信の発生を抑えつつ，クライアントに対して

よりデータ転送速度の高速なノードプロキシを選択できると考

える．さらに，ノードプロキシの検索に用いる情報を，ノード

プロキシと対応する FQDNの情報とした．この情報は，ノー

ドプロキシが保持しているWebキャッシュを識別する情報と異

なり，ノードプロキシにおいてWebキャッシュの取得や破棄が

起こった場合にも変更が発生しない．このため，情報の更新に

伴う通信の発生を回避できると考える．

今後は，シミュレーションや提案システムの実運用を通し，

次に述べることを評価する予定である．まず，特定のWebサー

バに対してアクセスが集中した環境における，システム利用者

に対する，Webサービスの応答速度を評価する予定である．ま

た，本稿において提案した機構の評価も行っていく．クライア

ント協調型機構については，提示されたノードプロキシの中か

ら最適なノードプロキシを選択する場合の精度を測定する予定

である．さらに，データ転送速度情報の取得と記録は，HTTP

通信の際に行われるという受動的なものであるため，適切な

ノードプロキシを選択できるようになるまでに時間を要する

と考える．よって，その時間も測定する予定である．加えて，

WPNについては，負荷分散性能を測定していく予定である．

提案システムでは，クライアントシステムを導入することに

よって，クライアントをシステムの一部とした．よって，利用

者は提案システムを利用するためにクライアントシステムを導

入しなければならない．従来，このようなクライアントにおけ

る変更はコストが高いとして避けられてきた．しかし，提案シ

ステムは，システム利用の判断を利用者に委ねる．これは，負

荷分散サービスの利用を望む利用者が，負荷分散を利用したい

と望むWebコンテンツに対して，負荷分散を利用したいと望

む時に負荷分散を利用できるべきであると考えるためである．

このようにすることによって，利用者は，頻繁に応答速度が低

下するようなWebコンテンツに対してだけ提案システムを利

用できる．このようにシステムの利用の判断を利用者に委ねる

場合，利用の判断という変更点が利用者側に必ず発生すること

になる．よって，システム利用の選択という利用者の負担を軽

減するためにも，提案システムにおけるクライアントシステム

の導入は妥当であると考える．

本稿では，ノードプロキシによって構築されるWeb負荷分

散ネットワークの提案を行い，提案システムの方針と構成を述

べた．次いで，提案システムを特徴付ける二つの機構について

説明した．Webコンテンツの特徴を考慮することによって冗長

な情報や処理を省き，不特定多数のWebコンテンツを対象と

した負荷分散を実現できるシステムを設計できたと考える．

多くのWeb利用者が提案システムを利用することによって，

人気のあるWeb コンテンツを保持するWeb サーバに対する

アクセスが分散され，そのようなWebサーバが提供するWeb

サービスの応答速度低下や停止が回避でき，Webの信頼性を高

めることができると考える．Webの信頼性が高まることによっ

て，Web上における活動がより活発になることが期待される．

提案したシステムは現在実装を進めている段階であるが，今

後はさらに，以下の点において詳細設計を行っていく予定であ

る．まず，キャッシュを利用する場合に必ず問題となる，オリ

ジナルコンテンツとの同期問題を解決する手法や，CGIに代表

される動的なコンテンツに対する処理の考案を行っていく必要

がある．また，提案システムを堅牢なものにするために，Web

プロキシネットワークに，リクエスト単位の認証機能を設ける

ことを検討している．さらに，集中管理とした個人情報などを

確実に保護しつつ分散管理できるような，提案システムに適切

なセキュリティ技術の検討も進めていく予定である．
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