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あらまし P2Pファイル共有ネットワークは、人々の大規模かつ自由な情報交換を実現する手段として大きく期待さ

れてきた。しかし一方で、P2Pネットワーク上での著作権侵害や個人情報流出が社会的な問題となりつつある。そこ

で我々は、P2Pファイル共有ネットワークの非集中的・匿名的な性質を尊重しつつ、コンテンツ配信の公共的な基盤

として簡便かつ安全に利用できる仕組みへと改良する手法を提案している。本稿では、この提案を具体化するため、

既存の P2Pファイル共有ネットワーク上で動作する APIライブラリ「DiMPS(Distributed Meta-P2P Storage)」を

実装し、その有用性について検証を行う。
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Abstract We propose a new overlay architecture based on the P2P file-sharing networks to improve their usability

and security. The P2P file-sharing networks enable large-scale and free information sharing. And they cause, how-

ever, social isssues about copyright infringements and security problems. Therefore, our previous paper proposed

the method for improving them to utilize for content delivery purpose. In this paper, we implement a Distributed

Meta-P2P Storage (DiMPS) to give shape to our proposal and demonstrate its value.
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1. 序 論

Gnutella [6] や Winny [7] に代表される P2P ファイル共有

ネットワークは、「自律協調型の情報流通システム」という性

質から、大規模かつ自由な情報交換を実現する手段として大き

く期待されてきた。一方で、ネットワーク上で起きる著作権侵

害や個人情報流出が社会的な問題となるにつれ、P2Pファイル

共有ネットワークを開発・運用していくことが困難になりつつ

ある。

こうした開発・運用上の問題点を解決し、「P2Pファイル共

有ネットワーク」という非集中的・匿名的アーキテクチャを維

持・発展させるには、その運用に伴う弊害を抑えながら、コン

テンツ配信の公共的な基盤として簡便かつ安全に利用できる

仕組みへと改良する必要がある。しかし、これを実現するにあ

たって、従来の P2P ファイル共有システムには、アクセスの

一意性・アクセスコントロール・セキュリティの 3つの点で課

題があると考えられる。

第一に、P2Pファイル共有ネットワークは特定のコンテンツ

を一意に取得する仕組みを持たないため、コンテンツ配信の基

盤として利用することが困難である。第二に、一度コンテンツ

がネットワーク上に流通すると、その流通をコントロールする

ことが難しい。第三に、ネットワーク上に流通するコンピュー

タウィルスによる被害が深刻なものとなっているが、ユーザは

事前にこうした危険なコンテンツを判別することができない。

我々はこれらの課題を解決するため、ファイルをデータ・プ

ロパティ・ポインタの 3つに分割する形で構成する新たなデー

タ構造を導入した。その上で、本データ構造を用いて既存の

P2Pファイル共有ネットワークの上位レイヤで動作する新たな

システムを提案した [1] [2]。

提案システムで実現する機能は、以下の 3点である。第一に、
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データに固有 IDを付与する形で既存の P2Pファイル共有ネッ

トワーク上で流通させることで、コンテンツへの一意なアクセ

スを保証し、取得と検証の自動化を可能にする。第二に、デー

タを暗号化した上で、データ暗号鍵をデータと分離してポイン

タに格納することで、コンテンツへのアクセスコントロールを

可能にする。第三に、プロパティにレーティング情報を付与す

ることで、コンテンツに対するユーザによる評価システムを実

現する。よって、提案システムを用いることで、従来の P2P

ファイル共有ネットワークの問題点を解決し、簡便かつ安全に

利用できるコンテンツ配信の基盤へと改良することができる。

本論文では、提案システム「分散メタ P2Pストレージ」を具

体化する API ライブラリ「DiMPS(Distributed Meta-P2P

Storage)」を実装し、実際の P2P ファイル共有ネットワーク

上で動作させる。また、本実装を用いて評価実験を行い、提案

システムによって P2P ファイル共有ネットワークを用いたコ

ンテンツの配信と取得・検証の自動化が可能であり、サーバを

用いたコンテンツ配信と同等の利便性を実現していることを明

らかにする。

以下、2. 章では、既存の P2P ファイル共有システムにつ

いて考察し、その問題点を述べる。3. 章では、提案システム

「DiMPS」の概要を述べる。4.章では、DiMPSを実装し、既

存の P2P ファイル共有ネットワーク上で動作させる方法を述

べる。5. 章では、DiMPS の実装を用いて評価実験を行う。6.

章では、結論と今後の課題を述べる。

2. 関 連 研 究

P2P ファイル共有ネットワークは、ファイルを共有する際

に、複数のノード上にあるファイル空間を、オーバーレイネッ

トワーク上の単一ファイル空間へと仮想的に結合する。よって、

多くの場合、ファイル名の一意性は保証されない。このため、

多くの P2P ファイル共有ネットワークにおいて「一意な識別

子による探索」という概念は存在せず、クエリ (query)として

一致度の高いファイルの候補を取得し、一つを手動で選択する

手法を取る。

この手法では、特定のファイルを取得したい場合でも、その

要求はファイル名に対するキーワード検索として処理される。

すなわち、N. Daswaniら [3]が述べているように、似た名前で

異なる内容のファイルや、該当のファイルであっても版や細部

の異なるファイルなど、クエリの結果として複数の異なるファ

イルが返される可能性がある。

したがってユーザは、クエリの結果として返された候補の中

から、いずれが要求したコンテンツを含むファイルであるかを、

その度に手動で検証し選択しなければならない。これは、コン

テンツの取得を自動化できないという点で問題がある。これに

対して Daswaniらは、「古さ」「エキスパート」「投票」「評判」

を基準に判断する手法を提案しているが、いずれも推定による

選択法であり、確実な方法とは言えない。加えて、実際に取得

したコンテンツの内容が正当であることを自動的に検証できな

い点でも問題がある。

また、P2Pファイル共有ネットワーク、特に Pure P2P型の

ネットワークにおいては、一度ネットワーク上に流通したコン

テンツをコントロールできない、という点で問題があるとされ

る。加えて、昨今では、コンピュータウィルスなどのセキュリ

ティ上問題のあるコンテンツの流通による、システム破壊や個

人情報の流出などの被害も大きな問題となっている。

しかし、これに対処するために、単一の主体が、流通するコ

ンテンツのコントロールと内容の正当性・安全性の保証を全て担

うのは、その運用・管理に伴う負担の面で現実的ではない。例え

ば、中央サーバを用いて DRM(Digital Rights Management)

技術を P2Pネットワークに組み込むことで、流通するコンテン

ツのコントロールを行う手法が多数提案されている [4] [5]。し

かし、これらの手法では、コンテンツのノード間の移動やロー

カルでの利用状況までも逐一把握することを目的としている。

このため、各ノードは常に中央サーバと通信する必要があり、

中央サーバの負荷やスケーラビリティに問題があると言える。

3. DiMPSの概要

我々は、1. 章で挙げた 3 つの機能を実現するため、従来の

P2Pファイル共有ネットワークをベースとして、その上位レイ

ヤで動作する新たなシステムを提案している [1] [2]。

本提案では、P2P ファイル共有ネットワーク上で流通する

ファイルを機能ごとに分割し、データ・プロパティ・ポインタ

の 3つの要素からなる新たなデータ構造を定義した。提案シス

テムは、個々のファイルからこれら 3つのデータ構造を生成す

る。分割した各データをそれぞれ異なる媒体上で流通させ、総

体として一つのシステムを構成することで、P2Pファイル共有

ネットワークをコンテンツ配信基盤として機能させる（図 1）。

図 1 提案システムの概念図

提案システムでは、各ファイルが持つ実データとメタデータ

を分離し、前者をデータ (Data)、後者をプロパティ(Property)

と呼ぶデータ形式で扱う。また、提案システムは、データとプ

ロパティのそれぞれに、システム全体で一意な識別子となる固

有 ID(Unique IDentifier)を与える。このうち、データはこれ

を暗号化した上で、データに付与した固有 IDをファイル名に

代えて探索キーとして、P2Pファイル共有ネットワーク上で流

通させる（図 2）。

図 2 本システムで定義する新たなデータ構造
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第一に、一意な識別子を保持するポインタを介して、P2P

ファイル共有ネットワークからのコンテンツの一意な取得を保

証する。ポインタは、データとプロパティという 2つの要素へ

の固有 IDを同時に保持するデータ形式である。またポインタ

は、データとプロパティのダイジェスト値と、データの暗号化

に用いた暗号鍵を固有 IDと共に格納し、任意のサーバ上で公

開する。これにより、システムの利用者は、ポインタに格納さ

れた固有 IDをキーとして、P2Pファイル共有ネットワークか

ら常に同一の内容を持つデータを取得し、取得したデータの正

当性を自動的に検証することができる（図 3）。

図 3 ポインタを介したコンテンツの流通と取得

第二に、ポインタへのアクセスを管理する仕組みを導入する

ことで、P2Pファイル共有ネットワーク上で流通するコンテン

ツのコントロールを実現する。提案システムでは、ファイルを

データとプロパティに分離する際にデータを暗号化し、暗号鍵

をポインタに格納する。このため、データが P2P ファイル共

有ネットワーク上で流通しても、データの利用にはポインタが

必要なため、ネットワークからデータのみを取得しても意味を

成さない。よって、ポインタを管理することで、コンテンツの

利用をコントロールすることが可能になる（図 4）。

図 4 ポインタによる流通コンテンツのコントロール

第三に、プロパティに対して、システム利用者が流通コンテ

ンツへのレーティング情報を付与する。プロパティは、コンテ

ンツに対する様々な形式のメタデータを格納する汎用のデータ

形式である。システムの利用者は、コンテンツのメタデータ情

報と共に、セキュリティ上問題があるコンテンツのプロパティ

にレーティング情報を付与することができる。他の利用者は、

プロパティのレーティング情報を参照することで、事前に危険

なコンテンツを判別することができる（図 5）。

また、提案システムは、図 1に示したように、個々のファイ

ルを機能ごとに分割した 3つの要素をそれぞれ異なる主体が扱

うことで、総体として一つのシステムを構成する。このため、

システムを運用する上での個々の主体の負担を分担し、軽減す

ることができる。

図 5 プロパティが格納する様々なメタデータ

4. 実 装

本論文では、3. 章で述べた提案システムの具体化を目的と

して、APIライブラリ「DiMPS(Distributed Meta-P2P Stor-

age)」を、Java言語とXMLを用いて実装する。また、DiMPS

の有用性を検証するため、代表的な P2P ファイル共有ソフト

ウェアの一つである「LimeWire」[8]上にDiMPSを実装し、動

作させる。

4. 1 Coreコンポーネント

DiMPS APIのうち、ファイルからデータ・プロパティ・ポ

インタからなる 3つのデータ構造（三つ組）を生成・管理する

コア (Core)コンポーネント群の構成を図 6に示す。

コア・コンポーネント群は、大まかに生成器（Generator）・

キャッシュ(Cache)・レジストラ (Registrar)の 3つに分類でき

る。まず、APIへの入力として、DiMPSを用いて配信するコ

ンテンツファイルの実データとメタデータを用意する。次に、

データとプロパティのそれぞれに対して、任意のアルゴリズム

の UUID生成器とキャッシュを用意する。これらのコンポーネ

ントは、他のコンポーネントから利用される際に、必要に応じ

て自由に差し替えることができる。

生成器は、実データ及びメタデータ・UUID生成器・キャッ

シュを入力とするコンポーネントである。まず、生成器は実

データをデータに、メタデータをプロパティに変換する。次に、

それぞれに対して UUID生成器で生成した UUIDを付与した

後、キャッシュへ出力する。また、同時に、生成したデータと

プロパティをレジストラへ入力する。

キャッシュは、データを一定サイズごとに分割した形式である

ピース (Piece)やプロパティをローカルに保存する際に、記憶

装置への入出力を抽象化するコンポーネントである。生成器は、

ピースやプロパティに与えた UUIDをキーとしてキャッシュに

問い合わせることで、実際の保存形式を意識せずとも、環境に

合わせて適切な入出力ストリームを得ることができる（図 7）。

図 7 Cache コンポーネント
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図 6 DiMPS API Core コンポーネント群

レジストラは、データとプロパティからポインタを生成する

コンポーネントである。具体的には、データとプロパティから

ダイジェスト値と暗号鍵を取り出してポインタを構成する。次

に、ポインタに対してポインタ生成者の電子署名を付与した後、

XML形式で出力する。これにより、利用者はいつでも、取得

したポインタの真正性を自動的に検証できる。

4. 2 Adapterコンポーネント

DiMPS APIとP2Pファイル共有ネットワーク、及びDiMPS

からP2Pクライアントを操作するアダプタ (Adapter)コンポー

ネントの関係を図 8に示す。

図 8 Adapter コンポーネント

アダプタは、P2Pファイル共有ネットワークに対するクエリ

の発行やピースの取得などの操作を抽象化するコンポーネント

である。利用者の要求に従って、P2Pクライアントに依存する

具体的な操作を実行すると共に、コア・コンポーネント群に対

して共通のインターフェースを提供する。加えて、P2Pクライ

アントがネットワークから取得し、ローカルに保存したピース

に対しても、4. 1節で述べたキャッシュ・コンポーネントを利用

することで、P2Pクライアントの実装に拠らない共通の操作を

可能にする。

すなわち、DiMPSが利用する P2Pファイル共有ネットワー

クごとにアダプタとキャッシュを実装することで、実際に利用

する P2Pファイル共有ネットワークの種類を問わず、DiMPS

APIによる透過的な操作が可能になる。このことは、提案シス

テムの利用者にとって、実際に利用する P2Pファイル共有ネッ

トワークの詳細を意識せずに、コンテンツの配信や取得といっ

た DiMPSの機能を簡便に利用できるメリットをもたらす。

4. 3 DiMPSの利用

DiMPSを利用してコンテンツを配信するには、コンテンツ

ファイルを DiMPS APIに入力し、データ・プロパティ・ポイ

ンタをそれぞれ得る。次に、データを P2Pファイル共有ネット

ワーク上で流通させ、ポインタは任意のサーバ上で公開する。

コンテンツの利用者は、まずポインタをコンテンツ配信者

のサーバから取得する。そして、取得したポインタを DiMPS

API に入力することで、DiMPS は P2P ファイル共有ネット

ワークから目的のコンテンツを自動的に取得し、正当性の検証

を行う（図 9）。

図 9 DiMPS のコンソール実行画面 (LimeWire 上)

以上のように、提案システムを利用することで、P2P ファ

イル共有ネットワークを利用して非常に簡便かつ安全にコンテ

ンツを取得できる。また、ポインタをWeb サーバ上に置き、

— 4 —



DiMPSとWebブラウザを連携させることで、従来のWebサー

バを利用したコンテンツ配信と同等の利便性を実現できる。

5. 評 価 実 験

本論文では、P2Pファイル共有ソフトウェアの LimeWireを

用いて、DiMPS の評価実験を行った。まず、実験環境上に、

LimeWireを用いてオーバーレイネットワークを構築した（図

10）。次に、ノード S1, C2, C3 上に、10,000,000バイトごとに

分割した評価用ファイルを DiMPS APIに入力して得たピース

(Piece)11個を配置し、C1 をユーザ端末としてピースの取得実

験を行い、全てのピースの取得するまでの時間を計測した。

図 10 評価用 P2P ファイル共有ネットワーク

また、提案システムの特徴を考察するため、初期状態でピー

スを保持するノード数とノード間の帯域制限を変化させ、それ

ぞれについて計測を行った。加えて、提案システムと比較する

ため、現在コンテンツ配信の手段として一般的である HTTP

サーバを用いて、帯域制限を変化させながら wgetコマンドで

コンテンツを取得し、同様に取得に要した時間を計測した。

以上の実験の結果を、図 11に示す。まず、HTTPサーバか

らコンテンツを取得する場合と、DiMPSを用いて 1ノードの

みからコンテンツを取得する場合の比較を行う。図 11に示す

ように、帯域制限が同条件の場合、両者において、コンテンツ

取得にかかる所要時間に差はほとんど認められない。

しかし、一般的に HTTPサーバを用いるコンテンツ配信方

式と、P2Pファイル共有ネットワークを用いる提案システムの

方式を比較すると、HTTP サーバを用いる方式ではより良い

通信環境を利用できる場合が多い。このため、提案システムを

用いたコンテンツ配信サービスが、既存手法と同等の所要時間

でコンテンツ配信サービスを提供できるかは、単純に結論でき

ない。

次に、DiMPSを用いてネットワーク上の複数ノードから同

時にコンテンツを取得する場合について考察する。帯域制限が

同条件の場合、提案システムでは、初期状態でコンテンツを保

持しているノードが多いほど、より少ない所要時間でコンテン

ツを取得できることが分かる。

2ノード時、3ノード時の取得所要時間を 1ノード時と比較

し、倍率として求めたものを図 12 に示す。この図より、利用

できる帯域が少ない場合、複数のノードから同時にコンテンツ

をダウンロードするため、ノード数に比例して効率が改善する

ことが分かる。また、コンテンツを同時並行的に取得すること

で、ダウンロード前後に要する開始終了処理中も帯域を効率的

に使用できるため、ノード数に対する比例倍を超えて効率が改

善していることが分かる。しかし、1Mbps付近ではダウンロー

ド中にタイムアウトが発生する場合があり再接続が必要となる

ために、効率の低下が見られる。

すでに考察したように、同じ帯域制限の条件下での実験では、

コンテンツ配信方式としてどちらが優れているかを結論するこ

とはできない。しかし、提案システムでは P2P ファイル共有

ネットワークを利用するため、すでにコンテンツを保持してい

る多数のノードから同時にコンテンツを取得できる。このため、

ネットワーク上でコンテンツを保持するノードが増えるほど、

コンテンツ取得にかかる所要時間を改善できると考えられる。

また、提案システムでは、コンテンツの探索と取得に中央

サーバを利用しないため、サーバへの負荷やスケーラビリティ

の点において利点を持つ。加えて、コンテンツ配信基盤として

HTTPサーバを利用する方式と、提案システムを利用する方式

は、ともにユーザが必要とするコンテンツを一意に取得するこ

とができる。このため、提案システムにおいても、HTTPサー

バを利用する方式と同等の利便性を確保できる。

このため、DiMPSをウェブブラウザから利用できるインター

フェースを実装することで、提案システムを利用したコンテン

ツ配信サービスにより、既存の HTTPサーバを用いたコンテ

ンツ配信方式と同等の利便性を実現できると考えられる。

6. 結 論

本論文では、既存の P2Pファイル共有ネットワークを利用し

た新しいコンテンツ配信システムと、その実装である DiMPS

について述べ、その有用性を示した。

まず、これまで一意性について考慮されてこなかった P2P

ファイル共有ネットワーク上のファイルに対して固有 IDを付

与し、ファイルデータの一意な取得と自動的な検証を可能にす

る。これにより、P2Pファイル共有ネットワークをコンテンツ

配信基盤として利用することができる。次に、ファイルの構成

要素をデータ、プロパティ、ポインタの 3つに分割し、それぞ

れを別個のシステムで管理する。ポインタにはファイルの取得

に必須な情報が保存されており、ポインタへのアクセスをコン

トロールすることで、P2Pファイル共有ネットワーク上で流通

するファイルをコントロールできる。また、プロパティに格納

されたレーティング情報を参照することで、ユーザは取得する

ファイルの評価を判断できる。加えて、ファイルの構成要素を

複数のシステムで分担して管理するため、個々のシステムの負

担を軽減することができる。

提案システムの実装である DiMPSは、抽象化によって、シ

ステムが利用する P2P ファイル共有ネットワークに対する透

過性を高めている。これにより、システムの利用者は、実際に

利用する P2Pファイル共有ネットワークの詳細を意識せず、簡

便にコンテンツの配信と取得を利用できる。また、Webブラウ

ザとの連携により、既存のWebサーバを利用したコンテンツ

配信と同等の利便性を実現できる。

今後は、DiMPSを実環境で運用していくことで、さらに提

案システムの有用性の実証及び改善点の検討を進めていきたい。
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図 11 評価用コンテンツの取得所要時間

図 12 複数ノード時の取得所要時間改善率
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