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頃合l熟成  

アであるGnute11a（グヌーテラ）が公開され，これを契  

機に，P2P（Peer－tONPeel・）と呼ばれる新たな理念が，  

世界中で一躍注目されるようになった．本来，P2Pは  

仲介者（管理者，運営者，実装的には中央集権的な管理  

部）を介さずに，直接，ユーザグループ間で情報の交換  

（コミュニケーション）が可能な新たなビジネスモデル  

である．情報ネットワークサービスにおける，新たなど  

ジネス創出の機会として期待されている．   

これに伴い，ベンチャ企業のみならず，サンマイクロ  

システムズ，マイクロソフト，インテルなどの大企業も  

P2Pに着目し，米国でほ，P2Pの標準化・技術討論の  

場として，2000年10月にP2PWorkingGroup（2）が，  

2001年2月にP2PConference（3）がそれぞれ開催される  

など，IT分野における最もホットなテーマとして注目  

されている．   

一方，日本において，当初全く注目されることがなかっ  

たP2Pであるが，2000年末ごろから次第に脚光を浴び  

るようになり，現在では，大学，研究機関，IT関連企  

業においても活発な研究開発やビジネス推進が展開され  

ている．また，2001年5月に日本初のP2P会議として  

第1回JnutellaWorkshop（4）が，2002年4月にP2PCon－  

ferenceinJapan＆第2回JnutellaWorkshop（5）が開催さ  

れるまでになった．   

更に，アドホックネットワーク，情報家電ネットワー  

ク，エビキタスコンピューティング，グリッドコンピュー  

ティング，分散コンピューティングなどの各分野におい  

て，P2Pの理念，すなわち，「ブローカレスの概念」を  

活用・適用するとともに，地域情報化に向けての要素技  

術，次世代コミュニケーションプラットホーム（図1）と  

しての利用など，P2Pそのもののすそ野も確実に広がっ  

ている．   

参考までに，検索サイトにおけるキーワード「P2P」  

のヒット数を示しておこう．2000年3月時点でのヒッ  

ト件数は，わずか25件であったが，2002年4月時点で  

は40万件にも上り，隔世の感を覚える．  
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1． は じ め に  

近年の情報ネットワーク技術，コンピュータネット  

ワーク技術に代表されるIT技術の進展は，サービスの  

利用形態に大きな変革を促している．あらゆる端末が  

ネットワークを介して相互に接続される一方で，各端末  

はネットワーク上に展開される様々なサービスを探索  

し，ネットワークを介して享受する利用形態が一般的に  

なっている．   

このような流れの中で，特に，これまでの汀技術は，  

実世界から仮想世界への写像を行うための技術として用  

いられてきた．これに対して，ブローカレスモデル（1）は，  

促想世界を手段として用いることにより，実世界を活性  

化させること，すなわち，仮想世界から実世界への写像  

をねらいとしている．   

P2Pは，このようなIT社会の実現に向けてのキーテ  

クノロジーとして位置付けられる．本稿では，P2Pの  

現状と将来展望について論ずる．  

2．現 状 認 識  

2000年3月，米国において，ファイル交換ソフトウェ  
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店員  

図1コミュニティの活性化・地域情報化に向けての次世代コミュニケーションプラットホーム   

さて，上述したように，インターネットにおける新潮  

流として脚光を浴びるP2Pであるが，「WhatisP2P」  

という問いに，模範解答を与えることは容易ではない．そ  

の理由として，以下の点を挙げることができるであろう．  

① 明確なコンセンサスが確立していない．   

P2Pの歴史が浅いこと，発展途上であることもあり，  

人によって様々な解釈がある．そこには，統一的なコン  

センサスや定義が存在していない．また，様々な思惑か  

ら，P2Pという名前が便利に利用されている感も否め  

ない．現状では，P2Pが理論体系化されておらず，ま  

だまだコンピュータサイエンスの域に達していないとい  

えるであろう．  

② 話題先行の感が否めない．   

理念，ビジネス，技術先行ではなく，「P2P＝著作権  

違反」というダーティな図式が広がってしまった．物事  

には必ず光と陰，表と塞があるが，陰の部分が大きくク  

ローズアップされてしまった．p2Pの概念からすれば，  

ファイル交換は単なる一つの利用分野にすぎないが，  

P2Pといえばファイル交換（著作権違反），ファイル交  

換といえばP2Pというイメージが定着してしまった．  

これは，Napsterなどを興味本位で取り上げている一部  

の評論家やメディアの存在に起因する．そもそも，P2P  

と著作権保護は独立であり，両者に直接的な関係はない．  

本来，情報の配信方法とは独立に，情報そのものの改ざ  

講座 P2P総論［Ⅳ・完］一叢新動向と将来展望－  

ん，不正コピーなどを防止し情報の著作権を保護するた  

めの仕組みが確立されなければならない．   

そこで，このような言動に惑わされることなく，P2P  

本来の潜在パワーに光を当て，このイメージを払しょく  

し，P2Pの正しい啓発，普及，育成，フィールド展開  

に努めていかなくてはならない．  

（∋ 新しい革新的な理念である．   

とかく新しい理念は世の中に受け入れられにくいもの  

である．理念が正しく理解されるのに5年から10年，  

世の中に定着するのに更に10年を必要とすると一般的  

にいわれている．なぜなら，これまでに培った知識，ノ  

ウハウ，スキル，経験が新しい理念の前では歯が立たな  

いからである．更に言えば，これまでの経験や知識が，  

逆に新たな理解の妨げになることすらある．そして，新  

たな理念を真に理解するためには，専門知識や業界動向  

を追い求めるのではなく，理念の本質を見抜かなければ  

ならない．現状を省みると，残念ながら，専門技術者に  

おいてもP2Pの本質が十分に認識されているとは言い  

難く，P2Pに対する様々な誤解も多数存在している【解  
説】．   

このような問題認識から，P2Pの本質を理論的にひ  

も解き，それを体系化し，これにより，P2P本来の潜  

在パワー，可能性を広く正しく理解してもらうことを意  

図した取組みが，近年活発化している．このようなP2P  

は，クライアントサーバモデル以来の，だれも想像し得  
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各ピアは  

1度の受信と2度の送信  トラヒックのふくそう  

処理能力オーバ  

膨大な設備投資  

Q㊤  
（∋（∋∈）（∋（∋  

100万ピアヘの配信不可能  
100万人に配信するのに  

要する時間30秒  

ミラー化，キャッシュ対応などが必要  

（a）プにトーカ配信  

∫＝2′Hl－ 1 ∫：総数′－＝0，1．・・  

（b）ブローカレス配信  

図2100万人の回覧板（口コミNW，評判NW，新たな広告メディア，100万人町内会）  

ファクタの一つになっており，今まさに，このような活  

動が一つの大きな潮流になろうとしている．ここで，「コ  

ミュニティ」とは，自らの意思に基づいて，自らが同好  

の士とともに構築・道営する論理的なグループのことで  

ある．そ◆して，その活動範囲は，必ずしも物理的な範囲  

に制限されるものではない．   

このようなコミュニティにおける情報化に向けては，  

トップダウンアプローチばかりでなく，地域や運営者の  

事情・状況を十分に勘案したボトムアップアプローチが  

なにより重要となる．このような「コミュニティにおけ  

る情報化の特性」と，「ブローカを介することなく自律  

的にコミュニティを自己組織化するP2Pの理念」の親  

和性は非常に高い．そのため，コミュニティにおける情  

報化は，P2Pのキラーサービスになり得るものとして，  

その普及に向けての取組みが活発化している．   

同様に，環境，市民参加をテーマとした愛知万博にお  

いても，P2Pの理念である「ブローカレス」の概念が  

注目され，例えば，図2に示す「100万人の回覧板」を  

用いた新たなコミュニケーションメディアの利用実験な  

どが計画されている．  

なかった新たなビジネス・マーケットを創造するための  

方法論を我々に与えてくれたのである．しかしながら，  

このような新しい理念の普及やマーケットの創造は容易  

ではない．そこで，成長過程における活動を単に評論す  

るのではなく，温かい目でその成長を見守るとともに，  

みんなで育てていく，汗をかくという文化の醸成が何よ  

りも重安なのである．   

一方で，1998年から2000年ごろまでを振り返ってみ  

ると，P2Pという新たな概念を理解してもらうために  

多大な労力と時間を費やしたが，周囲の理解を得ること  

さえ困難だったことが思い出される．そして，P2Pの  

考え方を実に理解してもらうには，結局，2000年の  

Gnutella登場を待たなければならなかった．このとき，  

新しい理念の普及には，多大な労力とともに，タイミン  

グが何より重要であること，失敗を恐れず情熱を持って  

推進・挑戦（トライアル）することの重要性を実感した．  

3．P2Pサービスの展望  

2000年3月のGnutellaの登場により，一躍有名になっ  

たP2P．最近では，ファイル交換サービスばかりでなく，  

グリッドコンピューティング，エビキタスコンピュー  

ティング，センサネットワーク，情報家電ネットワーク  

などにも，P2Pの理念である「ブローカレス」の考え  

方や実現技術が，広く活用・適用されている．   

一方，個を中心としたコミュニティの活性化に向けて，  

任意団体，NPO，地方自治体，大学などが主体となって，  

コミュニティの情報化を推進している．情報化は，コミュ  

ニティにおける円滑なコミュニケーション，タイムリー  

な情報共有等を促進するための重要な取組みである．こ  

の情報化が，コミュニティの活性化に向けての重要な  
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4．P2Pの普及活動   

「電子情報通信学会コミュニティ活性化研究専門委貞  

会」は，産事官・学・コミュニティの連携・協同からな  

る「P2Pワーキンググループ」を道営し，P2Pの啓発  

及び普及に努めている．   

ここでは，NPO，任意団体における草の根活動・ボ  

ランティア活動，大学における学術活動，企業活動など  

をシームレスに連携させること，及び，社会科学，人文  

科学，工学などの多岐にわたる分野を有機的に連携させ  
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ブローカレスモデルの登場以前は，「ブローカを介して，  

個人やグループに情報を配信する」というコミュニケー  

ションモデルが一般的に用いられてきた．これに起因し  

て，配信規模，配信コスト，配信の自由度などの面で大  

きな制約を受けていた．   

例えば，大学の公開セミナーや少年野球大会のライブ  

映像をTV放送することは，コスト及び自由度の点から  

も現実的ではない．また，緊急の告知要求に対して，リ  

アルタイムに対応してもらえる保障もない．更に，タウ  

ン誌などは，告知規模に限界を有している．その反面，  

ブローカは，配信する情報の選別，情報コンテンツの品  

質・内容保証を行うことが可能である．例えば，公共放  

送局や図書館などがばく大な予算で構築している情報  

データベースはその典型例といえる．   

本来，「ブローカモデル」と「ブローカレスモデル」は，  

適用分野に応じて，使い分けられる必要がある．つまり，  

ブローカレスモデルはブローカモデルをとう汰するもの  

ではなく，互いにすみ分けられ，補い合うものなのだ．  

道に，これまで，ブローカレスモデルという選択肢が存  

在しなかったために，本来，ブローカレスモデルと親和  

性が高い地域情報化などの適用分野に対しても，ブロー  

カモデルで実現していたことが問題なのだ．そのために  

様々な問題が顕在化してきた．そして，ブローカレスモ  

デル（P2P）の登場により，だれもがそのことに気づき  

始めたのだ．   

このような柔軟性に欠けるブローカ中心の情報配信モ  

デルから，ブローカの存在を前提としない個人中心，す  

なわちブローカレス型の情報配信モデルへの扉を開いた  

革新技術がWWWである．WWWは，だれもが自由に  

ホームページを開設し，情報発信することを可能にする  

とともに，ホームページ間のリレーションシップ（ホッ  

トリンク）を定義することによる情報配信ネットワーク  

の自己構築，自己増殖，自然とう汰を可能にした．   

P2Pの本質は，このようなWWWの中に見いだすこ  

とができる．つまり，ユーザ同士がコミュニケーション  

を行うに際して，「ブローカの存在を前提にしない」こ  

とがP2Pの本質なのである．そして，すべてのユーザ  

が対等に振る舞うか否かは，一般的に言及されているほ  

どには，重要なことではない．ブローカレスモデルの観  

点からは，WWWはP2Pの対極に位置付けられるもの  

ではなく，WWWこそがP2Pの最初の成功事例として  

みなされるべきなのだ．   

そして，例えば，SIONetが提案する探索・グルーピ  
ング・共有機構などを用いたコミュニティの自律的な形  

成，自己増殖，自然とう汰モデルにより，個人中心のコ  

ミュニケーションの形態が新たなステージへと飛躍し  

た．SIONetに代表されるP2P技術の登場により，  

WWWや電子メールを用いた一方向のコミュニケー  

ションや情報配信から，参加型コミュニティに基づくコ  
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ることにより，将来のコミュニティ像及びコミュニティ  

活動のあり方の明確化，コミュニティ構築技術の確立・  

普及活動，フィールド展開・検証など，コミュニティ活  

性化に向けたグローバルな取組みを目的としている．   

なお，第1回P2Pフォーラム（6）は，2003年6月，愛  

媛県松山市において，①地域情報化に向けて，何が望ま  

れているか？②地域情報化に向けて，P2Pが果たす役  

割，ねらい，及びその効果は？③地域コミュニティにお  

けるP2Pの具体的な適用例とは？をテーマに，P2Pの  

第一人者が一堂に会して，『地域情報化とP2P』と題し  

たパネル討論が開催された．また，第2回P2Pフォー  

ラム（7）が，2003年10月，群馬県桐生市において，“ま  

ちづくりの現場が求めるネットワーク：地域コミュニ  

ティ活動と次世代技術の融合”をテーマに開催された．  

このような啓発・普及活動と並行して，フィールド展開  

の推進が強く期待されている．その一つとして，NPO  

法人P2Pコンソシアムは，P2Pのパイオニアとなるべく  

普及・啓発・フィールド活動を展開するとともに，P2P  

を用いた情報化，地域活性化，町興しを推進している（8）．   

また，P2Pコンソシアムでは，「ブローカレスの理念  

を実世界に適用することにより，自動車業界，広告業界，  

ゲーム業界などの様々な分野において新たなコミュニ  

ケーション文化やビジネスモデルが創発されるはずであ  

る」という仮説の実証や可能性の探索を目的とした活動  

を展開している．例えば，図3のデマンドビークルでは，  

同じ目的地（プロパティ）に向かう自動車で自律形成さ  

れるグループにおいて，目的地の観光案内，広告，映像，  

自動車の総台数などを配信する新たなメディアの構築実  

験などが立案されている（9）．  

5．今後の展望  

最後にP2Pの将来展望について言及する．TV放送，  

ラジオ放送，新開，タウン誌などのあらゆる情報配信媒  

体は，情報配信の観点から個人と個人，もしくはグルー  

プとの間をつなぐ「ブローカ」として位置付けられる．  

例：琵琶湖に向かっている車のグループ（イベントプレース）  

自律分散協調カーの実現：仮想空間を手段として用いることにより，  

現実世界（カーネットワーク）を実現  

図3 デマンドビークルネットワーク（DVN）  

講座 P2P総論［Ⅳ・完］一最新動向と将来展望岬  



ミュニケーションへと進化した．これらのコンセプトは  

斬新であり，暮らしの中のちょっとしたコミュニケー  

ションから大規模ビジネスまで，様々なシーンにおいて  

利用することができる新たなコミュニケーションモデル  

を実現する．そして，これは我々のコミュニケーション  

手段やライフスタイルを大きく変革させる潜在パワーを  

秘めている．その可能性は無限であり，新たなコミュニ  

ケーションのあり方を明らかにする取組みが既に始まっ  

ているのだ．   

また，社会科学や人文科学などとのかかわりを持ちな  

がら，そもそもコミュニケーションはどうあるべきか，  

本当に我々の生活を豊かにしてくれるのか，人間に優し  

いサイバーコミュニティとはどうあるべきか，を追求し  

ていかなければならない．主役はあくまでも人間であり，  

技術ではない．例えば，電話のコールバック用ツールと  

して開発されたポケットベルは，若者による語呂合わせ  

のコミュニケーションツール・として発展した．これなど  

は，当初想定していなかったコミュニケーション形態を  

ユーザ自らが創造した典型的な事例である．また，1980  

年代初期，多くのネットワーク専門家・評論家が，ボト  

ムアップアプローチでベストエフォートタイプのイン  

ターネットに対して，そのビジネス的な発展に疑問を呈  

したように，1980年代後期に登場したWWWに対して  

も，以下のような理由から，その発展を疑問視した専門  

家や評論家がたくさんいた．残念ながら，P2Pにおい  

ても同様の混乱や無理解が生じているように思われる．  

① 情報の品質，信用度が低い   

ホームページのコンテンツは，個人が作成し，掲載す  

る．厳選された情報のみが掲載されるわけではない．百  

科事典のような監修，編集，校正，内容保証が十分に行  

われているわけではない．  

② コンテンツの量が少ない   

WWW登場初期においては当然のことであるが，ブ  

ローカが作成した従来コンテンツに比べて，その数が圧  

倒的に少なかった．少なければ利用されることはない，  

利用されなければ作成されることはないという「にわと  

りと卵」の関係にあった．広く利用されるためには，境  

界点を越えるコンテンツの量が必要になるが，WWW  

は個々人がコンテンツを自律的かつボトムアップ的に積  

み上げるビジネスモデルであり，それを政策的に主導す  

るブローカが存在しないため，クリティカルマスの確保  

が困難である．  

③ インセンティブ（モチベーション）がない   

報酬を要求することなく，ボランティアとしてコンテ  

ンツを作成する人はごく一部であり，これが大勢になる  

ことはない．つまり，コンテンツを作成するためのイン  
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センティブが存在しない．  

④ 仕組みが陳腐   

QoSなどの概念がなく，仕組みも単純で「おもちゃ」  

の域を出ていない（複雑なほどすばらしいと誤解してい  

る人が少なくない．実は連なのだが）．  

しかしながら，このような論評が誤りであることを歴  

史が証明している．そして，WWWこそが，P2P時代  

の到来を予見させる歴史的分岐点となったのだ．ブロー  

カの存在を前提とすることなく，個人が自律的かつボト  

ムアップ的に自己組織化することを基本精神とするP2P  

には，ブローカ主導のトップダウンアプローチにはない  

「自己増殖・自然とう汰」のメカニズムが息づいている  

のだ．本来，人間は自律的にコミュニケーションする生  

き物である．そして，P2Pは，情報発信を欲求する人  

間の行動・活動様式にマッチしたコミュニケーションモ  

デルを提供しているのだ．そして，このような世界では，  

サーバから提供されるサービスを単に享受するのではな  

く，場（コミュニティ）をみんなで育てていくという精  

神が重要になる．   

このように，個人の情報を個人が保有し，必要に応じ  

て必要な人とコミュニケーションする自己組織化と自然  

とう汰のメカニズム，グループ間のシームレスな連携機  

構に加えて，共通の価値観・感性などの共有感，尊敬・  

名誉・評価の享受，正義感・義務感・使命感，生き甲斐，  

貢献に対するそう快感・満足感・達成感，ギブアンドテ  

イクペナルティなどを表現するインセンティブ機構，イ  

ンセンティブ機構によるコミュニティへの積極的な参加  

促進（モチベーション），情報に対する信用度評価機構（ト  

ラスト）などを表現した新たなコミュニケーションモデ  

ルの研究が活発化している．例えば，これらの先駆的な  

研究として，単なるイベントのやりとりをする「イベン  

ト場」を「知的な場」へと進化させるCOMNet（コムネッ  

ト）（10）などがある．   

また，プライバシー保護もP2Pにおける重要な課題  

である．例えば，プライバシーを保護するための最大の  

手段は，プロフィール，年収，し好，位置情報，状況，  

環境などの個人情報（プロパティ）を個人端末の外部へ  

出さないことである．たとえそれが暗号化されていよう  

とも，ネットワーク上を流れる個人情報が解読されない  

保証はどこにもない．個人情報は本来，個人に帰属する  

ものであるが，これまでは，個人情報を第三者であるブ  

ローカに登録していた．例えば，自身の興味をブローカ  

に登録することにより，それに合致する情報の配信や提  

案を依頼したのである．そのため，個人情報がどのよう  

に扱われるかは，ブローカのポリシー にゆだねられてい  

たのである．これは，ブローカは個人情報を悪用しない  

という，性善説のもとに成り立つビジネスモデルであっ  
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不正イベントの特定・ワクチン機能の提供  

図4 プライバシー保護とスパム防止  

わけではない．一方で，P2Pがいろいろな社会問題を  

引き起していることも事実である．そこで，真のP2P  

社会をみんなで育てていくことが重要になるのである．   

また，Gnutellaの登場以来，急激な勢いで，多くの  

企業や大学がP2Pの分野に参入している．これ自体は  

非常に喜ばしいことである．一方で，本来P2Pでない  

ものまでが，P2Pとして宣伝されている状況が多々見  

受けられる．つまり，P2Pという名前が便利に利用さ  

れている感が否めない．これも，P2Pが急にブレイク  

したことに伴う一つの弊害かもしれない．   

しかしながら，悲観することも，慌てる必要もない．  

一歩一歩着実に進歩すればよいのである．いまでこそ，  

だれもが利用しているインターネットでさえ，少し前ま  

では，限られた研究者のみが利用する学術ネットワーク  

だったのである．インターネットが我々の生活に走者す  

るまでに多くの年月を要しているのである．P2Pも同  

じである．少なくとも6年前までは，P2Pが可能にす  

る世界の存在をだれも知らなかったのである．   

そして，我々の生活に密着した使われ方を一つ一つ見  

つけて，それを少しずつ着実に定着させればよいのであ  

る．我々は，ブローカレスという概念がP2Pの本質を100  

パーセント語っているとは思わない．しかしながら，  

P2Pの本質を理解，体系化する上で，一つの助けになる  

概念であると確信する．一方で，全体のコンセンサスが  

得られるようなP2Pの概念体系を確立することが急務  

であるとも考える．  

た．そのため，個人のプライバシーをいかにして保証す  

るかが重要な課題だったのである．しかしながら，P2P  

では個人情報が個人端末の外部へ出ることはない．プロ  

フィールなどのプロパティを端末内に隠ぺいし，外部へ  

の登録を行わない．つまり，P2Pでは，プロパティは  

個人がそれぞれ保有することを基本に，必要に応じて，  

プロパティに基づいたピア間の連携を行うのである．こ  

のような匿名性により，強固なプライバシー保護が可能  

になるのである．しかしながら，上述のような情報を取  

得・入手するための匿名性と情報を発信する際の発信者  

の匿名性を混同すべきでない．本来，プライバシーとし  

て無条件に保護されるべき匿名性は前者であって後者で  

はないのである．また，外部へ個人情報を登録しないと  

いう仕組みは，スパムの防止機構としても有効である（図  

4）．   

そして，今後のP2Pの更なる普及に向けては，ファ  

イル交換ではなく，P2P本来の潜在能力に着目し，  

P2Pの正しい理解に向けての啓発が欠かせない．現時点  

では，P2Pの本質が，専門家に対しても必ずしも正し  

く理解されているとは言い難いが，本稿が正しい理解に  

向けての一助になれば幸いである．  

6．む  す  び  

本講座では，「ブローカレスモデル」と呼ばれる新た  

なビジネスモデルの考え方を通じて，IT分野における  

新潮流として注目されているP2Pの理念や概念を解説  

した．   

P2Pは，暮らしの中のちょっとしたコミュニケーショ  

ンから大規模ビジネスまで，様々なシーンにおいて利用  

することができる新たなビジネスモデルである．そして，  

これは我々のコミュニケーション手段やライフスタイル  

を大きく変革させる潜在パワーを秘めているt   

しかしながら，現時点でP2Pのキラーアプリケーショ  

ン（P2Pにしかできないこと）が，明確に分かっている  

講座 P2P総論［Ⅳ・完］一哉新動向と将来展望－  

【解説】p2Pに対する誤解  

誤解1：P2Pにはサーバが存在しない．  

⇒サーバとは，文字どおり，サーブ（提供・給仕・奉仕）する  

人である．一方で，P2Pにおけるピアは，要求者（クライア  

ント），提供者（サーバ），もしくは両者の役割を担う動作実体  

である．したがって，P2Pでは，ピアがサーバとして常に存  

在しているのである（提供者だけの役割を担うピアは，実質的  

にサーバである）．つまり，P2Pでは，サーバが存在しないの  

ではなく，ピアとピアを結びつけるブローカ（仲介者）が存在  
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しないのである．そして，ブローカは，ピアとピアを出会わせ  

る仲介者でありピアではないこと，ピアは要求者もしくは提供  

者であり，ブローカ（仲介者）ではないことに注意を要する．  

残念ながら，サーバとブローカを混同して用いているケースが  

多々見受けられる．  

誤解2：クライアントサーバモデルやWWWはP2Pの対極に  

位置付けられるものである．  

＝⇒ピアが要求者というロールのみを担うか，提供者というロー  

ルのみを担うか，更には，両者のロールを担うかを区別するこ  

とはさほど重要ではない．要は，ピアの意思でどちらにもなり  

得るという点が重要なのであって，両者のロールを常に担って  

いることが重要なのではない．これもよく誤解される点である  

が，対等であるということと，対等になることができるという  

ことを混同すべきでない．すなわち，結果的に，要求のみを行  

うピアと，応答のみを行うピアは対等なのだ．したがって，ク  

ライアントサーバモデルは，P2Pの特化モデルとして定義さ  

れるべきであり，対極に位置付けられるものではないことが分  

かる．  

誤解3：電話サービスやFTPはP2Pではないが，Napsterは  

P2Pである．  

⇒NapsterをP2Pとして位置付けることに若干の疑念がある．  

それは，WWWによって初めて提唱されたブローカレス塑配  

信モデルは，ブローカの存在なしに，自らが情報の配信ネット  

ワークを構築できる点にある．しかしながら，Napstel・はネッ  

トワーク（面）ではなく，単なるポイント（点）に過ぎない．  

すなわち，Napstel・をP2Pと定義した時点で，電子メールや  

糸電話，電話サービ スなどありとあらゆる通信形態がP2Pと  

して定義されることになる．これは，P2Pの理念であるブロー  

カレスの本質を全く反映していない．なぜなら，通信の起源は，  

ピアとピアの通信からスタートしているからである．これは，  

P2Pインタラクション方式と呼ばれる古典的な考え方であり，  

今，話題のP2P（ブローカレスの精神）とは次元の違うもので  

ある．つまり，ピア間のインタラクションにP2P方式を利用  

するだけでは，P2Pシステムであることの十分条件を満足し  

ているとはいえない．現状を省みると，このような誤解が多々  

見受けられる（図5を参照）．  

誤解4：インターネットはそもそもP2Pを指向したものである．  

＝うディメンションモデルにおいて，インターネットは伝達レイ  

ヤのブローカとして位置付けられるものであり，結果的にP2P  

を指向したものではないことは明らかである．  

誤解5：P2Pは古典的であり，よく知られている概念・技術で  

ある．  

＝⇒古典的なものとしてよく知られていたのはP2Pインタラク  

ション方式である，ブローカレスモデル（P2P）は，1998に  

提唱された新たな理念であり，革新的な概念である．また，  

P2Pの実現技術としての連鎖反応方式は新たな実現技術であ  

り，決して古典的ではない．   

これについては，これまで啓発活動を行ってきたが，「P2P」  

＝「P2Pインタラクション」であるとの誤った啓発がまん延し，  

これをなかなか払しょくすることができなかった．しかしなが  

ら，最近になって，「P2Pという言葉は広く使われ，乱用され  

ています．単にユーザの間に直接の接続を確立するだけでは  

P2Pとはいえません．真のP2Pとは，中略，支援し合うネッ  

トワークを構築するものなのです．」というように，ブローカレ  

スというP2Pの本質が徐々に理解されつつある州）・（12）．そして，  

この定義に基づけば，Napsterは，本来，P2Pに位置付けら  

れるものではないのである．  

誤解6：分散アーキテクチャはそもそもP2Pを指向したもので  

あり，P2Pは分散アーキテクチャの延長線上にある．  

＝〉従来のどジネスモデルを考える上で，ブローカの存在は絶対  

的なものである．そして，これまでの研究開発，技術開発は，  

安価な，高性能な，効率的な，高信頼なブローカ（システム，ネッ  

トワークなど）を実現することに，すべての労力や資金が注入  

Napsterの仕組み  

二省間で直接通信を行うNapsterでは．ピアが，クライアントサーバ，もしくはその両者の役割を担うことになる．  
ここで，ピアが両省の役割を常に担うか否かはさほど重要ではないことに注意を要する．  

ファイルの掟供を行うピアは，任意の時点で結柴的にサーバの役割を担う  

ファイルの要求を行うピアは．任意の時点で結果的にクライアントの役割を担う  

サーバ  

ファイル提供者  
ファイル要求者  

ファイル要求者  

（∋  
クライアント  

クライアント  

し  J  
関係は．クライアントサーバにほかならない  

ファイル要求者  

①  
クライアント  

Napsterではファイルの提供のみを行うピアはサーバとして位置付けられる．ここでは，サーバとして位置付けら  

れるピアXがボトルネック要因になる．  

ピアⅩの処理オーバフローを回避するため／他のピアをミラーサーバ化する必要がある．  

A－Ⅹ，B－Ⅹ，C－Xがそれぞれ独立に二省間のインタラクションを行うため，結果的に，同一のファイルが預数臥垂禎し  
てネットワーク上を配信されることになる．これは，マルチキャスト通信ではなく．ユニキャスト通信の繰返しを行って  
いることと等価である．これが，重褐パケット転送に伴うネットワークトラヒック増や．特定のネットワーク回線のふくそう  
を引き起す．これを回避するためには，f紋得した情報の分散キャッシュ．マルチキャスト化などの対等が必要になる．  

図5 Napsterの位置付け  
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されていたといっても過言ではない．そして，分散アーキテク  

チャは，このようなブローカの実現技術として位置付けられる．  

これに対し，ブローカレスモデルは，これまで絶対的な存在で  

あったブローカそのものを前提にしないという逆転の発想にそ  

の真髄がある．まさに，「コロンブスの卵」的な発想である．  

誤解7：ブロードキャストはP2Pの実現技術として古くから知  

られている．  

⇒情報の集中制御部の存在を前提としなくても，他の端末に対  

しで情報の伝達が可能なブロードキヤス1、通信は，ブローカレ  

スモデルの実現技術と，非常に親和性が高い通信方式といえる．  

そして，これは古くからよく知られている通信方式でもある．  

しかしながら，ネットワークへの多大なトラヒック負担，到達  

範囲の制約，等を考慮すると，ブロードキャスト通信を用いて，  

グローバルでワールドワイドな情報伝達網を構築することは非  

現実的である．  

誤解8：P2Pは，ピュア型とハイブリッド型で分類可能である．  

⇒P2Pにおけるハイブリッド・ピュアという分類は不十分で  

あり，どのターゲット，コミュニケーションシーンにブローカ  

が存在するかという情報がなにより重要になる．  

誤解9：「P2P＝P2Pインタラクション」である．  

⇒古くからよく知られているP2P方式（P2Pインタラクション  

方式）は，FTP，電話サービスなどでも用いられてきたピア間  

の通信方式である．残念ながら，このP2P方式を，今話題の  

「P2P」として定義する文献が多数あるが，これは誤りである．  

P2P方式は，「P2P」の一つの実現技術にすぎない．また，「P2P」  

の本質は，「ブローカレス」であり，これは，「P2Pインタラク  

ション」とは次元が異なる概念であることに注意を要する．つ  

まり，P2P（ブローカレス）の実現技術として，P2P方式を用  

いることができる一方で，連鎖反応方式を採用することもでき  

るのである．  

誤解10：P2P＝著作権違反（ファイル交換）である．  

⇒著作権問題はP2P固有の問題ではない．著作権問題は，古  

くから存在している永遠のテーマであり，著作権保護のあり方  

を論じるものである．したがって，コンテンツの一つの配信方  

法であるP2Pと直接的な関係を有しない．   

また，Gmutellaに代表されるファイル交換サービスは，  

P2P技術を用いたサービスの一つであり，P2Pがファイル交  

換サービスそのものであるとの理解は誤りである．  
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