
 
 

 
 

クラウドコンピューティングに適した 
高速ファイル転送ソリューション 

High-speed File Transfer Solution for Cloud Computing 

あらまし  

 近年，インターネットなどのネットワークを通じて様々なサービスを提供するクラウドコ

ンピューティングが注目されている。クラウドコンピューティングではクラウドを構成する

サーバ間や，利用者とクラウド間で頻繁にデータの転送が発生するが，距離が遠いため従来

から用いられてきた転送手法では転送速度が低下する。この問題に対し，主にハードウェア

による高速化とソフトウェアによる高速化が提案されているが，とくにクラウドと利用者間

についてはハードウェアでは導入コストが高い。そこで著者らは，独自の消失訂正符号を用

いたソフトウェアによる高速ファイル転送ソリューションBI.DAN-GUNを開発した。 
 本稿では，BI.DAN-GUNのコア技術である独自の消失訂正符号RPS（Random Parity 
Stream），BI.DAN-GUNとその適用例，BI.DAN-GUNとRPSの今後の発展性について解説

する。 

Abstract 

 Recently, many enterprises have become interested in Cloud computing.  It provides 
various services through a network such as the Internet.  Though there are frequent data 
transfers between Cloud servers and users, it is difficult to speed up the transfer speed when 
using conventional transfer methods because of the long network distance.  We propose 
both a hardware solution and a software solution for this problem.  Although each solution 
has its own advantages, the initial cost of the hardware solution is very high.  We have 
therefore used an original erasure correcting code to develop some high-speed data transfer 
software called BI.DAN-GUN.  This paper describes the original erasure correcting code 
called RPS and some typical applications of BI.DAN-GUN.  It also describes their future 
development. 
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ま え が き 

 近年注目されているクラウドコンピューティング

とは，インターネットを通じてサービスを提供する

サービス形態のことであり，ここで言うサービスに

はオフィスアプリケーションだけではなく，メール

サ ー ビ ス や CRM （ Customer Relationship 
Management）サービス，ストレージ，データ

ベースなども含まれている。クラウドコンピュー

ティングで提供されているサービスをそのまま利用

するか，用途に合わせてカスタマイズすることで，

利用者にとっては初期投資や運用コストの削減，シ

ステムの開発期間の短縮といった効果が期待される。

クラウドコンピューティングを提供する企業として

は，Google，Amazon，Salesforceが挙げられる。

Merrill Lynchによれば，クラウドコンピューティ

ング市場は，2011年には1600億ドル規模になると

予測されている。(1)

 クラウドコンピューティングでは，そのサービス

形態からも明らかなようにグローバルなネットワー

ク（WAN：Wide Area Network）を使って頻繁に

データのやり取りが行われるが，データの転送プロ

トコルとしては主にTCP（Transmission Control 
Protocol）が用いられている。TCPは20年以上前か

ら使われているプロトコルであり，確実にデータを

転送するために受信側から確認の応答を受け取る仕

組みになっていて，パケットの欠損が発生しデータ

が届かなかった場合には再送を行っている。この仕

組みによってTCPは信頼性は高いが長距離での転

送速度が遅いという特徴がある。各国に分散したク

ラウドセンタ同士での通信や，クラウドと利用者間

でのデータ転送では，距離が遠くなるほどこの問題

が発生する。このような遠距離WAN環境での速度

低下の問題については，従来から様々なWAN高速

化手法が提案されている。(2)

 WAN高速化手法としては，ハードウェアとソフ

トウェアによる方法があり，その比較を図-1と表-1
に示す。ハードウェアで実現している方法では，

図-1のようにトランスポート層やネットワーク層で

TCPを独自の高速な別のプロトコルに変換するプ

ロキシとして動作することからPEP（Performance 
Enhancing Proxy）と呼ばれている。代表的な製品と

しては，表-1に示すように富士通のWANDIRECTOR(3)

やRiverbedのStealHeadなどがある。ハードウェ
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図-1 WAN高速化ソリューション 
Fig.1-WAN acceleration solution. 

 
表-1 WAN高速化手法の比較 

分類 製品 レイヤ 適用範囲 利点 欠点 

ハードウェア 
WANDIRECTOR（富士通） 
WX（Juniper） 
StealHead（Riverbed） 

トランスポート

層，ネットワー

ク層（L3，L4）

ゲートウェイか

らゲートウェイ 
すべてのTCP通

信を高速化 
両端に設置する

必要あり 

ソフトウェア 

BI.DAN-GUN（富士通） 
Rocket Stream（Rocket Stream）

Connect：Direct（Sterling  
Commerce） 

アプリケーショ

ン層（L7） PCからPC 導入が容易 ファイル転送の

みを高速化 
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アはHTTPやPOPなどのTCPを使った通信全般を

高速化することが可能であるが，導入コストがかか

るためゲートウェイなどの主要な回線に設置される

ことが多い。 
 一方，ソフトウェアで実現している方法としては，

KDDI研究所のSVFTP(4)や米イリノイ大学のUDT(5)

などといった手法が提案されている。ソフトウェア

の場合，とくにファイル転送向けのアプリケーショ

ンとして提供されているものが多い。クラウドコン

ピューティング環境を高速化する場合，クラウドが

置かれたデータセンタ同士はハードウェアが適して

いるが，データセンタと利用者間については導入の

容易さからソフトウェアの方が適している。しかし，

クラウドでは遠距離だけではなく，回線品質が悪く

パケットの欠損が大きい海外地域でも利用される可

能性があるため，これらの手法では欠損が増え，再

送が発生した場合には高速化の効果が低い。 
 そこで著者らは独自の消失訂正符号と距離による

影響を受けづらい転送プロトコルであるUDP
（User Datagram Protocol）を組み合わせることで，

遠距離だけではなく回線品質の悪いところにおいて

も通信を高速化する技術を開発した。本稿では，富

士通研究所で開発した高速化手法，および開発した

高速化手法に更に圧縮，暗号化，自動転送などの機

能を組み込み製品化したBI.DAN-GUN（ビーアイ

ドットダンガン）について解説する。 
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図-2 FTPとRPSの転送速度比較 
Fig.2-Comparison of transfer speed between  

FTP and RPS. 

消失訂正符号RPSによる高速データ転送 

 従来，データ転送に用いられてきたプロトコルで

あるTCPはデータを確実に届けることができるた

め，ファイルの転送のように特に信頼性が必要とさ

れる場面で用いられている。TCPでは送信側から

のデータ送信に対して受信側から応答（ACK）を

返し，損失したデータに対しては再送を行うことで

通信の信頼性を保証している。そのため，ネット

ワークの往復時間であるRTT（Round Trip Time）
が大きくなるとACKが返ってくるまでの時間が長

くなることにより転送速度が低下する。TCPの理

論上の転送速度はウィンドウサイズと呼ばれる

ACKが返ってくるまでに一度に送信できるデータ

サイズとRTTの値から以下の式で定義できる。 
 理論速度（bps）＝ 

ウィンドウサイズ（bit）/RTT（s） 

 TCPのウィンドウサイズはOSの種類や設定に

よって異なっているが，Windows XPにおける標準

のウィンドウサイズは64 Kバイトである。回線環

境を自由に変更することが可能な装置であるネット

ワークエミュレータを用いてRTTの値を変化させ

たときのFTP（File Transfer Protocol：TCPを

使ったファイル転送プロトコル）の転送速度を計測

した結果を図-2（a）のグラフ（1）に示す。グラフ

に示したように使用可能な帯域が30 Mbpsであって

も，RTTが増えるにつれてFTPの転送速度は低下

し，RTTが200 msのときには2 Mbps程度の転送速

度しか出ていないことが分かる。そこで著者らは，

RTTの影響を受けづらくするためにTCPパケット

転送の代りにUDPパケット転送を，消失対策とし

ては独自に開発した消失訂正符号RPS（Random 
Parity Stream）を組み合わせて用いた。(6) あらかじ

め送信するデータとRPS符号により求めた冗長な

データを同時に送信することでパケットの消失が発

生した場合でもその消失分を復元することができる。 
 FTPの場合と同様にネットワークエミュレータ

を用いてRTTを変化させながら転送速度を計測し

た結果を図-2（a）のグラフ（2）に示す。FTPと

は違いRTTが大きくなった場合でも，UDPとRPS
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を使った手法は20 Mbps以上の速度を維持している

ことが分かる。RTTが300 msのときではFTPの14倍
の高速化が実現できている。さらに，ネットワーク

エミュレータでRTTを10 msに固定した状態でパ

ケットロス率を変化させた場合の計測結果を図-2
（b）に示す。RTTを大きくした場合と同様にTCP
では速度の低下が著しいが，それでも1.5％のパ

ケットロス率がある場合において，UDPとRPSを
使った手法は，FTPを使った場合の3倍の高速化が

実現できている。 
 著者らが開発したRPS符号以外の代表的な消失

訂正符号として Reed Solomon(7) 符号や LDPC
（Low Density Parity Check）符号をベースとした

Raptor符号(8)がある。これらの消失訂正符号の比較

を表-2に示す。Reed Solomon符号は符号化データ

の生成と本来のデータの復元にガロア体を用いてい

るが，ガロア体の演算は整数の演算に比べて非常に

処理時間がかかるため，符号化処理時間のコストは

高い。LDPC符号は符号化データの生成に，非常に

疎（1行あたりの1の数が3程度）かつ大きな行列

（数百から数千行の行列）を用いた消失訂正符号で

ある。XOR演算のみでデータを符号化，復号する

ためReed Solomon符号よりも高速に処理を行うこ

とが可能である。LDPC符号の一種としてDigital 
FountainのRaptor符号なども提案されている。 

 
表-2 消失訂正符号比較 

 エラー検知 消失訂正 復号速度 オーバヘッド 
RPS （CRC利用） 可能 高速 小 
Reed Solomon 可能 可能 低速 小 
Raptor（LDPC） （CRC利用） 可能 高速 大 
CRC： Cyclic Redundancy Check 
LDPC：Low Density Parity Check 

 消失訂正符号にはどこまでの消失を訂正すること

ができるかといった消失訂正能力，冗長データを生

成するための演算時間，本来のデータを復元するた

めの演算時間，生成される冗長データのデータ容量

などの性能に違いがある。本来のデータのサイズを

Dとし，そのデータを復元するために必要とした

データサイズの平均値をNとしたとき，f ＝N/D の
値をオーバヘッドと呼ぶ。f の値は1よりも大きい

値となる。例えばf の値が1.1であったとすると，

100のオリジナルデータを復元するためには，平均

で110の符号化データが必要になる。これらの性能

を比較したものを表-2に示す。RPS符号はそのほか

の消失訂正符号と比較してオーバヘッドが小さく，

復号速度が速いという特徴がある。 

高速ファイル転送ソリューションBI.DAN-GUN 

 RPS符号を使った高速転送技術を高速ファイル

転送ソリューションとして2008年に商品化したも

のがBI.DAN-GUNである。(9) RPSではファイル単位

の送信処理を行っていたが，BI.DAN-GUNでは

フォルダ単位で複数のファイルを送信する機能が追

加されている。送信するファイルに符号化を行うと

符号化処理のための時間が発生するが，BI.DAN-
GUNでは，圧縮，暗号化，符号化，転送の各処理

を並行して行うことにより，これらの処理にかかる

時間を限りなく短くしている。圧縮にはJava標準

のZIP圧縮ライブラリ，暗号化にはAES（128ビッ

ト）を用いている。これにより複数ファイル転送の

高速化が実現されており，ネットワークエミュレー

タを用いて帯域10 Mbps，RTT 30 msの回線（日本

と欧米間の専用線を想定）を擬似的に再現し転送速

度の評価を行った（図-3）。評価の結果，合計サイ

ズが500 Mバイトのファイル群の転送にFTPでは

190分かかっていたところ，BI.DAN-GUNでは

10分にまで短縮でき，従来のFTPの約20倍の効果

が得られた。圧縮の効果が高いファイルを転送する

場合にはこれ以上の効果を発揮することもある。こ

のようにBI.DAN-GUNでは，RTTの大きい遠距離間，

また回線品質が十分でなくデータ消失が発生しやす

い環境ほど，転送効率を高めることが可能である。 
 BI.DAN-GUNでは，高速転送機能のほかにも，

回線の空き状態に応じてデータの送出量を自動制御

する帯域の自動最適化や，マスタファイルの変更を

ローカル拠点と瞬時に共有できる自動ミラーリング

といった機能も搭載している。さらに日本語に加え，

英語にも対応しているほか，SEによる24時間サ

ポートセンタを用意するなど，グローバル環境を考

慮した支援体制を整えている。 
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図-3 BI.DAN-GUNの転送速度評価 

Fig.3-Transfer speed of BI.DAN-GUN. 
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図-4 センチネルアジアプロジェクトへの適用 

Fig.4-Application to Sentinel Asia Project. 
 

BI.DAN-GUNの適用事例 

 BI.DAN-GUNは製造業のお客様を中心に導入さ

れているが，2009年10月から稼働予定のJAXA
（宇宙航空研究開発機構）様のセンチネルアジア

STEP2のデータ送受信部分として採用が決定した。 
 近年，アジア地域において多発する台風，洪水，

地震，津波などの大規模自然災害は深刻な問題と

なっており，その被災者数はアジア地域だけで世界

の89％を占めると言われている。この問題に対し

てJAXA様では，地球観測衛星・通信衛星などの宇

宙技術を利用した防災・危機管理システムを活用し

た国際プロジェクトであるセンチネルアジアを提案

している。2006年より運用開始したセンチネルア

ジアのプロトタイプシステムSTEP1では，JAXA様

の陸域観測技術衛星「だいち」による観測をはじめ

とした災害地域の衛星画像，地図データなどをイン

ターネット上で公開・提供し，2007年2月のジャカ

ルタ洪水などの観測で実績を残している。 
 STEP2のシステム開発では，アジア各国の衛星

画像をより迅速に各国の防災機関に定期的に自動配

信する仕組みを構築している。このSTEP2におけ

る超高速インターネット衛星「きずな」から衛星画

像を確実にアジアの被災地域に送信する部分に

BI.DAN-GUNが適用されることになった（図-4）。
通信衛星を用いたインターネット通信環境では衛星

が地上から36 000 kmの高度にあり，電波が往復す

るだけでも500 msのRTTが発生してしまうため

TCPによる通信では期待するほどの速度が出ない。

この通信部分にBI.DAN-GUNを導入することで通信

の高速化が期待されている。ネットワークエミュレー

タを用いた疑似環境による計測ではRTTが500 ms
の場合にはFTPの約20倍の高速化が実現できた。 

今後の展開 

 クラウドコンピューティングにBI.DAN-GUNを

適用する場合，クラウドを構成するサーバ群が設置

されているデータセンタ同士はその数が限られてい
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ることから，ハードウェアによる高速化が適してい

る。例えば，Amazonなどは米国と欧州にデータセ

ンタがあり，この間はRTTが200 msほどあるにも

かかわらず100 Mbps以上の転送速度となっている

ため，高速化ハードウェアが導入されていると考え

られる。これに対して，日本の利用者から欧米の

データセンタまでも同様に200 ms程度のRTTがあ

るが，高速化が導入されていないと予想されるため

数Mbps程度の転送速度にとどまっている。このよ

うにデータセンタと利用者間では利用者側にハード

ウェアを設置することは困難であるため，クラウド

を構成するサーバ側と利用者側の両方に簡単にイン

ストールすることが可能なBI.DAN-GUNのような

ソフトウェアによる高速化が適している。現在富士

通研究所ではクラウド環境へのBI.DAN-GUNの導入

を容易に行う仕組みについて研究開発を行っている。 
 また，RPSやBI.DAN-GUNは回線環境の悪い地

域において有効であることから，クラウドコン

ピューティング環境だけでなく，携帯電話やカーナ

ビなどの無線環境への適用を進めている。例えば，

地上デジタル放送のデータ放送領域を用いて楽曲な

どのデータを無線端末へ配信するサービスを考えた

ときに，データ放送ではカルーセル方式と呼ばれる

同じデータを何度も繰り返し送信することでデータ

の受信ロスを回復する方式が用いられている。しか

し，無線端末は建物などの影響により受信環境が非

常に悪く20％以上のロスや数秒間のバースト的な

ロスが発生することも多い。このような状況では本

来2時間程度で受信できるデータであっても，カ

ルーセル方式では7時間以上かかってしまう。そこ

で，カルーセル方式ではなく送信データをRPS符
号により冗長符号化しておくことで，受信ロス率が

高い場合においてカルーセル方式の半分以下の時間

でデータを受信することが可能である。実際にカー

ナビにRPS符号を搭載しカルーセル方式とデータ

の受信時間を比較したところ半分の時間でデータを

受信することができ，無線環境におけるRPSの有

効性が確認できた。 

む  す  び 

 近年，サービスの提供形態として注目を集めてい

るクラウドコンピューティングにおける課題の一つ

であったファイル転送の高速化について，高速化ソ

リューションであるBI.DAN-GUNのコア技術であ

るRPS符号とその仕組み，適用例について述べた。 
 BI.DAN-GUNをクラウドコンピューティング環

境に適用することで，サーバ間だけではなくクラウ

ドと利用者間についてもインストールするだけで高

速化することが可能である。 
 とくに回線品質が悪い地域や無線ネットワークか

らのクラウドコンピューティングの利用時に高速化

の効果が期待される。 
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