2 1 世 紀 の M o s a i c を 探 せ！

インターネットが自由なネットワークだと言われる理由の 1 つは、新しいアプリ
ケーションを誰もが開発できる点だ。1993 年に開発されたウェブブラウザー
「Mosaic」がインターネットを普及させたように、1 つのアプリケーションが世
界を変えることもある。今回は、P2P によるコンテンツ配信ネットワーク
「eMikolo」を紹介しよう。

第 8回

P2P型のコンテンツデリバリーネットワーク

www.emikolo.com

コンテンツデリバリーに

ファイルを転送するプロトコル、ファイル

接続する「コンテンツデリバリーネットワ

をアプリケーションで扱えるようにする

ーク」と呼ばれるネットワークを提供する

P2P技術
「Jxta」
を利用

「パイプ」
、Jxtaをコマンドラインで操作で

企業も多く登場している。しかし、

きる「シェル」などがあらかじめ用意され

eMikolo Agentはこのコンテンツデリバリ
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このJxtaをコンテンツ配信に利用しよう
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としているのが、eMikolo 社が開発を進め
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て い る 「 eMikolo Agent」 だ 。 eMikolo
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Peer）型のアプリケーションの可能性を再

Agent は各ユーザーがコンテンツにアクセ

1999 年 元 Inktomi 副社長のデビッド・バトラ

確認することとなり、多くの企業がP2Pを
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ー、イスラエル出身の技術者モッシ
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eMikolo 社を設立。本社はカリフォル
ニア州のレッドウッドシティー、研究

動画などの高速コンテンツをインターネ

は、P2P アプリ
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ュ・ レインズなどが中 心 となって、

開発部門はイスラエルのテルアビブ郊
外に構える。
2001年 Jxtaを利用したコンテンツデリバリー
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アプリケーション「 eMikolo Agent」
のアルファー版テストを開始。

Napster（ナップスター）：1999年に開発された、音楽ファイルの共有を目的としたソフトウェア。ユーザーどうしが直接ファイルを交換できるのが特徴。同ソフトでの著作権の扱いが
大きな問題となり、2000年7月には米連邦地裁からサービス停止命令が下った。
©1994-2007 Impress R&D

eMikolo Agentを使ってみよう
ネットワーク上のパソコンが
巨大コンテンツサーバーになる
eMikolo Agentの開発状況は現状ではユー
ザーテストの段階で、ウィンドウズ版のクライ
アントのみが同社のホームページで登録したユ

1eMikolo Agent は現在テストバージョンのた
め、ユーザー登録が必要となる。ユーザー登録
は、同社のページ
から「Register」をク
リックする。

www.emikolo.com

ーザーに限って配布されている。eMikolo
Agentはローカルのプロキシーサーバーとして
2 ユーザー登録が終了すると、インストール用
のURL が記載されたメールが届く。このページ
にアクセスすると自動的にプログラムのダウン
ロードが開始される。また、このページのアク
セスに必要となるユーザー名とパスワードは、
同じメールに記載されている。

動作し、ブラウザーはeMikolo Agent を経由
してコンテンツにアクセスする。この際のキャ
ッシュをP2P によって複数のユーザーで共有
するという仕組みになっている。こうした仕組
みがどれだけキャッシュとして有効に働くか
は、今後eMikolo を利用するユーザーがさら
に増えてきたところで明らかになるはずだ。
従来のコンテンツデリバリーネットワークと
比較した場合、P2P型の場合にはユーザーを
どれだけ集められるかという点と、課金モデ
ルにどのように対応していくかという課題が残
っている。しかし、P2P 型のコンテンツデリ
バリーネットワークが成功すれば低コストでの
配信が可能となるため、今後も多くの企業の

3eMikolo Agent が起動すると、
自動的にブラ
ウザーのプロクシー設定が書き換わる。
終了させ
るには、
タスクバーのアイコンを右クリックして
「Exit」
を選ぶ。
eMikolo Agent 自体を設定する
には、
スタートメニューの
「eMikolo Agent」
から
「eMikolo Configuration」
を選ぶ。

参入が予想される。
ネットスケープの創業者であるジム・バー
クスデールとマーク・アンドリーセンが協力し

業だ。P2P が単なるファイル交換を超えて、

ているという報 道 で注 目 を集 めた

コンテンツ配信というジャンルでも目が離せな

Kontiki

くなってきているのは間違いない。

も、eMikolo と同様にP2P 型

のコンテンツ配信技術を開発している新興企

www.kontiki.com

eMikolo はP2P 技術でキャッシュを共有するこ
とで、コンテンツデリバリー用の新たなネット
ワークを構築する。

DATA
対応 OS ：ウィンドウズ
95/98/NT/2000
対応ブラウザー：インターネット
エクスプローラ

www.emikolo.com

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D

キャッシュ：速度が遅いデバイスにアクセスする際に、直前に利用したデータをより速いデバイスに保存しておいて参照する仕組みのこと
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