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２．研究の背景と目的
近年の記憶媒体の容量当たりの単価の大幅な下降と、動画像等のマルチメディア・コンテンツのコンピュー
タでの処理や格納の急増により、コンピュータ上で扱う記憶容量が爆発的に増大している。これに伴い、格納
された大量のデータに対する効率的な管理の必要性が高まっている。
コンピュータ上で秩序立てて整理され的確に管理された大量データは貴重な財産であるのに対し、無秩序
で無防備な格納データはその要件を満たさない。例えば、必要としている時に求めるデータが得られなけれ
ば、コストをかけて格納しておく意味がなくなる。逆に、利用者の意図を理解して、関連する情報を統合して使
い易い形で提供すれば、その利用価値は極めて高くなる。そのためには、効率よく格納し検索する機構が要
求される。
また、ネットワークを含めたコンピュータシステムは複雑化しており、思いがけない状況での障害や外部から
の攻撃が発生しうることから、データが喪失・改変される可能性も高くなっている。最近では、テロの攻撃を受
けて例えビルが倒壊しても組織として保持するデータを維持するシステムのロバストネスや、大手銀行の複雑
なシステム統合のような状況でもサービスが停止させないようにする高いアベイラビリティ等に関する社会的
ニーズが高まっている。これらの要件はディペンダビリティとして総称される。データの容量が増えることによっ
て、データの喪失・改変の危険性を回避するためのディペンダビリティの重要度はますます高くなっており、政
府のe-Japan重点計画でも「信頼性の高い電子政府等の実現」が重要項目として挙げられている。
これに対し、現在のデータ管理は、データの利用価値を高める面からも高いディペンダビリティを確保する面
からも全く十分でない。それにもかかわらず、主に人的コストの高騰から、極めて効率が悪い。現状では、管
理コストがストレージのハードウェアコストの８倍以上かかっているという報告もある。一人の管理者が管理可
能な記憶容量には限界があることは明らかであり、このままでは破綻をきたすことは目に見えている。
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上記のような状況を鑑み、本研究推進対では効率的な高度データ管理に関する研究を行い、ディペンダビリ
ティを保ちながらデータの利用価値を高めることを目標にした社会的ニーズに合致したデータ管理手法を提
供することを目的とする。本研究によって、コンピュータシステムにおいて直面する管理コストの増大の問題の
解決を図る。
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３．研究のアプローチ
管理コストを抑え、ディペンダビリティを保ちながら、データの利用価値を高めるためには、多角的な研究アプロー
チが必須である。本研究推進体では、システム構成的アプローチ、ソフトウェア工学的アプローチ、人工知能的ア
プローチ、符号理論的アプローチ等を有機的に組み合わせることで、その目的達成を試みる。また、現実的な問
題点の把握のために、企業との取り組みを重視する。
具体的な研究内容：
•ストレージ側で負荷分散、耐故障対策などのデータ管理を自律的に行う自律ストレージの研究
•マルチメディアコンテンツの効率的な格納と、その統合手法に関する研究
•分散したテキストデータの重要度を考慮したトラスタブルな統合に関する研究
•Web をベースにした分散情報提供システムにおけるパフォーマンス解析に基づくデータ管理の研究
•高信頼で質の高いサービスを提供するためのソフトウェア設計に関する研究
•実行可能コンテンツの高信頼な組立てと実行に関する研究
•アクセスロジックによるセキュアなアクセス制御に関する研究
•人工知能的アプローチによる、セキュアで使い易いユーザインタフェースの研究
•誤り制御符号化に基づく分散データベースシステムの高信頼化手法に関する研究
•マルチメディア情報の圧縮と高信頼化の研究
本研究推進体全体の研究アプローチをまとめると、以下の図のようになる。
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学術国際情報センター
情報基盤部門 情報蓄積・活用分野

教授 横田 治夫
専門分野： データ工学、データベース工学、高機能ストレージシステム、高信頼システム
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SAN、NAS、自律ディスク、ワークフロー管理システム、情報統合、動画管理
homepage：http://yokota-www.cs.titech.ac.jp
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研究内容と目指すもの

大規模情報蓄積システムを前提に、ディペンダビリティを確保しながら利用価値の高い情報を提供するため高度データ管理機構の基盤
技術を確立する。そのために、ストレージシステムの構成と、その上でのマルチメディアデータの管理に焦点を当てる。
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高機能ストレージシステムに関する研究:
現在のストレージシステムの主要構成要素である磁気ディスクアクセスは物理的動作を伴うため、プロセッサやメモリと比較し十分な速度
改善が望めず、計算機システムのボトルネックとなっている。また、格納されるデータの持続性が強く求められる上、物理的動作により故障
確率が高くなるため、高信頼化も必須である。更に、磁気ディスクの改善により記憶容量が急激に伸びていることから、データの管理コスト
の削減も求められている。このため、近年、ネットワークに直接二次記憶装置を接続する NAS (Network Attached Storage) や SAN
(Storage Area Network) が注目されている。この考え方を更に進め、ディスクを高機能化することで、ディスク側で、耐故障処理、リカバリ
処理、負荷分散等を行なうことが可能となる。
具体的には、ディスク装置中の制御用のプロセッサやキャッシュ用の大容量メモリを有効活用し、装置内で高度な機能を実現するアプロー
チとして、自律ディスクを提案している。 自律ディスクは、以下の特徴を持つ。
•複数ディスクをネットワークに接続してクラスタ化し、ストリームインタフェースを用意し、分散ディレクトリ構造とルール記述を用いる。
•分散ディレクトリにより、ホストはクラスタ内の任意のディスクにアクセス要求を出すことができる。
•クラスタ内の負荷評価と自律的なデータ移動で、データ量とアクセス頻度を均等化する。
•格納データの自動バックアップにより、ディスクが故障した場合のデータの保持を保障する。
•利用者にルール記述を解放することで、耐故障化や障害回復の戦略に高い柔軟性を持たせることが可能となる。
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ストレージ
管理コスト
大幅削減

負荷分散のための
自律的データ移動
耐故障化のための
自動バックアップ
マルチメディアデータの格納と統合に関する研究：

身の回りに散在する研究資料や講義資料、講義ビデオなどのマルチメディアデータを、互いに有機的に統合することで、利用価値の高
い情報提供を行う。そのためのマルチメディアデータの管理手法や、統合手法を明らかにする。 これまでに、講義ビデオと講義用プレゼ
ンテーション資料の同期を取る手法等の提案を行ってきた。今後、マルチメディアデータ統合のためのワークフロー管理や、配信におけ
る負荷分散管理等に関しても研究を進めていく。

3

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文、著書など： “Automatic Reconfiguration of an Autonomous Disk Cluster”, in Proc. of PRDC 2001, pp169-172, 2001、
トランザクション処理 − 概念と技法 − （上、下）、共訳、日経BP社, 2001、など
特許：Multiport Memory System, USP 4,930,066 など
プロジェクト参画：科学研究費重点領域研究「高度データベース」 平成8年度〜平成10年度、情報ストレージ研究推進機構 平成8年度〜
未来開拓推進事業「高品位Audio-Visual Systemの研究」 平成9年度〜平成1３年度、
科学研究費特定領域研究「情報学」 平成12年度〜 など
受賞： 電子情報通信学会データ工学ワークショップ論文賞(1997)など

大学院情報理工学研究科
計算工学専攻 計算組織学講座 超高信頼性計算システム分野

教授 藤原 英二
専門分野： 超高信頼システム設計論、誤り制御符号設計理論、高信頼データ圧縮技法
キーワード： ディペンダブルコンピューティング、誤り検出・訂正符号、圧縮文書データ高信頼化
homepage： http://fujiwara-www.cs.titech.ac.jp/

１

研究内容と目指すもの

各種ディジタルシステムの高信頼化を実現する観点から、高信頼要素技術の開発とそれを適用した超高信頼システムの設計論を確立すること。
特に、近年の分散化・大容量化が著しいデータベースシステムに対して信頼性の高いデータを保証する観点から、誤り制御符号化を考慮したデー
タ構造、ネットワークにより分散したデータベースシステムの高信頼化手法を開発する。

２

研究推進体に関連する最近の研究テーマ

１．不均一誤り保護（ＵＥＰ）符号
データベース語 ポインタ情報
重要度

データベース語、等において、一般に、その語内において他と比較し
て重要な情報を含むことが多い。データベース語においては、語間に
リンクを張る観点から各語内にポインタ情報を有しており、この部分に
誤りが存在するとその後に重大な影響を及ぼすことから、この部分を
他と比較してより強く誤りから保護する必要がある。このように語内に
重要性において不均一な情報を含み、より重要な情報は誤りから強く
保護するように符号化を施すことが重要である。このような符号化を行っ
た符号語の集合をＵＥＰ符号と称している。
本研究室では、１９９５年よりこの種の符号の研究を進めており、特
に重要領域とそうでない領域の２領域に分けた簡易なモデルに対し実
用性の高い符号を開発してきた。誤りの種類として、生起確率の高い
ビット誤り、バイト誤り、バースト誤りを対象に４種の符号が得られてい
る。さらに、２元情報だけでなく多元情報も対象として、単一シンボル
誤りだけでなく、入れ換え誤りも対象として符号を開発している。

データ情報
重要領域

符号語中の位置

２．文書圧縮データに対する高信頼技法
最近、マルチメディア情報である画像、音声、文書データ、等を圧縮して送受信、蓄積することが多い。特に文書圧縮データ中に生じた誤りは、伸
長時において、誤りの生じた個所から以降は一般に正しく伸長できず、以後全く誤ったデータに復元されるという問題が生ずる。文書データは無歪
性が求められることから、その影響は甚大である。
本研究室では、特に無歪圧縮された文書データを対象に、各種圧縮アルゴリズムに対応して効果的な高信頼化技法を提案してきた。特にこの
種のデータは前部の誤りほど大きな影響が生ずるという重要な性質を有する。これから、前部ほど強く誤りから保護しなければならず、このことか
ら、圧縮データに対する前記１のＵＥＰの考え方の適用は重要である。ハフマン符号、算術符号、ＬＺ－７７、ＬＺ－７８、およびこれらの組合せによる
２段階圧縮、等の各種圧縮法に対するＵＥＰの考え方を含む種々の高信頼化技法を適用する提案を行ってきた。

３

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

広く誤り制御符号等、高信頼化技法の研究に関して：
論文： E. Fujiwara, T. Ritthongpitak, and M. Kitakami, “Optimal Two-Level Unequal Error Control Codes for Computer Systems,” IEEE Trans.
Comp., Vol.47, No.12, pp.1313-1325, December 1998 など１５０件
特許（取得）： 「誤り検出・訂正方式」（特許第１３６８３２８号） など２６件. 他８件出願中
共同研究： 次世代半導体メモリ用誤り制御符号の研究 （宇宙開発事業団）、等
受賞：

学術奨励賞 （電子情報通信学会） （１９７８）
手嶋記念研究賞著述賞 （１９９１）
ＩＥＥＥフェロー（１９９７）など

大学院情報理工学研究科 計算工学専攻
ソフトウェア機構学講座 ソフトウェア設計論分野

教授

佐伯 元司

専門分野：ソフトウェア設計法，要求工学，方法論工学，ソフトウェアアーキテ
クチャ，ソフトウェアパターン，CSCW手法を用いたソフトウェア開発，
ソフトウェアプロセス，形式手法
キーワード：オブジェクト指向開発法，メソッドベース(Method Base)，メタモ
デリング，ゴール指向分析法，デザインパターン，リファクタリング，
仕様のメトリックス
homepage：http://www.se.cs.titech.ac.jp

1

研究内容と目指すもの

最近のインターネットの普及により，ますます高信頼で質の高いサービスを提供できるソフトウェアのニーズが高
まっている．このようなソフトウェアを効率的に開発する工学的手法を，方法論，再利用，品質評価手法の観点か
ら開発し，その支援環境を実現する.
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１．ソフトウェア設計法のデータベース化とそのデータベースを用いたソフトウェア設計支援ツール
２．インターネットを用いた，ゴール指向ソフトウェア要求分析法とその支援ツールの開発（図１）
３．インターネットを用いた，チームによるソフトウェア設計を支援するツールの開発（図２）
４．ソフトウェアパターンベースを用いた再利用によるソフトウェア開発（図３）
５．開発プロジェクトに応じた開発法の構築支援（図４）

図１ ゴール指向による要求分析

図２ チームによるソフトウェア設計支援

図３ デザインパターンによる設計支援

3

図４ 開発方法論の構築支援

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文、著書など： Supporting Distributed Individual Tasks in Cooperative Specification Development,
Int. Journal of Soft. Eng. & Knowledge Eng., Vol.10, No.3, pp.319-344, (2000) など
方法論工学と開発環境，共立出版 (2001) など
プロジェクト参画：未来開拓推進事業 ソフトウェア開発方法論 平成８年度〜１２年度，
科研費特定領域ソフトウェア発展 平成９年度〜１２年度 など
受賞：

1998年情報処理学会研究賞，1985年情報処理学会論文賞

大学院情報理工学研究科
計算工学専攻 認知機構学講座 知識工学分野

助教授 沼尾 正行
専門分野： 機械学習、データマイニング、人工知能
キーワード： 構成的適応インタフェース、アクティブマイニング
homepage：http://www.nm.cs.titech.ac.jp

1

研究内容と目指すもの

学習機能を持ったコンピュータシステムを構築することにより、ユーザの個性に適応するインタフェースを開発する。その技術をデータマイ
ニング、すなわち大量データからの知識発見に応用する。
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研究推進体に関連する最近の研究のテーマ

近年、パーソナルコンピュータを初めとする情報環境が普及するにつれて、コンピュータと人とのインタフェースの悪さに起因するテクノス
トレスの問題、スパムメールや多量データによる情報洪水の問題などに社会の関心が集まっています。本研究室では、これらの問題はコン
ピュータシステムの(特にソフトウェアにおける) 柔軟性の欠如にあることを早くから指摘し、それらへの対策として適応能力を持ったコンピュー
タの開発を提唱してきました。被験者と実データを用いた心理実験と高度な機械学習技術を組み合わせることにより、これらの課題を克服
する技術の開発を進めています。

構成的適応インタフェースの開発 − ユーザの個性と感情に適応する自動作曲
本研究室では、1991年より学習機能を持ったコンピュー
タの開発を進めており、高効率化のためのアルゴリズム、
学習のための背景知識の獲得、ITS (Intelligent Tutoring
System)への応用など、数々の新技術を世の中に送り出し、
情報環境の整備を支援してまいりました。これらは、ユーザ
インタフェースやデータマイニングの技術として定着しつつ
あります。さらに、このような技術を背景として、極めてユニー
クな研究テーマとして、感性獲得機構を提案し、世界で初
めて、ユーザの個性と感情に適応して自動作曲を行うシス
テムを開発しました。これらの成果は、人工知能分野にお
いて各種 Journal よりはるかに権威があり、多くの論文投
稿が集中する IJCAI, AAAI などの国際会議に採録され、
注目されています。右の絵は、その成果を端的に表すもの
として、人工知能学会誌 2002年新年号の表紙を飾りまし
た。

山へ行こう 次の日曜
昔みたいに雨が
昔みたいに雨が 降れば川底に

高度なデータマイニング技術の開発 − アクティブマイニングプロジェクト
コンピュータのネットワークの発達とストレージの拡大により、大量のデータが蓄積されつつあり、近年、それらのデータを解析するた
めのデータマイニング技術が注目されています。しかしながら、従来の技術では、上述のようなインタフェース、情報収集や前処理など
の技術が十分でないことから、データ処理の手間が膨大になるなどの新たな問題が生じています。本研究室では、全国の主要大学研
究室と協力して、文部科学省科学研究費特定領域研究「情報洪水時代におけるアクティブマイニングの実現」を立ち上げ、そのコアメン
バーとしてアクティブマイニング技術の開発を行っています。このプロジェクトでは、医者や化学者などの応用分野のエキスパートの協
力を得て、国際会議などを通じて全世界に共通データを配布し、データマイニングコンテストを主催するなどの活動を通して、実践的な
技術の開発を積極的に進めています。

3

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文： M.Numao, et al., “Constructive Adaptive User Interfaces — Composing Music Based on Human Feelings”, to appear in Proc. The
Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-02), The AAAI Press / The MIT Press (2002) など100件以上
特許：異種メディア対の予測方法及びその装置; 2931090017 など3件
プロジェクト参画：IPA創造的ソフトウェア育成事業「多戦略学習によって効率的に構造を創発するソフトウェアの開発」、平成7年度〜9年度
文部科学省科学研究費特定領域研究「情報洪水時代におけるアクティブマイニングの実現」、平成13年度〜16年度 など
受賞： 人工知能学会全国大会論文賞 (1995) など

大学院情報理工学研究科
計算工学専攻

助教授

櫻井

成一朗

専門分野：人工知能，機械学習，類推，仮説推論，法律エキスパートシステム
キーワード：論理プログラミング，帰納学習
homepage：http://www.ssl.cs.titech.ac.jp

1
目標：
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研究内容と目指すもの
分散データ管理のための整合性維持管理システムの開発
分散管理の整合性の維持管理の論理プログラミングによる形式化
論理プログラムによる整合性維持管理システムの実装
通信プロトコルの検証

研究推進体に関連する最近の研究のテーマ
１．法律エキスパートシステムの開発研究
・WWW上で動作するエキスパートシステムの構築
・エキスパートシステムを応用した法学教育方法の開発研究
・確率的論理プログラミングによる法的推論の形式化
２．マルチエージェントによる協調行動の創発に関する研究
・強化学習による協調行動の創発に関する研究
・マルチエージェントの論理プログラミングによる形式化
・ILPを用いたエージェントの行動の解釈手法に関する研究
３．WWWからの知識獲得
・WWWリンク集からの知識獲得
・WWWからのXMLデータベース獲得
・ILPによるWWWの解析手法の開発
４．論理プログラミングの高速化に関する研究
・モデル生成器を用いた論理プログラミングの高速化に関する研究
５．類推・仮説推論に関する研究
・モデル生成器を用いた仮説推論の高速化に関する研究

3

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文、著書など： 法律人工知能 (2001) など

大学院総合理工学研究科
知能システム科学専攻

教授 新田 克己
専門分野： 人工知能，論理プログラミング，マルチエージェント系，ヒューマンインターフェース
キーワード：Semantic Web, 知識表現，論証，オントロジ
homepage：http://www.ntt.dis..titech.ac.jp

1

研究内容と目指すもの

法令関係データベースや遺伝子関連データベースのように，大容量で，かつ，ネットワーク上に分散して存在するデータベースを統合的
に検索し，利用する技術を開発する。
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研究推進体に関連する最近の研究のテーマ

法律関係データベースを用いた法学教育支援システムに関する研究：
さまざまなバックグラウンドを持つ法律の専門家を養成するため，わが国でも法科大学院の制度が導入されることとなった。法科大学
院では法学部以外の出身の学生を3年間で司法試験受験レベルにまで教育する必要があり，単なる講義だけではなく，学生の理解度に
合わせた独習支援や，模擬裁判支援，教師と学生の問答支援などのシステムを開発して，教育効率を高める必要がある。法学教育の
ために法令データベース，判例データベース，判例評釈集，ビデオ教材，模擬裁判記録，和解・仲裁データベース，学生の進度など，さ
まざまなデータベースが存在する。今後，これらの教材がさまざまな教育機関で蓄積され，それらの一部がネットワークを介して互いに
利用できるようになることが予想されるため，これらを有機的に検索し，利用できる安全な仕組みが必要となる。
そのため，今までに以下のサブシステムを手がけてきている。今後，統合したシステムへと発展させていく予定である。
・判例のタグ付けによる検索システム
・取引のトラブル事例データベースを利用した，オンラインの相談システム
・模擬裁判における教師支援システム

ネ

ッ

ト

ワ

ー

模擬裁判支援
サブシステム
学生

ク

判例データベース

。。。

論点データベース

遺伝子関連データベースの統合的検索に関する研究：
遺伝子解析の研究の進展に伴い，DNA, RNA, たんぱく質，生体内の反応など，さまざまなデータベースがインターネット上で公開
されている。いくつかのデータベースを横断的に利用する必要があることが多いため，これらのデータについて相互にリンクを貼ってある
場合も少なくない。また，近年では，遺伝子関係のオントロジの開発も行われており，データベース間の用語の相違などの問題点の解消
も図られている。しかしながら，生物的知識を利用しながらデータベースを横断的に利用した，高度な検索をするためには，演繹機能を
持つデータ検索が必要である。
そのため，Queryの解釈と生成，データ形式の変換などを伴う，データベースの統合的な検索インターフェースの研究を行っている。

3

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文、著書など： ダイアグラムに基づく法的論争支援システム，人工知能学会誌，Vol.17, No.1 pp.32-43(2002)
人工知能概論，培風館, 2001，
知識と推論，サイエンス社,2002.
プロジェクト参画：科学研究費基盤（A)「法創造の視点に立つ教育方法開発に関する研究」 平成13年度〜平成15年度、
未来開拓推進事業「生命情報処理」 平成9年度〜平成1３年度、
IPA高度情報化支援ソフトウェア育成事業「定理証明技術を利用した高度論証支援システム」 平成11年度
受賞： 情報処理学会論文賞(1988)

精密工学研究所 知能化工学部門 知覚情報処理研究分野

助教授 奥村 学
専門分野： 自然言語処理，知的情報提示，語学学習支援，テキストマイニング
キーワード：文脈理解，テキスト自動要約，WWW，知的情報統合，情報の価値
homepage：http://lr-www.pi.titech.ac.jp

1

研究内容と目指すもの

ことばを計算機上で処理する技術に関する研究と，その技術を用いた応用システムの開発を行います．特に，WWW上などに散在する
膨大なテキスト情報を有効に利用するための知的情報収集，加工，提示技術を開発しています．
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研究推進体に関連する最近の研究のテーマ

近年インターネットなどの技術の進歩によって大量のテキストデータの氾濫が問題視され，その結果検索エンジンが普及し，必
要と思われるテキストを検索することはできるようになってきました．しかし，現在の検索エンジンは，必要と思われるテキス
トを大量にとってくるだけで，そこから情報を取得するのは結局ユーザの努力にまかされてしまっています．そこで，検索エン
ジンなどで得られる大量のテキストデータからユーザが情報を効率的に取得するのを支援する技術として，知的情報統合，情報
の重要性判断，情報の価値に関するメタ情報の収集等の技術を研究しています．

WWW上の論文データを利用したサーベイ支援
書誌情報
論 文 本 文
:http://www…
概要
論説根拠型

の

所 在

問題点指摘型
本文データ
(PS or PDF)

論文間の参照関係
インターネット
検索
キーワー
ド

PRESRI

論文間の
参照関係を
たどる

特定の分野の動向の調査を行うことをサーベイ
と言いますが，これにはその分野の情報の収集
と，収集した情報の整理，組織化が少なくとも
必要です．このようなサーベイを学術研究の分
野で支援するシステムPRESRIを難波英嗣助手と
ともに開発しています．現在は，WWW上の論文
データを収集し，関連論文集合を参照関係に沿っ
て閲覧可能なシステムとなっており，Internet上
で利用できるよう公開しています．今後は，こ
のWWW上の論文データベースを中心に，ユーザ
の所有するローカルなデータベース等を統合的
に検索，サーベイが可能な枠組みを構築してい
く方向で研究を進めているところです．

ユーザ

テキスト自動要約
大量のテキストデータが氾濫する現在，重要な情報だけを選択的に取得することを支援するテキスト自動要約の研究は重要視され
ています．本研究室では，１９９７年より研究を行っており，情報検索システムの出力結果として利用するのに，従来より適した要
約を作成できる手法 ，複数の新聞記事のまとめとなっている新聞記事を検出する手法等を開発しています．

情報の価値判断
人間は情報を閲覧するとともに，その情報に対する価値判断を行い，取捨選択を行っています．この価値判断により得られる情報は，
情報に対する情報という意味でメタ情報と言え，他の人間にとって有用な情報と考えられます．このような情報の価値に関するメタ情報
をWWW上から収集し，それをユーザに提示することで，ユーザの情報取得を支援するシステムの開発を行っています．

3

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文： Query‑biased Summarization Based on Lexical Chaining, Manabu Okumura, Hajime Mochizuki,
Computational Intelligence, Vol. 16, No. 4, pp.578‑585, 2000.など22件
プロジェクト参画：IPA独創的ソフトウェア育成事業（平成１１年度ｰ１３年度） など
受賞： 情報処理学会第59回全国大会大会優秀賞（2000年）など

学術国際情報センター
情報基盤部門 情報流通分野

助教授

山岡

克式

専門分野：情報ネットワーク制御，超分散ネットワークデータベース，ストリー
ミング技術，マルチメディアQoS制御，コンテンツ流通ネットワーク
キーワード：情報通信ネットワーク，インターネット，マルチメディア，QoS，
コンテンツ，ストリーミング，WWW，メディア同期，ルータ
homepage：http://www.net.gsic.titech.ac.jp

1

研究内容と目指すもの

目標１：

目標２：
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マルチメディアQoS制御実現のためのネットワーク制御技術
DiffservにおけるQoS mapping，高品質ストリーミングマルチキャスト伝送プロトコル，
ネットワーク適応型自律ル−タ，ネットワークに優しいストリーム送信方式
IPv6のアドレス空間を利用した次世代コンテンツ流通ネットワーク
超分散サーチエンジンアーキテクチャ，コンテンツ漂流制御，
コンテンツ追跡“きつねがり アルゴリズム

研究推進体に関連する最近の研究のテーマ
1.

マルチメディアQoS制御実現のためのネットワーク制御技術関連
リアルタイムメディア伝送のための適応プロトコル中継方式
適応型プロトコル中継によるブロックデータ転送効率の向上
動画像のマルチチャネル伝送における動的帯域割当方式
MPEGの時空間解像度の動的変更を用いた協調型マルチキャスト方式
データユニット予測に基づくマルチメディア同期法
ゲーム理論を用いたコネクション型パケット通信制御法
ゲーム理論によるパケット網ルーチング方式
優先・非優先両クラスの遅延を同時に減少させる優先度割り当てアルゴリズム
優先制御を用いた適応インターネットルータ

2.

IPv6のアドレス空間を利用した次世代コンテンツ流通ネットワーク関連
コンテンツ指向ネットワークのためのコンテンツ漂流システム
確率情報によるWeb空間情報探索の最適化
ネットワークにおける画像情報の効率的探索法
自律的情報収集による超分散Web検索システムPIRCS
適応型ブラウザにおけるデータ転送の効率化
IPマルチキャストを用いた放送システムにおけるPay per Viewの実現

3

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど
論文、著書など： “リアルタイムメディア伝送のための適応プロトコル中継方式の提案”,
電子情報通信学会論文誌B, Vol. J84-B No.9, 1633-1642(2001) など
特許：パケット中継装置、パケット中継プログラム、およびパケット中継方法；出願中(2002‑104812) など
プロジェクト参画：未来開拓推進事業

「知的で動的なインターネットワーキング」

メタネットワークアーキテクチャプロジェクトメンバー

平成12年度〜16年度

など

国立情報学研究所 ソフトウェア研究系（流動部門）
東京工業大学 大学院情報理工学研究科 計算工学専攻（併任）

助教授 渡部 卓雄
専門分野： ソフトウェア科学・工学
キーワード：システムソフトウェア，セキュア・コンピューティング，自己反映計算
homepage：http://www.psg.cs.titech.ac.jp/~takuo/

1

研究内容と目指すもの

メタレベルアーキテクチャおよび自己反映原理にもとづくソフトウェアの構成原理について研究を行っています．今後ますます重要性を増
してくるであると考えられる分散・移動計算機環境（ユビキタスコンピューティング環境）における，ソフトウェアの動的な構成・適応を，統一
的かつ安全に行うための基本原理および基盤技術の提供を目指しています．
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研究推進体に関連する最近の研究のテーマ

セキュアコンピューティング： ソフトウェアの安全な実行のためのメカニズムとポリシー
現在，コンピュータとそのネットワークは人間社会のほとんどあらゆる部分で利用されています．つまり，これらは人間の社会生活や産
業を支える( 水道・ガス・電気・交通施設などと同様な)社会基盤となっているわけです．したがって，その安全性は非常に重要です．安
全性(セキュリティ)のための技術というと，まず暗号技術を挙げることができます．しかしいくら暗号が強力でも，その技術を利用するソフ
トウェアが脆弱では元も子もありません．
我々は，柔軟な分散システムにおけるキーテクノロジーである移動(モバイル)コードを安全に実行するための技術の開発に力を入れて
います．具体的には，外部から導入される(必ずしも信頼できない)コードを実行直前にバイナリレベルで書き換え，実行時にその動作を
監視できるようにします．その際の安全性に関するポリシーは，有限プロセス代数に基く言語 Polaris/J を用いて厳密に記述できるように
します．

Internet
M:
M: 外部（インターネット等）か
外部（インターネット等）か
ら導入されるプログラムモ
ら導入されるプログラムモ
ジュール（必ずしも信頼でき
ジュール（必ずしも信頼でき
ない）
ない）

P:
P: セキュリティ
セキュリティ
ポリシーの記述
ポリシーの記述

policy
policyPwdPolicy
PwdPolicy()(){{
invoke
invoke FileReader(“passwd”)
FileReader(“passwd”)
deny
deny{{ select
select{{
case
case invoke
invoke Writer.write(*)
Writer.write(*)
case
case write
write Object.*
Object.*
}}}
}}}

M

P
BCT

M
M :: Mの意味は変えずに，
Mの意味は変えずに，
その実行が監視できるようロー
その実行が監視できるようロー
ド時に変換されたもの（こちら
ド時に変換されたもの（こちら
が実行される）
が実行される）
(P)
(P)

W
WPP:: セキュリティポリシーP従っ
セキュリティポリシーP従っ
た実行であるか否かを視する
た実行であるか否かを視する
モジュール（Pから自動的に
モジュール（Pから自動的に
生成される）
生成される）

3

PP

ECG

M(P)
WP
クライアント
クライアント

￢ read
W
(P)の実行にと
WPPは，M
は，M(P)
の実行にと
もなう状態変化とデー
もなう状態変化とデー
タの流れを監視する．
タの流れを監視する．
Pに対する違反を検出
Pに対する違反を検出
(P)の実行を
したら，M
の実行を
したら，M(P)
中断する．
中断する．

read

send or
store
fail

￢(send or store)
Pはこのような状態機械に翻
Pはこのような状態機械に翻
訳され，これからW
訳され，これからWPPのコード
のコード
が生成される．
が生成される．

研究推進体に関連する業績、プロジェクトなど

論文： Watanabe, T., “A Secure Dynamic Extension Mechanism for Mobile Agents”, AISB Software Mobility and Adaptive Behavior,
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研究内容と目指すもの

コンポーネント技術を利用した高信頼ソフトウェア開発方法論の確立。コンポーネントの利用の推進のための利便性、信頼性、再利用性向
上を目的とした開発、支援環境の設計と実装。
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研究推進体に関連する最近の研究のテーマ

ソフトウェア構成方法論は、従来の機能的要求の実現から実行効率、再利用性、信頼性などの非機能的要求の実現に重点がおかるよう
になってきております。特にインターネットに代表される広域分散実行環境上で動作するソフトウェアについては、部分的な不具合に対して
もシステム全体が停止することなく、可能な限りサービスを提供する(可用性の向上)ための機構が求められております。本研究室では、再
利用性、汎用性の高いソフトウェア部品としてコンポーネントに注目し、品質の高いコンポーネントを組み合わせることで従来より低コストで
信頼性の高いソフトウェアを作成するためのソフトウェアの開発方法論および支援環境の研究を進めております。

コンポーネント自身の信頼性向上 -- フレームワークの実現 -大規模システムを仕様/実装のすべての過程にお
いて最初から誤りやバグの無い状態で実現すること
は現実的ではありません。特にシステムの構成要素
の数や種類が増えると、障害の検出や回復のため
に必要となる機構の数や種類も増加します。これら
の機構はソフトウェア本来の機構と密接に関連する
ため、検査や障害回復機構が本来の機構の動作に
影響を与えたり、新たな誤りの原因となることも少な
くありません。
本研究室では耐故障性を実現するために必要とな
る監視やチェックポイント、ロールバック等の機能を
フレームワークとして提供することで、既存のソフト
ウェアを最小限の変更により高信頼性ソフトウェアと
して利用するための手法を提案しております。本手
法は研究推進体の目標とする大規模ストレージの
信頼性向上のための手法として有効です。

検査する部分の信頼性が低
い場合、新たな不具合の発生
の要因になったりします

十分にテストされた信頼性の高い機構
を利用することで、障害の発見/障害から
の回復が低コストで実現できます。
フレームワーク

コンポーネントの接続/合成の信頼性向上 -- 形式的仕様記述と検査の自動化 -ソフトウェアが要求する機能が単一のコンポーネントで実現できることはほとんどありません。多くの場合、機能を部分的に満たす複
数のコンポーネントを組み合わせ、正しい手順でデータを送受信すること(コンポーネントの接続)が必要になります。この際に、接続の
手法で信頼性を損なわないことを保証しない限り、最終製品となるソフトウェアの信頼性を向上させることはできません。
本研究室では、、データ順序やセキュリティ情報などを含んだコンポーネントの仕様を与えることで、従来は単純なデータ型に関する
情報のみに限定されていたコンポーネント接続の際の検査を拡張し、これまで検出が不可能で多くの不具合の要因となっていた誤った
接続を排除し、信頼性の高い接続や合成を自動的に行う手法と支援環境を開発しております。この研究成果は、大規模ストレージを使
用して複数のサービスを連携させるアプリケーションの信頼性向上への効果が期待できます。
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