
４．研究活動 

４．１ 研究部の活動概要 

○ネットワーク研究部 

東北大学総合情報ネットワークシステム TAINS は、本学のキャンパスネットワークとして全学的な

情報流通やコンピューティングの基盤であり、最先端のネットワークの整備、安定した運用管理、及び

有効利用のために必要な技術の研究開発が必要不可欠である。ネットワーク研究部は、このような 

TAINS の整備・運用管理・研究開発に積極的に取り組んでいる。 

 

(1) 学内共通情報基盤の企画・運用管理・利活用 

キャンパスネットワーク TAINS は、主要な各建物を 2 本の 1Gbps あるいは10Gbpsでスター状に結

ぶ幹線ネットワークであり、学内共通情報基盤の根幹を成すものであり、情報部情報基盤課ネットワー

ク係が中心となって運用及び管理にあたっている。本年度は、基幹ネットワークの拡張についてネット

ワーク係をサポートした。 

図4.1 TAINSの基幹ネットワーク 

 

 また、例年同様、ネットワーク係を技術的に支援し、部局ネットワークの効率的な収容やホスティン

グサービスの利用促進、あるいは TAINS 無線 LAN システムの拡大、全学ファイアウォールの効果的運

用により本学のネットワークセキュリティ向上に資するとともに、DNS サーバや NTP サーバを始めと

する重要インフラサーバについて、ネットワーク研究部では、ネットワーク係と協同してこれらのサー

バの安定運用のための技術開発を行った。また、TAINSのネットワークサービスを構成するTAINS メー

ル、VPN（OpenVPN, SSL-VPN等）サービス、ウイルス対策ソフト配布サービス、部局メールサーバ向け

スパムメール対策データベースの提供、国立情報学研究所の「UPKI 電子証明書発行サービス」に対す

る申請等ついて、技術的支援を行い、サービスの安定運用に貢献した。特に本年度は、リモートアクセ

スサービスのプロトコル拡充を実現した。 
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さらに、ネットワーク利用とセキュリティに関する講習会を実施するとともに、広報紙 TAINS ニュー

ス 46号の発行作業の中心的な役割を担い、学内におけるネットワーク活用の啓発活動を継続的に行っ

ている。 

加えて、情報部情報基盤課情報セキュリティ係を支援し、必要な資料収集を行うなど、本学における

情報セキュリティ向上のために貢献している。本学におけるCSIRTの運用や情報セキュリティ対策の検

討に対しても重要な役割を担っている。 

 

(2) 東北地区の学術研究ネットワークの発展への貢献 

TOPIC は、東北地区において学術研究・教育活動を支援するコンピュータネットワーク環境の発展に

貢献するための組織である。ネットワーク研究部では、TOPIC 事務局スタッフや技術部幹事として、講

習会や研修会の企画・運営、あるいは東北地区の大学・高専等に対するドメイン管理等の技術的支援な

どを通じて、積極的に東北地区のネットワークの発展に貢献している。特に例年秋に実施されるTOPIC

ネットワーク担当者研修会は多くの参加者を集め、活発な議論や情報交換が行われている。 

 

(3) 学術情報基盤の構築に係わる研究開発 

大学や企業におけるネットワーク利用について、セキュリティと情報倫理の規定や制度に関する問題

が重要である。「高等教育機関における情報セキュリティポリシー推進部会」における活動で得た知見

を活かし、情報シナジー機構の下に置かれた情報セキュリティ関連規程ワーキンググループとの協同に

より、各種細則やガイドラインの策定あるいは改訂の作業を行った。 

また、長距離の超高速ネットワークの利用技術と、分散コンピューティングの技術は、ともに開発途

上であり、本センター等における実証的研究が期待されている。仙台高等専門学校からの協定研究員と

の協働により、大規模・広域かつ超高速のネットワークを効果的で効率的に運用し応用するためのアプ

リケーション指向型運用管理技術について、分散処理、多地点配信、情報収集統合化などのシステムを

開発し運用する実証的研究をしている 

加えて、全国共同利用情報基盤センター長会議のもと、コンピュータ・ネットワーク研究会や認証研

究会に参加し、共同研究を実施している。また、本学情報シナジー機構に置かれた認証ワーキンググルー

プ等に参加し、東北大学における認証システムを始めとする情報基盤の確立に向けて協力した。 

 

(4) 情報ネットワークの環境電磁工学(EMC)に関わる信頼性評価及び計測方式 

情報ネットワークシステムにおいて、電磁ノイズによる妨害のために情報伝送の信頼性が損なわれる

ことがある。電磁妨害の抑制のために、放電や接触障害などの発生源と伝送ケーブルなどの伝搬路の現

象を調査し、信頼性評価と計測方式を研究している。また、情報通信システムの電磁的情報漏洩の機構

を解明するとともに、電磁情報セキュリティ問題へ展開し、暗号装置や PC 等の情報システムからの情

報漏洩を実験的実証及び理論解析し、新分野を先導している。 

本年度も昨年度に引き続き、暗号ハードウェアから秘密情報が遠方まで漏えいするメカニズムの解明

やモデル化を行うとともに、能動的な情報漏えいだけでなく、故障を注入することにより、暗号ハード

ウェアの誤動作を誘発させ、格納されている秘密鍵などの機密情報を奪取する攻撃に関する研究を行い、

そのような攻撃のタイミング制御に関する考察や対策技術などの検討を広範に進めた。 
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(5) 情報セキュリティに関する基礎的研究 

情報ネットワークシステムにおいて、セキュリティ確保の問題は極めて重要であり、セキュリティ確

保のために広く利用されている暗号について、基礎的研究を行っている。無制限の計算能力をもつ盗聴

者に対しても安全な暗号系の構築を目指し、実現が可能なための条件の解明などが検討課題である。 

本年度もカードを用いた秘密計算を実現するプロトコルの効率化に取り組み、不均一なシャッフルを

活用した手法をSoft Computing誌に掲載した。また、カスタムメイドのカード組の作成に取り組み、オー

プンキャンパスなどにおいて一般市民の方々に実際にプロトコルの実験を体験してもらっている。 

 

(6) その他 

ネットワーク研究部では、ネットワークのための基礎研究及び先端情報ネットワーク環境に関する研

究開発を行うとともに、大学院情報科学研究科の協力講座として教育にあたっている。 

 

○スーパーコンピューティング研究部 

スーパーコンピューティング研究部は、全国共同利用設備として世界最高クラスの大規模科学計算シ

ステムの運用・管理と、本システムを最大限に活用したプログラムの高速化技法や新しいシミュレー

ション技術の研究・開発を行っている。さらに、次世代スーパーコンピューティングシステムとその応

用に関する研究をアーキテクチャレベルからシステムレベルの広範囲に渡って取り組み、得られた成果

を国内外の学術論文誌論文、国際会議論文、招待講演、展示等を通じて発表し、社会に還元している。

以下に、本研究部の本年度の研究教育活動について述べる。 

 

(1) 大規模科学計算システムの整備・運用に関する取り組み 

本研究部では、大規模科学計算システム SX-ACE、LX-406Re-2のためのプログラム最適化、3次元化可

視化装置のための可視化コンテンツ作成支援などのユーザ支援と新規利用者の開拓に継続的に取り組

み、ユーザとの共同研究をとおして、本システムにおける高効率シミュレーションの実現に向けて精力

的な研究活動を展開した。具体的には、文部科学省の学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点

(JHPCN)を構成するセンター及び High-Performance Computing Infrastructure (HPCI)の構成拠点とし

ての活動、本センターの自主事業による民間利用の促進等に務め、大規模科学計算システムの更なる利

用促進を図ることで、平成 29 年度はロシアモスクワ州立大学とのスーパーコンピューティング研究部

の国際共同研究課題を含む 6件の JHPCN採択課題、2件の HPCIの採択課題に関して、スーパーコンピュー

ティング研究部の教員がユーザとの共同研究に取り組むなど、ユーザである計算科学者との共同研究を

積極的に推進した。さらには、他の基盤センターとの連携のもと、設計､構築を進めてきた HPCIの運用

に取り組むなど、我が国の次世代の高性能計算基盤構築に貢献している。また、世界最大規模の高性能

計算に関する国際会議 SC17 において、本センターの大規模科学計算システムの性能評価に関する成果

発表、大規模科学計算システムに関する運用・研究開発成果の展示など国際的な広報活動を行った。 
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図 4.2 SC17におけるブース展示 

 

(2) 大規模科学計算システムにおけるプログラムの高速化に関する研究・開発  

これまで蓄積されたベクトル化、及び並列化に関するプログラム高速化技術を基に、スーパーコン

ピューティング研究部の教員は、共同利用支援係、共同研究支援係の技術職員と、ユーザ、及びシステ

ム導入業者である NECと共同で、ベクトル型スーパーコンピュータ SX-ACE、並列コンピュータ、共有ス

トレージシステムと三次元可視化装置から構成される大規模科学計算システムを用いた大規模・高速・

高精度シミュレーション技術の研究・開発を行っている。また、平成 29 年度も本センター自主事業と

して、継続的にセンターのスーパーコンピュータを利用する学内外の研究者が開発したシミュレーショ

ンプログラムの高速化にも取り組み、7件のプログラムに対して単体性能では 4件について平均 5.9倍、

並列性能で 3件に平均 1.2 倍のプログラムの高速化を実現し、シミュレーションを必要とする先端科学

技術の推進に貢献している。 

また、スーパーコンピューティング研究部の教員、技術職員は、平成 26 年度に設立された高性能計

算技術開発(NEC)共同研究部門の構成員として、本センターの大規模科学計算システムで実行されてい

るアプリケーション最適化より得られた臨床学的な知見と、これまで本研究部で取り組んで来た高速・

低消費電力な高性能計算システムアーキテクチャ設計に関する研究成果に基づき、次期システムを見据

えたアプリケーション・システムの協調設計、特に次世代システムのためのシステムソフトウェアを支

える要素技術に関する研究に取り組んだ。これらの活動をとおして、スーパーコンピュータシステムと

シミュレーション技術の高度化とその応用に関する研究を強力に推進しながら、将来の計算機科学と計

算科学の発展を担う人材育成を行う研究・教育環境の整備を行った。 

さらに、スーパーコンピューティングに関する国際的な学際研究を活性化させる場として、国内外か

ら 30名の講演者を招き、平成 30年 3月 22日（木）～23日(金)に高性能計算に関する国際ワークショッ

プ「第 27回 Workshop on Sustained Simulation Performance (WSSP)」（東北大学・シュトゥットガル

ト大学高性能計算センター・日本電気株式会社・国立研究開発法人海洋研究開発機構主催、学際大規模

情報基盤共同利用共同研究拠点・HPCIコンソーシアム共催）を企画・開催した。本ワークショップには

国内外から 108名（国内 91 名、国外 18名）の参加登録、二日間の会期を通して約 141名の参加者が集

い、将来の高性能計算システム、アプリケーション開発に向けて活発な議論が展開された。 
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図 4.3 第 27回 WSSPの様子 

 

 スーパーコンピューティングシステム運用技術に関する研究開発 

将来のスーパーコンピュータ開発に向けて、システムソフトウェア設計、ハードウェア設計の

観点から精力的かつ多様な研究に取り組んでいる。近年、スーパーコンピュータはユーザの性能

に対する要求に応えるべく、システムの大規模化、複雑化が著しい勢いで進んでいる。その結果、

システムを構成する部品点数が増加の一途を辿り、故障やエラーなどの障害件数の増加とこれに

起因するプログラムの中断、未完問題が懸念されている。これらの問題を克服する手法として

チェックポイントリスタート機構が提案されている。チェックポイントリスタート機構は、プロ

グラムの実行完了を担保する手法として近年重要な役割を担っているが、システムのメモリ上の

情報を保存するためのオーバーヘッドが運用上の課題となっている。そこで、本研究部ではチェッ

クポイント採取のためのオーバーヘッドを軽減しながら、システムのスループットを最大化する

チェックポイント採取間隔の最適化に関する研究に取り組んでいる。本年度はシステムの温度と

故障率に強い相関があることに着目し、システムの温度を考慮したチェックポイント間隔最適化

手法を提案し、その有用性をシミュレーションにより明らかにしている。 

また、昨今のスーパーコンピュータのシステム運用においては、与えられた電力制約の下で、

システムのスループットを高めることが求められている。システムで消費されるエネルギ、さら

には利用される計算リソース量はジョブの実行時間によって大きく異なる。しかし、ジョブの実

行時間を事前に把握することは困難であることから、我々は過去に実行された膨大なジョブの実

行履歴と機械学習を用いてユーザジョブの実行時間を推定し、システムの電力状態に応じてジョ

ブのスケジューリングすることで、システムの電力消費を抑制しつつ、システムのスループット

向上、消費エネルギを抑制する手法を提案し、その有用性を明らかにしている。これらの成果は、

HPC Asia、WSSP等の国際会議発表し、今後の更なる発展が期待されている。 

 

 機械学習を用いたプログラム最適化に関する研究 

複雑化、大規模化の進む高性能計算システムおいてその性能を享受するためには、プログラム

を対象とするシステムに向けて最適化する必要がある。しかし、プログラム最適化にはプログラ
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ム、計算機システムに関する専門的な知識に基づく職人的な技術が必要となる。そこで、我々は

機械学習を用いる事で、システムに適したコード最適化を自動で行う手法の研究・開発に取り組

んでいる。本年度は、膨大な数からなるコンパイラオプションに着目し、自動で適切なコンパイ

ルオプションを選択する手法に関する研究を進めた。利用するコンパイラによってその数は異な

るものの、コンパイラオプションの数は数百に及び、その組み合わせ数は膨大なものになる。提

案手法では、プログラム最適化前後の実行時間、動的情報及び静的情報を測定することで学習デー

タを作成し、その学習データをニューラルネットに学習させる。その学習の結果として、新たな

プログラムに対して適切なコンパイラオプションの組み合わせを予測することが可能になる。こ

れにより、アプリケーション最適化にかかるユーザの負荷を大幅に軽減することができる。この

他にも、近年機械学習の活用における主たる課題になりつつあるハイパーパラメータチューニン

グにおいて、ベイズ推定やオートチューニング技術を適用することで、将来の高性能基盤におい

て核となりえる要素技術の開発に取り組んだ。これらの成果は、iWAPT、HPC Asia等の国際会議論

文誌等で発表し、高い評価を得ている。 

 

 高性能計算アプリケーション開発環境に関する研究 

 近年、高性能計算システムの複雑化と多様化が急速に進んでいる。その結果、特定の高性能計

算システムを強く意識したプログラミング(性能最適化)をしない限り、そのシステム上で高い実

行性能を達成することが困難になりつつある。平成29年度は、平成28年度に引き続き、ドイツジー

ゲン大学、ドイツシュトゥットガルト大学、オランダデルフト大学の研究者らと共同でヨーロッ

パの高性能計算に関する大型研究プロジェクトであるSPPEXAの支援のもと、特定の高性能計算シ

ステムの最適化とコードの保守性を両立する研究に取り組んだ。これまで開発を進めてきたコー

ド変換フレームワークXevolverを用いることで、実アプリケーションの速やかなコード移植、管

理が可能になることを明らかにし、その有用性を実証した。そのほかにも、これまでユーザコー

ドの最適化を通して蓄積してきたコード最適化のノウハウをHPCリファクタリングカタログとし

て公開するなど、これまで得られた知見を広くHPCコミュニティに還元している。この他にも、ヘ

テロジニアスな環境における並列プログラミング環境に関する研究も推進した。これらの成果は、

コードの移植に関するワークショップであるLHAM、流体計算に関する国際会議Parallel CFD、高

性能計算に関するワークショップであるWSSPなど様々な発表され、今後のさらなる展開が期待さ

れている。 

  

 次世代スーパーコンピュータシステムに関する研究開発 

 将来のスーパーコンピュータシステムでは、システムのノード数だけでなくCPUチップ内のコア

数が増加することが予想されている。そのような環境下ではノード間の通信だけではなく、チッ

プ内におけるコア間の通信がプログラム実行性能に多大な影響を及ぼす。本研究部では、メモリ

コントローラの過負荷がマルチコアコアプロセッサにおける実行性能に低下させることに着目し、

NUMA (Non-Uniform Memory Access)アーキテクチャにおけるメモリコントローラの負荷を考慮し

たプロセスマッピング手法を提案し、その有効性を明らかにしている。提案手法では、事前プロ

ファイルに基づき、プロセス間通信の時間・空間的局所性、通信頻度等の通信特性解析を行い、

プロセスのクラスタリングを行う。提案手法であるCLB (Congestion-aware Load Balancing)では、

クラスタ化されたプロセスをできるだけ同一のメモリノードにマッピングすることで、メモリコ

ントローラへの負荷を平坦化し、過負荷の発生を抑制する。NASパラレルベンチマークを用いた評
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価では、コア数が増加するほど、既存のプロセスマッピング手法よりも高い性能を実現可能であ

ることを明らかにしている。これらの成果は、当該分野における第一線の国際会議であるHiPCに

採用されるなど、高い評価を得ている。これらの取り組みの他にも不揮発性メモリや、新規デバ

イスを用いた次世代スーパーコンピュータのためのメモリサブシステムやマイクロアーキテク

チャに関する研究開発にも取り組み､COOL Chips、WSSP等でその成果を発表している。 

 

 高性能文書認識・理解システムに関する研究 

環境中の文書や看板など、あらゆる文字情報をコンピュータが獲得できるような、高性能・高

機能で汎用的な文書認識・理解システムの実現を目指して、様々な手法の研究・開発を行ってい

る。 

認識精度を維持できる日本語・中国語文字認識の高速化手法の研究を継続した。昨年度までの

研究で、二分探索木と重複を許したクラスタリングを組み合わせた候補削減手法を開発していた。

本年度は、経験的に設計された従来の特徴抽出手法に代わり、Convolutional Neural Network (CNN)

を用いる特徴抽出手法を組み合わせることで、さらに高い認識精度とカバー率が得られる候補削

減手法を開発した(国際ワークショップDAS2018に採録)。また、同様のクラスタリング手法を高速

類似画像検索に応用する研究も行った(国内会議で発表)。 

視覚障害者の支援のため、景観中の看板や文書、操作パネルなどの文字情報を音声合成で聞か

せるようなデバイスの研究開発を継続した。イメージスキャナと比べると、カメラで撮影された

文書では一般に文字列が湾曲するため、文書レイアウトの解析が難しくなる。また、撮影対象の

文書の後方に他の文書や看板が写っていることがあり、領域分割も難しくなる。本年度は、湾曲

した文字列が密集している場合でも、それらを分離・抽出できるようなレイアウト解析手法につ

いて開発を進めた(国内会議で発表)。 

シーン文字は、看板等の文字のように装飾的なデザインが施されたものや、撮影環境によって

影や陰影、ボケなどの影響を受けて、認識が難しくなるものが多い。また、日本語や中国語には

数千字種が存在することから、このようなシーン文字を高精度で認識できる手法の開発はもちろ

ん、十分な量の学習用データの収集も課題である。本年度はこれらの課題に取り組み、シーン文

字認識用の学習データ自動生成・強化手法と、アンサンブル学習と投票法を用いた日本語シーン

文字認識手法を開発した(国際ワークショップDAS2018に採録)。 

 

○情報通信基盤研究部 

本研究部は、大学運営の基盤となる、全学的に統合・一元化された情報通信基盤の提供と、その高

度な利用に関する研究開発を行うことを主たる任務としている。本年度は、センサネットワークやセ

ンサプラットフォーム環境に対応した情報通信基盤の強化、センサ型アプリケーションを含めた情報

通信基盤の高度利用、スマートシティなどのサイバーリアルコンピューティング応用に焦点を当て研

究開発を推進した。その概要は以下のとおりである。 

 

(1) 多元情報通信基盤の基礎研究 

多元情報通信基盤と、それを利用したシステムのアーキテクチャ、設計手法、設計開発環境、ソフト

ウェアプラットフォーム等、設計開発方法論に関する研究開発を推進している。本年度は、センサデー
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タを共有するサービスを動的に構築できるソフトウェアプラットフォーム環境の実現を目指した研究

開発を進めた。 

 Android端末を対象にしたマルチホップ通信可能なアドホック D2D通信基盤 

スマートフォンをはじめとする小型携帯端末の高機能化及び普及に伴って、それらを用いた所

有者間のコミュニケーションや情報共有の機会が増加している。特に、それらの端末のみで構成

されるインフラレスな D2D 通信基盤は帯域効率等の面で優れることが知られているため、従来の

インフラとの融合が模索されている。しかし、D2D 通信用プロトコルでは効率的なマルチホップ

通信が困難であるため、従来の D2D 通信基盤ではプロトコルや端末 OS の改変を前提とするものが

多い。そこで、本研究では Android 端末を対象とし、Wi-Fi Direct と Wi-Fi を併用したツリー型

構造化 D2D 通信基盤を提案した。提案基盤は、一般の Android 4.0 以上の端末での利用を想定し

ており、事前知識が不要でアドホックなネットワークを即時的に構築することが可能である。本研

究成果は、第 25回 マルチメディア通信と分散処理ワークショップ(DPSWS2017) において、奨励賞

と最優秀プレゼンテーション賞を同時受賞した。 

 

(2) 多元情報通信基盤の高度化に関する研究 

情報通信システムを構成する多様なコンピュータ、デバイス、ネットワーク、ソフトウェア等の有効

活用を図るため、各構成要素をエージェントとして構造化することで各々に能動性を与え、それらの自

律的な協調により人間・システム双方にやさしいサービスを提供する多元情報通信基盤技術について研

究を推進している。本年度は主に、耐災害ネットワーク、ウェアラブル生体センサネットワーク、エッ

ジネットワーク管理等に焦点を当て研究を進めた。 

 災害発生直後における被災の影響とデータ転送量を考慮したネットワーク制御手法 

東日本大震災における医療機関や地方自治体の拠点内の情報サーバと複製サーバの同時損傷を

受け、安全な近隣サーバへの災害発生直後の緊急バックアップが注目されている。これに対し本

研究では、緊急バックアップを対象とし、バックアップデータを効率よく転送するネットワーク

制御手法の実現を目指している。災害発生直後のネットワークでは、通信経路の寸断や各拠点の

データ量の違いにより、データの転送を限られた時間内に完了できない場合が生じ得る。そこで

本研究では、被災の影響と各拠点のデータ量を考慮することで、バックアップデータの総転送量

を高めるネットワーク制御手法を提案した。シミュレーションによる提案手法の性能評価を実施

した結果、災害発生直後のネットワークにおいて、本手法によって、緊急バックアップ時の総転送

量を向上させることが可能であることを検証した。 

拠点D

拠点C

拠点A

拠点B 通信経路の破損

帯域：大
帯域：小

制限時間：短

制限時間：短

途絶：無
転送時間：短

途絶：無
転送時間：短

途絶が発生せず
制限時間内に転送

  

  

  

多

少

 

 

図 4.4 被災の影響とデータ量を考慮したネットワーク制御手法 
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 エッジコンピューティングにおけるリソース検索システムの性能向上 

端末の高性能化や短距離無線技術の発展に伴い、Mobile Ad hoc NETwork(MANET)上で端末の余剰

リソースを共有するローカルモバイルクラウドに注目が集まっている。端末間で効率良く余剰リ

ソースを共有するためにはリソース検索システムを利用する必要があるが、MANET における既存

の検索システムは、頻繁な端末間の通信切断や非効率な負荷分散によって性能が低下してしまう。

そこで本研究では、端末間の物理的な接続関係を考慮することで、検索の安定性や通信負荷の分

散効率を高める手法を提案した。また、シミュレーション実験を通して、提案手法による検索成功

率の向上と負荷分散効率の向上を確認した。 

検索クエリ

検索失敗

該当する
データがない 検索クエリ

3. 移動した端末の
代わりに応答

2. データ復旧
メッセージ 検索成功

検索ターゲット検索ターゲット

1. 切断を
検知

提案手法
 

図 4.5 通信切断からのデータ復旧手法 

 

過負荷

負荷分散通信負荷が
減らない 過負荷

通信範囲
検索等

2. 負荷分散
1. 負荷分散
依頼

過負荷状態が解消

提案手法

検索等

既存手法
 

図 4.6 通信経路を考慮した負荷分散 

 

(3) 多元情報通信基盤の高度利用に関する研究 

多元情報通信基盤の高度利用に関する研究として、本年度は主に、スマートシティ、AR への応用、

パーソナルデータ流通制御支援、マルチメディア通信システムへの AI 適用等について研究開発を推進

した。 

 機械学習を用いた適応型ライブストリーミングサービス 

ライブストリーミングサービスは、高性能な PC だけでなく、低性能なスマートフォン等の端末

でも利用されている。しかし既存のストリーミングサービスは、ネットワーク帯域のみを考慮し、

その品質を制御しているため、様々な端末へ、各々の性能に適応した品質のサービスを提供する

ことは困難であった。そこで本研究では、端末が利用可能な資源、ストリーミングデータの特性

とサービス品質の関係を強化学習することで、各端末の性能・状況に適した品質でサービス提供

を行う資源適応型ストリーミングデータ品質制御手法を提案した。実験結果より、提案手法を用

いることで利用可能な資源に適応した符号化パラメータを決定したことを確認した。 
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図 4.7 資源適応型ストリーミングデータ品質制御手法の概要 

 

 利用者の多様性を考慮したパーソナルデータ流通制御支援 

人々が安心・信頼できるパーソナルデータ（PD）流通の実現へ向け、利用者が主導する PD 流通

基盤の社会実装に注目が集まっている。この基盤の利用者は、事業者に対して PD 提供の可否を設

定することで自身の PD の流通を自由に制御できる。しかし、一般の利用者が様々な事業者に対し

て PD の流通を適切に制御することは困難である。これに対し、利用者の設定履歴を分析し、個人

の好みを考慮した設定を推薦する手法の研究開発がなされているが、既存の手法は利用者の多様

性を十分に考慮できていない。本研究では、利用者の多様性を十分に考慮した支援手法の実現を

目的とし、好みだけでなく情報リテラシも考慮した適切な設定を推薦することで PD 流通制御を効

果的に支援する手法を提案した。また、PD 流通制御シミュレータを用いた実験により、提案手法

の有効性を評価した。 

 

 

設定履歴設定履歴設定履歴

提案手法

他利用者

対象利用者

調整設定

設定履歴

情報リテラシ推定

調整設定推薦

設定履歴
データベース

(S1)

(S2)

推薦

 

図 4.8 設定の一貫性に基づくパーソナルデータ流通制御支援手法の概要 
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(4) 多元情報の応用に関する研究 

本研究部では、各種センサを用いて人物・物体・環境を認識するための手法、及びそれらの手法を

用い実用的システムを構築するための技術に関する研究を進めている。本年度は、具体的な応用を視

野に入れ、以下の項目を中心とした研究・開発を行った。 

 映像中の移動物体の抽出・追跡に関する研究 

 動きの大きさを考慮した背景差分法に関する研究 

人物や車両など移動する対象の領域を時系列画像から抽出する手法として背景差分が現在

広く用いられている。背景差分は、過去に観測された画像から構築した背景モデルと、新たに

観測された入力画像とを比較し、入力画像中で見掛けが背景モデルと異なる箇所を対象領域

（移動物体の領域）として抽出する。このため、抽出対象に関する事前知識が不要（抽出対象

が既知である必要はない）という利点を持つ一方、撮影環境の変動など対象の動き以外の要因

で画像の見掛けが変化すると、対象領域の抽出精度が大きく低下するという問題を持つ。従来

の背景差分法の多くは、入力画像と背景モデルの違いを両者の画素値の違いで評価しており、

画素値の違いが大きい箇所ほど移動物体に対応する可能性が高いと判断していた。しかし、入

力画像と背景モデルの画素値の違いは、背景の状態や移動物体の色に依存するため、移動物体

に対応する可能性が画素値の違いに比例するとは限らない。本研究では、図 4.9に示すように、

画素値の違いが大きい画素の時空間での頻度を評価することで動きの大きさの推定を行い、従

来手法における問題の改善を図った。提案手法を用いることで、背景の変動に特徴的な「小さ

な動き・頻繁に生じる動き」を映像中で判別することができ、従来手法よりもより背景の変動

に頑健な背景差分法を実現することが可能となった。 

 

 

図 4.9 画素値の違いが大きい画素の時空間での頻度に基づく背景差分法 

 

 遮蔽の状況を考慮した移動物体の追跡に関する研究 

近年、監視カメラや行動認識など様々な分野で、カメラ映像に基づく人物追跡手法が利用さ

れている。一般的に人物追跡に対するアプローチは、初期フレームで対象を抽出し逐次追跡を

行う手法と、各フレームで対象を抽出しフレーム間で同一物体を対応付ける手法の 2つに大別

される。障害物で人物が遮蔽されると、両手法とも、同一人物の領域を探索する際の範囲（フ

レーム間隔・位置ずれ）を調整する必要が生じる。そこで、本研究では、映像中の各箇所の人

物領域の抽出頻度から推定した遮蔽の状況に基づき、探索範囲を動的に変更することにより、

従来手法よりも遮蔽に頑健な人物追跡を提案した。 
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 人物の骨格情報に基づく動作認識に関する研究 

近年、OpenPose等のライブラリを用いることで映像中の人物の骨格情報を高精度に抽出すること

が可能となった。本研究では、映像から抽出された人物の骨格情報に基づき、人物の動作（特に、

人物と物体のインタラクション）を様々なスケールで認識するための研究を行った。 

 手の周辺領域に基づく物体とのインタラクション検出に関する研究 

人物と物体の小さなスケールのインタラクションの一つに、物体を人物が手で動かす動作が

ある。映像から人物の骨格情報が高精度に得られるならば、手の周辺の領域を高精度に特定す

ることも可能となり、手と同様の動きを示す手以外の領域が手の周辺領域の中に存在するか否

かを判定すれば、物体を人物が手で動かす動作の有無を検出できると考えられる。そこで、本

研究では、図 4.10 に示すように、手の周辺領域 N 内の各画素の動き（オプティカルフロー）

と前腕の動きを映像中で決定し両者を比較することで、前腕が動いており、かつ前腕と同様の

動きを示す N 内の画素が多ければ物体を人物が手で動かしていると判定する手法を提案した。

本年度は、提案手法に基づくシステムを試作し、種々の状況を対象にした予備実験により提案

手法の有効性を実証した。 

 

 

図 4.10 入力画像、正解、従来手法、及び提案による対象領域抽出結果 

 

 人物領域からの食み出しに基づく所持品検出に関する研究 

人物と物体のやや大きなスケールのインタラクションの一つに、カバン等の所持品を人物

が身に付けて移動する動作がある。映像から人物の骨格情報が高精度に得られるならば、そ

れを膨張させることで人物の領域を精度良く推定することができ、そこから食み出した領域

を人物の所持品の領域として検出することが可能になる。そこで、本研究では、図 4.11 に示

すように、(1)人物の骨格を膨張させることで人物領域の雛型を生成し、(2)人物領域の雛型を

もとに画像中の前景領域から所持品候補箇所の推定を行い、(3)所持品候補箇所の特徴から所

持品領域を検出するという 3つのステップに従い、カバン等の所持品を人物が身に付けて移動

する動作を映像から検出する手法を提案した。本年度は、提案手法に基づくシステムを試作

し、試作システムの動作検証を通じて提案手法の有効性について検討を行った。 
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図 4.11 映像中の骨格とエッジを用いた所持品検出の流れ 

 

 距離画像に基づく人物の転倒検出に関する研究 

近年、一人暮らしの高齢者の転倒事故が問題となっており、それへの対応として、人物の転

倒を自動で検出する手法の実現が望まれている。転倒検出手法の中でも、距離画像を用いる手

法は、高精度な検出が期待できる一方で、人物が部分的に遮蔽された場合には、通常の映像（輝

度情報）を用いた手法と同様、その検出精度が低下するという問題を持つ。そこで本稿では、

図 4.12に示すように、距離画像をもとに人物の遮蔽状況の判定を行い、その結果に応じ検出

手法を切り替えることで、遮蔽に頑健な転倒検出を実現する手法を提案する。提案手法では、

人物の下半身周辺の距離画像から遮蔽発生の有無を判断し、その結果に応じて、全身の骨格情

報を用い検出精度が高い手法と上半身の骨格情報のみを用い遮蔽に頑健な手法を切り替える

ことで、より安定した転倒検出の実現を図っている。 

 

 

図 4.12 距離画像に基づく人物の店頭検出の処理の流れ 
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 AR技術を用いた作業支援システムに関する研究 

各種作業の支援への適用を目的として、AR技術に関する以下の研究を行った。 

 投影型 AR技術における投影情報の視認性の向上に関する研究 

近年、投影型 AR 技術を各種の作業支援に用いるアプローチが注目されている。このアプロ

ーチは、作業に必要な情報（文字や図形）をプロジェクタから作業箇所へ投影し、利用者が行

う作業を支援するものである。そのため、本アプローチによる作業支援の効果を高めるには、

投影情報の視認性の向上が重要な課題となる。投影情報の視認性を左右する要因の一つに、

投影された文字・図形（前景）と他の部分（背景）の識別の容易さ（両者のコントラスト比な

ど）がある。一般に、プロジェクタ内部の各種処理の影響で、プロジェクタへの入力値と投影

箇所での輝度値は比例しない場合があり、投影情報の前景と背景に各々対応するプロジェク

タへの入力値の一方を最大に他方を最小にしても、作業箇所で両者のコントラスト比が最大

になるとは限らない。そこで、本研究では、プロジェクタの特性や作業箇所の色に応じてプ

ロジェクタへの入力値を動的に制御することで作業箇所での投影情報のコントラスト比を向

上する手法の開発を行った。具体的には、プロジェクタと組み合せたカメラにより投影箇所

の状態を撮影し、その映像から推定した投影箇所の色に対して、投影情報のコントラスト比

を最大にするプロジェクタへの入力値を自動的に決定するシステムを試作した。プロジェク

タへの入力値を試作システムで制御することにより、投影情報の前景と背景に各々対応する

プロジェクタへの入力値の一方を最大に他方を最小にする場合よりも、投影情報のコントラ

スト比が改善され、投影された文字を利用者が読み取る時間が短縮されることを実験により

示した。 

 作業全体の支援に AR技術を利用するフレームワークに関する研究 

機器設定などの作業は、一般に、「1. 現在位置から作業箇所への移動」、「2. 作業箇所で

の対象機器の特定」、「3. 対象機器に対する各種の操作」など、一連の行動を順に行うこと

で全体が遂行される。AR技術を用いた従来の作業支援システムは、1 の動作のみを支援（利用

者が持つ携帯端末の画面へ、利用者の現在位置と対象機器の位置を建物の見取り図に重ね合

わせ提示）、あるいは 3 の動作のみを支援（携帯端末の内蔵カメラで撮影した対象機器の映

像へ作業に必要な情報を重ね合わせ提示）など、必要な動作の一部のみの支援を目的としてお

り、作業全体を支援するものとはなっていなかった。そこで、本研究では、1、 2、 3 全て

の動作をシームレスに支援することで、AR 技術を用いたより効果的な作業支援システムの実

現を目指している。具体的には、図 4.13 に示すように、利用者が持つ携帯端末の画面に以下

の表示を行うことで、各動作の支援を図る。 

A) 建物の見取り図上に、利用者の現在位置と対象機器の位置を重ね合わせ提示すること

で 1 の動作を支援 

B) 作業箇所に設置した固定カメラで撮影した作業箇所の映像上に、利用者と対象機器の

位置関係を重ね合わせ提示することで 2 の動作を支援 

C) 携帯端末の内蔵カメラで撮影した対象機器の映像上に、作業に必要な情報を重ね合わ

せ提示することで 3 の動作を支援 

本年度は、A)から B)へ、B)から C)へ切り換えを行うためのルールの検討、及びシステムの

構成について設計を行い、提案システムの試作と動作検証を行った。 
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図 4.13 利用者の状態による表示の切り換え： 利用者と対象機器が同時に固定カメラ

で撮影されるまでは A)を表示、利用者が持つ携帯端末のカメラで対象機器が

撮影されるまでは B)を表示、対象機器に対する操作を行う際は C)を表示 

 

○先端情報技術研究部 

本研究部は、教育・研究環境に対する最適な情報技術（IT）の利用支援と IT 利用技術に関する研究

開発を行うことを主たる任務としている。この任務に関し、特に医学における教育・研究分野への情報

通信技術 ICT の応用に関する研究開発を行い、「サイバー医療」の推進を行った。その概要は次のとお

りである。 

 

(1) 血行状態ディスプレイ「魔法の鏡」の開発 

本研究では、ビデオカメラで身体を撮影した映像に基づいて、オンライン・リアルタイムで血行状態

を表示する鏡型ディスプレイ「魔法の鏡」を構築している。本年度では、次のような開発を行った。 

A)血行状態や自律神経指標を直感的に利用者に提示する鏡型ディスプレイの開発 

まず、本プログラムの出力機能として、自律神経指標に関する直感的 2次元表示機能を導入した。す

なわち、従来の心拍数変動検査において心拍数揺らぎに基づく自律神経指標としてよく使われている

CVRR（心拍間隔の平均値で規格化された表運偏差）を横軸に取り、脈波振幅 PA（一拍内の脈波の最大値

と最小値の差）の時系列に基づく自律神経機能を表わす新しい指標（μPA）を横軸に取った図 4.14a)の

ような表示方法を採用すると、高齢者が左下に分布し、若年者が右上に分布することがわかっている。

そこで、本システムにおいても、同様の表示方法を採用し、図 4.14b)のような表示を行う方法を採用し

た。また、図 4.14c)は、心拍間隔変動のパワースペクトル密度関数と、その積分値から計算される LF

成分（0.08Hz～0.15Hzの積分値）、HF成分（0.15Hz～1.5Hz の積分値）、及びその比 LF/HFの表示である。

これらはストレスの評価のための伝統的な尺度とされているものである。 

図 4.14b)のような表示方法は、心臓の時変作用としての副交感神経活動の強さと、末梢の血管運動を

介した循環系の制御機能の良し悪しを、同時に直感的に評価できる表示方法であり、他のウェアラブル
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センサなどでは採用されていないものである。 
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図 4.14 映像脈波から算出される自律神経指標の表示方法 

 

 

次に、別の出力機能として、呼吸統制による血圧低下を促す訓練を促進するためのゲーム的要素を

導入した。本システムを用いると、身体映像から遠隔・非接触的に心拍数変動が計測できるので、ビ

デオカメラ以外に何のセンサも使わずに、自律神経活動をコンピュータに伝えることができる。これ

によって、人間の内部状態に基づいたゲームを構成することが可能となる。さらに、本システムでは、

脈波振幅 PA、あるいは脈波伝搬時間差 PTTD を計測できるので、それらの情報を反映させることもで

きる。 

 図 4.15は、10秒周期呼吸を行うことによって瞬時心拍数 HRを低下させ、それが目標値（この場合

は 63bpm）以下になった時に、得点が得られるようにしたゲームの一例である。画面の中の白い横向

きの剣は、その位置が HR の大きさで決まるようになっており、HR が小さくなるほど左に動き、HR≦

63bpmのときに左方のハートマークに突き刺さるように設定されている。  

このようなゲームを行うことにより、心拍数低下と血圧低下を促すための 10 秒周期呼吸統制に対

する習慣性が身につく可能性がある。 

a) 瞬時心拍数が目標値に達していないとき b) 瞬時心拍数が目標値に達したとき
 

図 4.15 心拍数低下と血圧低下を促すための 10秒周期呼吸統制による映像脈波を用いたゲーム 
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 次に、Matlab＋Matlabコンパイラ環境において、映像ファイルに対して、顔と手の自動認識・追尾

機能・セグメント最適化機能を有するプログラムの開発を行った。これによって、身体がある程度動

いた場合であっても、確実に映像脈波の抽出が可能になるような条件を、どのような Windowsパソコ

ンにおいて探索・検討することができるようになった。 

 図 4.16 は、本プログラムの表示例であり、自動顔認識（点線の矩形領域）とカラー映像信号にお

ける色相と YCbCr 変換の Cr 値によって肌色領域の抽出を組み合わせた頬、額、掌の各部分の自動分

離の動作を示すものである。 

 

⑪

スライダを動かして，解析対象を示
す楕円の大きさを変更

「範囲指定」をクリックし，マウスでド
ラッグしてCrの上限と下限を変更

「除外範囲」をクリックし，マウスでドラッ
グして色相の除外範囲の上限と下限を変更

クリックすると多項式フィル
タを使用しないモードとなる

クリックすると，間引きモードからフレーム
毎の表示になる（ただし解析速度は低下）

「目の場外範囲指定」をクリックし，マウスでド
ラッグして，両目部分の除外範囲を選択

楕円の大きさを小さくして肌色
境界の変動をなくした場合の例

 

図 4.16 頬、額、掌の各部分の自動分離の動作 

 

B) 1か所の映像脈波から血圧変動を推定する手法の開発 

昨年度までに開発した血圧変動推定方法は、身体の 2か所の映像脈波の位相差（脈波伝搬時間差）

を使うものであったが、これを 1か所の映像脈波だけから血圧変動を推定する方法を開発し、特許出

願した（吉澤誠，杉田典大,“生体情報計測装置、生体情報計測プログラム、及び生体情報計測方法”，

特願 2017-230362、出願日 2017年 11月 30日）。 

図 4.17a)の青線は 1か所の肌部分の解析対象領域の映像脈波信号であり、緑線はこの映像脈波に心

拍周波数を中心周波数とする帯域の狭い帯域通過フィルタを通した信号である。このとき緑線は基本

波成分の信号とみなせる。基本波の極大値を与える時刻と元の映像脈波信号の極大値を与える時刻の

時間差を TD[ms]で表す。17 名の被験者に対して、連続血圧計による収縮期血圧を計測したところ、

図 4.17b)のように、TD は収縮期血圧に対して負の相関をした。相関の強さは、解析対象領域によっ

て異なり、掌が最も相関（-0.6）した。これに対して従来の方法では、頬と掌の 2つの映像脈波の位

相差が収縮期血圧と 0.6程度の正の相関をした。 

以上のように、新手法は従来法と同程度の精度で、掌 1か所の映像信号さえあれば、血圧変動情報
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が得られる。ただし、従来法と同様に、血圧の絶対値は得られず、あくまでも血圧の変動成分が得ら

れるだけである。 
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吉澤誠，杉田典大,“生体

情報計測装置、生体情
報計測プログラム、及び
生体情報計測方法”，特
願2017-230362 (出願
日：2017年11月30日)

遠隔・非接触的
に血圧変動の推
定が可能

a)

b)

 

図 4.17 1か所の映像脈波から血圧変動を推定する手法 

 

 

C)クラウド型映像脈波解析システムの開発 

スマートフォンや PC などのプラットフォームに依存しない、クラウド型映像脈波解析システムの

プロトタイプを開発した。 

図 4.18は、Windowsサーバー上で動作する phpスクリプトで実現した本システムの動作例である。 

まずユーザーは、インターネットに接続しているパソコン、またはスマートフォンによって、同図

a)のような、本システムのサイトのトップページにアクセスし、パスワード認証を受けた後、ユーザー

のプラットフォーム内に予め保存されている映像ファイルをアップロードする。アップロードして出

現する動画像において解析対象（心臓から見た遠位部と近位部）をマウスで指定すると、サイト内解

析エンジンが自動的に動作し、同図 b)のように、映像脈波解析結果が順次表示されていく。この例の

場合は映像脈波信号と血行状態を表すモザイク表示である。解析対象時系列は、解析対象の種類（遠

位部・近位部）と時系列の種類（心拍間隔変動・脈波振幅変動）の組み合わせで決まる 4種類である。 

同図 c)は、脈波の短時間パワースペクトルに基づく時間周波数解析結果の表示例である。これによ

り、LF成分や HF成分の時間的推移を直感的に確認することができる。また、同図 d)は、上記の各解

析結果時系列に対応するｃｓｖファイルの出力例である。各ｃｓｖファイル名をクリックすると、対

応するデータがダウンロードされ、ユーザーのプラットフォームの MS エクセルが立ち上がる。その

後は、通常のエクセルの処理と同様であるため、ユーザーの好みに応じた描画処理等を行うことがで

きる。 
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8

a) b)

c) d)

 

 

図 4.18 クラウド型映像脈波解析システムの例 

a) トップページ（パスワード認証後の映像ファイルアップロードの待機）の画面 

b) 映像ファイルアップロード後の映像脈波解析結果（脈波及びモザイク表示）表示 

c) 脈波の時間周波数解析表示 

d) 解析対象の種類（遠位部・近位部）と時系列の種類（心拍間隔変動・脈波振幅変動）の 

4組の時系列から得られる自律神経指標のｃｓｖファイル出力 

 

本システムはクラウドサービスであるため、パソコンやスマートフォンへの特別なアプリのイン

ストールが一切不要である。 

 

D)プライバシー保護のために映像脈波抽出を困難にする手法の開発 

ビデオ映像から心拍数や血圧情報を算出する技術は、他人の身体映像が得られれば、それから算出

される生体情報や健康情報を勝手に奪うことができるということを意味している。身体が映った映像

は、ビデオカメラで撮影・録画した映像ファイル、テレビ放送などから録画した映像ファイル、ある

いは、インターネット上に無数に存在する映像ファイルなどから、誰でも容易に入手できるため、プ

ライバシー保護の観点から大きな社会問題である。 

映像に含まれる身体部分にモザイク処理をする方法を使えば、脈波信号の抽出を不可能にすること

ができるが、不自然な映像となる。または、MPEGなどの既存の映像ファイルの圧縮方法によって高圧

縮率で圧縮すれば、脈波信号を抽出できにくくすることができるが、映像品質が劣化する。 

パナソニックが出願した公開特許においては、「肌色領域における画素あるいは小領域の輝度値時

系列の微小変動を平滑化し、それを元の画素あるいは小領域の輝度値に置き換える」方法が提案され

ており、そのための具体的な方法として、フレーム周波数をサンプリング周波数とする 3次の移動平

均フィルタ（FIRフィルタ）を採用しているが、心拍数成分を効率的に除去することは困難である。 

そこで、輝度値時系列の微小変動を平滑化する方法を用いずに、映像信号を処理することによって、

脈波信号を不可逆的に抽出できないようにするとともに、見た目が自然な映像になるようにすること

を目的とする方法を考案し、特許出願した（吉澤誠、杉田典大: 信号制御装置、信号制御プログラム、
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及び信号制御方法、 特願 2018-58836、出願日：2018 年 3 月 26 日）。具体的には、図 4.19 に示した

概念図のようなもので、この方法を使えば肌領域におけるすべての画素の輝度時系列信号は、全く平

滑化されていないが、その位相がランダムで揃っていないため、肌領域の画素についての平均値とし

て求めた輝度時系列信号には、心拍数成分が含まれないようになる。 

A) 各フレームの肌領域における各画素につ
いて，平均心拍間隔の間で一様となる乱
数に従って決めた時間を求める．

ランダムな時間間隔

B) 肌領域における各画素のRGBの3成分の輝度時系
列を，A)で決めたランダムな時間だけ遅らせて，
同一画素の対応する3成分の輝度値として戻す．
戻す場所が肌領域でない場合には戻さず，元の輝
度値のままとする．

平均心拍間隔

ランダムな時間間隔

画素ごとの加算平均を行うことで
映像脈波が得られる．

 

図 4.19 映像脈波抽出を困難にする手法 

 

(2) バーチャル足こぎ車いすシステム使用時における下肢の機械インピーダンス推定 

足こぎ車いすは、脳卒中片麻痺患者などの歩行困難者が健常側の足でペダルを漕いで進むタイプの

車いすであり、手で漕ぐ通常の車いすより負担が少なく、かつ速く移動することが可能である。また、

普段動かさない麻痺側の足を積極的に使うことで、廃用症候群などを防止する効果があるとされてい

る。一方、現在の足こぎ車いすは構造が決まっており、体格や麻痺部位が異なっている使用者それぞ

れにとってこれが最適な形状であるかどうかは不明である。そこで本研究では、使用者にとっての身

体的負担が少なく、かつ必要最小限の筋力でより大きな駆動力を生じさせるための足こぎ車いすの構

造を明らかにすることを目的とした。 

この身体的負担を評価する手法として、漕ぎ動作時の下肢における機械インピーダンスに着目した。

機械インピーダンスとは、慣性、粘性、剛性からなる物理パラメータであるが、ヒトの運動に当ては

めた場合、筋骨格系の特性を反映するパラメータとして考えることができる。ヒトは運動の安定性を

確保するために無意識のうちに機械インピーダンスを調整しているとされており、この調整をうまく

行うことが出来ない状況下では身体に負荷がかかることが予想される。研究では、足こぎ車いすのバー

チャルリアリティシステムを使用している最中の機械インピーダンスを得るための基礎的実験を実施

した。具体的には、ペダルに外乱トルクを与えた際のクランクの角速度を計測し、その変化から機械

インピーダンスを推定できるかどうかの検証を行った。実験の結果、現在のパウダブレーキによって

外乱トルクを与えるシステム（図 4.20）では、機械インピーダンスを安定して推定することが出来な

い可能性があることが分かった。 
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図 4.20 下肢機械インピーダンス推定のための測定システム 

 

(3) 頭部揺動機構を備えた次世代ヘッドマウンテッドディスプレイの開発 

近年、安価で高精細なヘッドマウンテッドディスプレイ（HMD）が続々と登場するなど、バーチャル

リアリティ（VR）環境が我々の生活の中にも浸透しつつある。HMDを用いて提供される VRコンテンツも

より高精細なものへと進化しており、特に視覚刺激に関しては極めてリアリティが高いものも存在する。

一方、ユーザーによっては、VR コンテンツを利用する際に、吐き気や胃のむかつきなどの「VR 酔い」

と呼ばれる動揺病に似た症状を生じることが報告されている。VR酔いの原因として最も有力な説は「感

覚不一致説」であるが、これは、生体が受けている感覚の間で情報の矛盾があるとその処理に大きな負

荷がかかり、これが不快感や不調につながるというものである。HMDを用いて VRコンテンツを体験する

場合に当てはめると、視覚では動きを知覚しているのに対し、実際の身体は動いていない（前庭感覚で

動きが知覚されない）ために感覚の不一致が生じると考えられる。本研究では、映像の動きに合わせて

前庭感覚を刺激することで VR 酔いを低減し、かつ、これまでにない高臨場感を与えることが出来る新

しいタイプの HMDを開発することを目的とする。 

前庭感覚提示に関する基礎的データを得るため、図 4.21 に示すような、ワイヤーを使って頭部を揺

動させる機構を試作した。これは、ヒトの前庭感覚器は耳の奥に存在するため、従来のモーションベー

スのような身体全体を乗せて動かす大掛かりな機構を用いなくても、頭部のみを適切に動かすことで前

庭感覚を人工的に与えることができるのではないかという仮説に基づいている。今後は、本試作機に映

像提示部を加えたデバイスを作製し、さらに構造を改良していくことで、より自然な頭部揺動で人工的

な前庭感覚を提示できる機構の完成を目指す。加えて、提案システムを使用した際の酔い低減と臨場感

向上の効果について、実験的に確認を行う予定である。その際、視覚心理学の知見に基づいた実験専用

の VR 空間を構築し、その中で新しい HMD を体験した際の主観評価や行動観察から、システムの有効性

や安全性について検証を行う。 
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図 4.21 頭部揺動機構を備えたヘッドマウンテッドディスプレイの試作機 

 

(4) 安全な次世代型 4次元放射線治療システムのための肺腫瘍画像追跡法の開発 

本研究では、胸部並びに腹部など体幹部の腫瘍の理想的な放射線治療の実現に向け、次世代型 4次元

放射線治療（4D-RT）システムを開発している。4D-RT では、体幹部腫瘍の位置・形状の変化をリアルタ

イムに計測し、計測結果に基づき放射線照射範囲を腫瘍のみへ限局するよう制御する。これにより、周

辺健常組織の被ばくによる副作用を抑制するとともに、患者負担なく短時間で治療効果向上に必要十分

な線量の腫瘍への投与を実現可能という特長を持つ。 

4D-RT の基礎となる正確・高速な体内腫瘍位置追跡を達成するために、例えばオプティカルフローに

基づく方法（P T Teo et al., Meas Sci and Tech, 2013）などこれまでに多くのマーカレス腫瘍位置

追跡法が提案されている。既存手法の多くに共通する課題として、腫瘍の変形が未考慮である点が挙げ

られる。すなわち、軟部組織である腫瘍には呼吸に伴い伸び縮みや回転といった変形が生じ、これを考

慮しない追跡では、追跡誤差増大が懸念される。腫瘍の変形に対応可能な追跡手法としては、ホモグラ

フィ変換を用いた腫瘍追跡法（X. Zhang et al., Proc of SICE2016, 2016）が提案されている。ホモ

グラフィ変換は、拡大・縮小、せん断、回転、平行移動、平面射影を表現可能な非線形座標変換であり、

様々な変形表現に柔軟に対応する。一方、8 次元の変換パラメータを最適化せねばならず、相対的な計

算量の多さはリアルタイムな照射制御には不向きと考えられる。そこで本年度は、腫瘍変形の考慮とよ

り高速な追跡の両立を目的とし、拡大・縮小、せん断、回転、平行移動を表現可能な座標変換であるア

フィン変換（Affine Transformation, AT）を用いた腫瘍追跡法を開発した。 

開発したアフィン変換を用いた腫瘍追跡法では、アフィン変換とその変換パラメータを高速に推定可

能な手法である Compositional algorithm（S. Baker et al., Int. J. Comp. Vis., 2004）を用いた。

フレーム番号を t としたときの提案法の腫瘍追跡手順を図 4.22 にまとめる。アフィン変換を用いた腫

瘍追跡法の追跡性能及び処理速度を評価するため、臨床 X 線画像 7 例（15 fps, 120-710 フレーム）を

用いて腫瘍追跡実験を行った。また、アフィン変形の有効性検証のために平行移動のみ（Only 

Translation, OT）を考慮した腫瘍追跡法とホモグラフィ変換（Homography Transformation, HT）を用

いた腫瘍追跡法による追跡実験も実施した。追跡誤差の評価指標には、腫瘍重心位置の推定値と真値の

ユークリッド距離のフレーム平均、処理速度の評価指標には 1フレームあたりの処理時間の平均値を用

いた。 

図 4.23 に提案法を用いた腫瘍追跡結果例を示す。テンプレート画像と最も類似されていると推定さ

れた領域には傾き回転といった変形が見られ、腫瘍に起こりうる変形に応じた追跡を行っていることが
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分かる。また、AT法、OT法、そして HT法の平均追跡誤差は、それぞれ 1.41±0.51 mm、1.45±0.54 mm、

そして 1.48±0.54 mmであった。また、AT法と HT法の平均処理時間は、40.7 ms と 50.5 msであった。

このように、提案追跡法である AT法は平均追跡誤差において最小の平均追跡誤差を記録した。加えて、

AT 法の平均処理時間は HT 法と比較して短い結果となり、より高速に追跡可能であった。これら臨床 X

線画像を用いた腫瘍追跡実験の結果より、提案する AT 法はより小さな誤差での腫瘍追跡を高速に実施でき

ることが確認された。したがって、提案法は 4D-RTの動的照射制御に用いる画像追跡法として実用上、有力

な選択肢であり、4D-RTの治療効果向上と副作用低減への寄与が期待される。 

 

 

図4.22アフィン変換を用いた腫瘍追跡法の追跡手順 図 4.23アフィン変換を用いた腫瘍追跡法による 

追跡結果の例 

 

 

(5) 深層学習を用いた乳房腫瘤検出のための計算機支援画像診断システムの開発 

本研究では、医用画像診断の計算機による支援(computer-aided diagnosis: CAD)システムを用いて、

医師の読影業務負担軽減と、それによる医療費削減を目的としている。このために、従来の画像処理並

びにパターン分類技術に、医師の高度な専門知識に基づく診断論理を反映させた、新しい高性能な画像

診断アルゴリズムを開発している。本年度は、女性の部位別がん罹患率第 1位の乳癌の早期発見に有効

なマンモグラフィを対象に、乳がん病変を含む異常画像を検出する新しい手法を提案した。 

従来の CADシステムは、病変のみを正確に表す特徴量を定義・設計することが難しく、病変を見逃さ

ないように検出すると、同時に似たような特徴をもつ正常組織も多く誤検出してしまう問題があった。

そこで、この特徴抽出の困難さを解決するため、近年注目を集めている深層学習の一種である deep 

convolutional neural network（DCNN）を用いた乳房 X 線画像上の病変検出システムを提案した。DCNN 

は、特徴量及び識別規則を学習的に自動獲得することができ、自然画像認識の分野においては従来法を

上回る高い性能を示すことが知られている。しかし、DCNN の学習に必要な大量の医用画像を収集する

ことは極めて困難であるため、事前に大量の自然画像を用いて学習済みの DCNN に対し、医用画像を追

加で学習する、いわゆる転移学習の枠組みを適用することでこの問題を解決した。さらに、正常な組織

が左右乳房でほぼ対称に分布するという画像解剖学的特徴に着目し、左右比較により対称性考慮が可能

な DCNNの新たな構造を提案し、病変検出性能の向上を試みた（図 4.24）。 
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図 4.24 乳房 X線画像上の腫瘤検出システムの概要（左）と 

対称性を考慮した病変識別 DCNNの構築（右） 

 

乳房 X 線画像の公開データベースを用いて病変検出実験を行った。評価指標として free-response 

receiver- operating characteristic （FROC）曲線を用いた。検出性能評価の結果を図 4.25 に示す。

比較として、手動設計された病変特徴に基づく従来法の結果を併せて示す。また提案法の性能改善策で

ある、転移学習、前処理により病変が存在する確率が高い領域のみを検出対象とする対象領域制限、そ

して左右対称性考慮について、これらの有無による結果を比較した。ここで「対象領域制限なし」では、

乳房領域全体を病変検出の対象領域とした。図 4.25 では、すべての改善策有の場合（提案法②）と無

（提案法①）の結果のみ示す。FROC 曲線は、図中左上隅に近いほど、病変検出性能が高いことを表す。

提案法は、病変を正しく病変と判断した割合が 90%のとき、正常領域を誤って病変と指摘した個数が乳

房 X 線画像 1 枚当たり 0.93 個となり、手動設計された病変特徴に基づく従来法を大幅に上回るだけで

なく、臨床上十分な病変検出性能を達成した（図 4.25の矢印）。 

 

 

 

図4.25 乳房X線画像上の腫瘤検出性能評価の結果 

  曲線が左上を通るほど検出性能が高い 
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(6) 方向統計学に基づく高精度信号マッチングのための技術開発 

本研究は、位相限定相関(POC: Phase-Only Correlation)関数を用いた信号マッチング技術に関して、

その理論的な妥当性及び性能限界を明らかにすることを目指している。さらに、方向統計学という新

しい方法論に基づく POC関数の統計的解析法の確立を目指している。本手法では、2つの信号間の位相

スペクトル差を確率変数と仮定し、POC関数の期待値と分散を理論的に導出することにより、位相スペ

クトル差の変化に対する POC 関数の挙動を解析している。さらに、方向統計学の考え方を導入し、位

相スペクトル差が角度データであることを考慮した上での統計的解析を行っている。 

平成 29 年度は、POC 関数の確率分布を導出し、POC 関数のピークとサイドローブを区別するための

閾値を適切に決定するための理論構築をめざした。このことは、POC関数を用いた信号マッチングの性

能限界の評価に必要である。まず、POC 関数のピークとサイドローブの性質を明らかにするため、POC

関数の評価指標として、SNR（Signal to Noise Ratio）と PCE（Peak to Correlation Energy）の一般

式を導出した。また、これらの評価指標が 2 信号間の位相スペクトル差の円周分散を用いて表せるこ

とを示した。図 4.26に、位相スペクトル差の円周分散に対する POC関数の SNR 及び PCEの期待値の変

化を示す。図 4.26 に示した通り、位相スペクトル差の円周分散の増加に対して、SNR は単調減少し、

PCE の期待値も単調減少することがわかる。また、信号長の増加に対して、SNR は単調増加し、PCE の

期待値は単調減少することもわかる。 

 

図 4.26 位相スペクトル差の円周分散の変化に対する POC関数の SNR及び PCEの期待値の変化 

 

さらに、2つの信号が似ているか似ていないかを判定するためには、POC関数のピークとサイドロー

ブの確率分布を明らかにし、それら両者を明確に区別できる範囲を求める必要がある。本研究では、

POC関数の極座標分布を導出することにより、POC関数の絶対値の確率分布の理論式を導出した。図4.27

に、POC関数のピークとサイドローブの絶対値の確率分布を導出した結果の例を示す。ここでは、信号

長を N=2として、位相スペクトル差を正規分布に従う確率変数と仮定し、POC 関数のピーク及びサイド

ローブの確率分布の理論値(確率密度関数)と実験値(ヒストグラム)を比較している。図 4.27より、実

験的に得たヒストグラムと理論的に導出した確率密度関数とはほぼ合致していることがわかり、確率

密度関数の正当性を示す結果となっている。 
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図 4.27 POC関数のピーク(左図)とサイドローブ(右図)の絶対値の確率分布 

実験的に得たヒストグラム(histogram)と理論的に導出した確率密度関数(pdf)の比較 

 

今後の課題として、POC 関数のピークとサイドローブの確率密度関数をもとに、誤り率を最小とする

閾値を理論的に導出することをめざす。また、それらの結果をもとに、POC関数を用いた信号マッチン

グ技術の雑音に対する耐性を表す評価指標を導出し、どの程度の雑音が許容できるかを明確化するこ

とが求められる。 

 

○高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門 

高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門は、高性能計算に関する産学研究拠点として、平成 26年度

に設立された研究部門である。本研究部門では、本センター教職員・利用者・システムべンダーの技術

者が連携することで、アプリケーション・システムの協調設計を推進している。これにより、スーパー

コンピュータシステムとシミュレーション技術の高度化とその応用に関する研究を強力に推進しなが

ら、将来の計算機科学と計算科学の発展を担う人材育成を行う研究・教育環境の整備を目的としている。

以下に、平成 29年度の本研究部門における活動について述べる。 

 

(1) プログラムの高速化技術に関する研究・開発 

 本研究部門では、利用者・本センターの教職員・NEC の技術者が密に連携した高速化支援体制・共同

研究体制の下、ユーザコードの高速化支援に取り組み、臨床学的な知見に基づいたプログラム高速化技

術に関する研究に取り組んでいる。具体的には、利用者との打ち合わせを重ね、本研究に携わる者がこ

れらを理解しながら、大規模科学計算システムに適したアルゴリズム、プログラミング、データ構造に

ついて提案している。平成29年度は、スーパーコンピューティング研究部の教員と共に本センターで実

行されているアプリケーションの大規模並列化に取り組み、表4.1に示す通り7件のプログラムに対して

高速化を試み、4件については単体性能で平均約5.9倍、3件については並列性能で平均約1.2倍の性能向

上を達成できた。このほかにもユーザコードの最適化に関する計算機科学者との共同研究成果を国内会

議、国際論文誌、国際会議の招待講演等で積極的に発表している。 
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表4.1 平成29年度高速化実績 

 

 

(2) アプリケーションとの協調設計に基づく高性能計算システム開発 

 前述のアプリケーションの最適化を通して将来のスーパーコンピュータシステムに求められる性能

要件の明確化と、次世代スーパーコンピュータシステムが設計される時代のデバイス技術等の調査に取

り組み、次世代の大規模科学計算システムのアプリ・システムの協調設計を行っている。 

 平成29年度は、これまで取り組んできたアプリケーション要件、及びデバイス技術に基づく設計空間

の探索に基づき、演算性能とバランスの取れた高メモリバンド幅を実現するプロセッサの設計指針を明

確化した。また、平成29年度に発売が開始されたNECの新型スーパーコンピュータSX-Aurora TSUBASAを

用いて、高メモリバンド幅を要求するアプリケーション実行性能の検証を実施した。現行のコモディ

ティプロセッサであるIntel Xeonプロセッサに対して、SX-Aurora TSUBASAの高メモリバンド幅プロセッ

サが実行性能面のみならず、電力あたりの性能においても優位であることを示した。これら取り組みに

より、平成25年度までに実施してきた文科省の公募事業「将来のHPCIシステムのあり方調査研究」を通

して得られた高メモリバンド幅を有する将来のHPCIシステムの基本設計の詳細化検討、及び検証を実施

した。 

 

 

プログラム

番号 

 

主な改善点 
性能向上比 

単体性能 並列性能 

1（沖野先生） 

グローバルメモリ機能の使用による通信性能の改善 

非同期通信への変更による通信性能の改善 

演算オーバーラップ機能の使用 

 
1.2倍 

（32コア並列） 

2（春日先生） 

配列定義の変更による平均ベクトル長の改善 

指示行による再内ループの展開 

指示行によるメモリアクセス性能の改善 

1.8倍  

3（松尾研） 

指示行の挿入によるベクトル化の促進 

ループブロック化、マスク処理、ループ交換によるベクトル

化の促進 

10倍  

4（松尾研） 
計算カーネル部分について、ループブロック化、マスク処理

によるベクトル化の促進 
1.7倍  

5（高橋先生） 

不要な演算の削減 

依存関係解消のための作業配列追加によるベクトル化の促進 

MPI通信性能の改善 

ハイブリッド並列の効率化 

メモリ使用量の削減 

 

約 5000倍 

（512コア並列 

・推定値） 

6（MRJ） 
指示行の挿入による演算効率の改善 

指示行の挿入によるメモリアクセス性能の改善 
 

1.3倍 

（32コア並列） 

7（山本先生） 

複雑な条件分岐の簡略化のためのループ分割によるベクトル

化の促進 

通信命令の並び替えによる通信性能の改善 

10倍 
1.05倍 

（636コア並列） 
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(3) SX-Aurora TSUBASAの早期性能評価 

平成 29 年度は、最新のベクトル型スーパーコンピュータ SX-Aurora TSUBASA の早期評価を行った。

クローズドβプログラムにより、先行して利用することができた SX-Aurora TSUBASA を用いて、基本性

能や使い勝手の初期評価を行った。まず、SX-Aurora TSUBASA の特徴の 1 つである高いメモリバンド幅

を、ストリームベンチマークを用いて評価した。その結果、高い実効メモリバンド幅性能を達成できる

ことが分かった。次に、行列積計算や姫野ベンチマーク、東北大学で実際に利用されている実アプリケー

ションのカーネルを用いて評価を行った。その結果、SX-Aurora TSUBASA の高い実効メモリバンド幅に

よって、多くのプログラムにおいて高い性能を達成できることが分かった。SX-Aurora TSUBASA では、

新しいシステムアーキテクチャと実行モデル、標準の Linuxの採用により、特別なプログラミングが不

必要であり、従来のベクトル型スーパーコンピュータの高い使い勝手を踏襲しつつ、高い実効性能を実

現できる可能性があることを明らかにした。 

 

(4) リアルタイム津波浸水被害予測システムの社会実装 

 平成26年度から研究・開発を進めてきたリアルタイム津波浸水被害予測システムが、内閣府の総合防

災情報システムの一機能として採用された。本研究部門は、内閣府の「津波浸水被害推計システム整備

業務」において、津波シミュレーションプログラムの開発と最適化、及びシステムの基本設計を担当し

た。本整備業務は、南海トラフ地震を想定して静岡県から鹿児島県までの沿岸地域を対象として、津波

被害の推計を30分以内に行うシステムを開発・整備するものである。ここで30分は地震発生から内閣府

へ推計結果を送信するまでの時間である。 

 

 

図4.28 被害推計の領域 

 

本研究部門は、シミュレーションプログラムの開発を災害科学国際研究所と共同で実施し、静岡県か

ら鹿児島県までの広範囲の津波浸水被害シミュレーションを 5分以内で実施できるように、昨年度、研

究開発した多角形領域接続モデルの実装と並列化を実施した。本実装では SX-ACEの性能を最大限に引

き出すために、多角形領域接続モデルの長軸をベクトル化できるようにし、並列化では領域間の計算資

源の割り振りを最適化しロードバランスの調整を行った。この結果、SX-ACE 388ノードで 5分以内のシ

ミュレーションを実現することができた。また、本システムの基本設計では、地震情報の入力から推計

結果の配信までの制御方式の設計を実施した。設計には NQSIIのバッチ機能を活用し、処理フローの簡

素化を実現した。本システムは 10月 31日に納品を終え、11月 1日から運用を開始した。 
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○クラウドサービス基盤研究室 

クラウドサービス基盤研究室は、安全で信頼性の高いクラウドサービスを構築し、世界中様々な場所

からの安全な利用を実現するための、システム及びネットワークの基盤技術に関する研究を行うために、

平成 29 年 4 月に設置された。3 月まで存続していた旧・最先端学術情報基盤研究室(CSI 研究室)より、

学術系無線 LANローミング基盤である eduroamを含む、認証連携基盤の運用支援を引き継ぎ、より広い

範囲で認証連携基盤や無線 LANローミングシステムの開発と高度化を継続した。 

旧 CSI研究室は、国立情報学研究所(NII)による最先端学術情報基盤(CSI)構築のための委託事業を主

に担当する研究室として平成 18 年に設置された。委託事業終了後の平成 25 年度以降、平成 28 年度ま

での期間、同 CSI構築のための支援を主に担当する研究室として活動を継続していたものである。 

クラウドサービス基盤研究室では、平成 29年度、以下の研究開発業務を行った。 

 

(1) eduroamの開発・運用支援 

平成 18年度に国立情報学研究所ネットワーク運営・連携本部認証作業部会 eduroamグループ(主導は

東北大学)が主体となって日本に導入した無線 LANローミング基盤 eduroamは、平成 28年 3月までの実

証実験の間、東北大学が国内運用の責任機関として運用実務と研究開発を継続してきた。国内の基盤で

ある eduroam JPは、同年 4 月より NIIの正式サービスとなった。本研究室では eduroam JPの運用実務

と研究開発を継続し、平成 29年度は以下の成果を得た。一部の活動については、NIIの客員教員の活動、

及び、NII 共同研究「[戦略課題]次世代学術情報基盤のための革新的アーキテクチャ・ICT 活用教育環

境及び大規模公衆無線 LAN ローミング環境を支えるインターローミングアーキテクチャの開発」と連携

した。 

 

 eduroamの運用と国内機関の eduroam接続支援 

eduroam及び国内の eduroam JPの運用について、eduroam JPトップレベル RADIUSサーバの管理・

運用を行うとともに、安定運用のためにサーバのハードウェア及びソフトウェアの更新などを行っ

た。平成 29年度末までに 33機関の新規接続を支援し(総数 211機関)、学術情報基盤の高度化に貢

献した。実施要領や技術基準・運用基準など規程類の作成、その他技術文書の作成支援を行った。 

 

 

図 4.29 eduroam JP参加機関数の推移 (2009～2017年, 2018年 3月) 
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 eduroam / eduroam JPの国内外への情報展開・教育活動 

45th APAN meeting (3 月, シンガポール)に参加して、研究開発及び運用に関して諸外国との情

報交換と報告及び議論を行った。 

GÉANT (旧 TERENA)の Global eduroam Governance Committee (GeGC，2010年 11月発足)に本年度

も引き続きアジア太平洋州の代表として参加して、eduroam の国際運用に貢献した。また 4 期目に

も引き続きメンバーとして選出された。 

国内の各種会議で講演するなど、キャンパス無線 LANローミングの運用と開発に関して情報展開

と普及啓発活動を行った。 

 

(2) eduroam代理認証システムの運用 

平成 20年度に実証実験としてサービス提供開始した eduroam代理認証システムは、機関ごとに RADIUS

サーバを設置しなくても容易に利用でき、eduroam 利用の裾野を大きく広げる役割を担っている。平成

29年度は利便性向上に関する機能拡張に加えて、後述する次世代ホットスポットへの対応を進めた。年

度末時点で、代理認証システムは国内の eduroam参加機関の約 30%にあたる 64 機関に利用されるに至っ

た。また、平成 26 年度に拡張した「オンラインサインアップシステム」については、11 機関がこの機

能を有効にしており、有用性が認められた。 

 

(3) 会議向け機関限定 eduroamアカウントの試行 

代理認証システムは、一部の機関においてゲストアカウントの発行に利用されている。平成 26 年度

に、当システムの性質を利用して、国際会議等の学術会議のゲストアカウント発行にも利用できるよう

に「会議向け期間限定 eduroam アカウントの試行」を開始した。本年度もこれを継続し、年度内に 11

会議に利用された。今後さらに試行を継続し、正式運用に向けて提供条件等についての検討を続ける。 

 

(4) 初等・中等教育機関向けセキュア無線 LANシステムの開発と啓発活動 

国内では、文部科学省が学校における無線 LAN の必要性を唱え、ICT 環境整備における基本的なシス

テムとして高速インターネット回線及び無線 LANを位置付けているものの、セキュリティ上の問題があ

る旧態依然としたシステムが現在でも広く利用されており、ローミング機能もないことから、ICT 活用

教育環境として十分な設備が提供されている状況とは言えない。 

一方で、eduroam は、元々は大学等の高等教育研究機関や研究所等を結ぶ、無線 LAN ローミングシス

テムとして開発・展開が進められていたが、初等・中等教育機関における近年の ICT推進の流れに従っ

て、一部の国では高校以下への導入も始まっている。 

以上の背景により、本研究室では、学校無線 LANのセキュア化を推進するとともに、新時代の ICT活

用教育にも対応できるような学校ネットワークインフラの啓発、及び、ローミング基盤の構築を進めて

いる。平成 29年度もこの活動を継続し、第 3回目となる会議を「学校無線 LAN セキュア化及び eduroam

参加についての情報交換会」として 2月に開催した。高校、大学・附属小学校、ベンダ・システムイン

テグレータより計 7名が参加し、活発な議論・情報交換が行われた。高校より学校向け教材システムと

モバイル通信サービスの導入事例紹介があり、特に動画視聴にかかる通信コストの高さと無線 LAN導入

の障壁について、現場の知見と課題を共有することができた。また附属小学校の近況報告では、BYODも

視野に入れたスマートデバイスの教育的利用について課題が提示され、問題解決の要点の整理を進める

ことができた。学校における eduroam運用をサポートできるような、持続性のある体制を作っていくこ

とが、今後の課題である。 
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(5) 次世代ホットスポットの基盤開発・構築とセキュアなフリーWi-Fi・公衆無線 LANの実現 

公衆無線 LANで広く用いられているオープン Wi-Fi やキャプティブポータルには、セキュリティ上の

重大な問題が多数あることから、海外ではフリーWi-Fi であっても IEEE 802.1X (通称 dot1X)や

Passpoint (ローミングも含めた全体的なコンセプト仕様は次世代ホットスポット(Next Generation 

Hotspot, NGH))と呼ばれる)によるセキュア接続オプションを併設する例が見られる。また、フリーWi-Fi

を顧客への単なるおもてなしインターネット接続手段ばかりでなく、社会の様々な問題を扱うために、

IoT や Smart City実現のための基盤プラットフォームの一部に位置付ける例も見られる。 

当研究室では、国内の公衆無線 LANのセキュア化と NGH導入を推進する目的で、2017年 1月に「セキュ

ア公衆無線 LANローミング研究会(NGHSIG)」を発足させた。平成 29年度は、当研究会が中心となって、

国内の NGH基盤となる NGH テストベッドを構築し、複数の通信事業者と協働で国内各地に次世代フリー

Wi-Fi の整備を進めた。対面のミーティングを計 6 回実施して、参加企業や開発者を増やしながら、活

動を行った。 

Wireless Broadband Alliance (WBA)と交渉・調整を進め、2017年の City Wi-Fi Roaming trialへの

参加を実現した。同トライアルでは、世界 40の通信事業者及び約 20の都市と協働で、世界の NGH基盤

の構築に貢献した。また、同トライアルへの参加は、学術機関として世界初、世界の eduroam参加機関

の中でも初事例となり、東北大学プレスリリースとして広報を行った。国内のローミング基盤の拡大と

eduroam 連携の強化、国内外の通信事業者・都市との定常的なローミングの実現などが今後の課題であ

る。 
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図 4.30 NGHテストベッドシステム 
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図 4.31 City Wi-Fi Roaming 2017 (©Wireless Broadband Alliance) 
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