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JGN2 研究開発活動の
概要と総括
尾家祐二 *1
*1

//JGN2 プロジェクト拠点研究の概要 //
本稿では平成 16 年 4 月から平成 20 年 3 月末までの

九州工業大学

//JGN2 研究開発活動 //
本章では まず，JGN2 拠点研究活動の中から 2 つの

4 年間全国 7 カ所の JGN2 リサーチセンター（以下 RC）

研 究 ト ピ ッ ク ス，IPv6 技 術 開 発 と 実 験 成 果， そ し て

各 RC では，ユビキタスネットワーク時代に向けたネ

互接続実験を取り上げ，その内容を解説する．その後，

で実施した JGN2 研究活動の概要と研究成果を概説する．

GMPLS（Generalized Multi Protocol Label Switching）の相

ットワーク関連技術の一層の高度化・相互接続性の確保

つくば RC，大阪 RC，九州 RC で実施した研究活動を

や多彩なアプリケーションを創出することを目的として，
次世代高機能ネットワーク基盤技術・利活用技術に関す
る先導的研究開発を推進した．また，各地域の特徴を活
かした産学官共同研究によって研究開発を効率良く進め
た．さらに，RC 間の連携によって JGN2 を有効に使っ

た共同研究や実証実験を実施した．図 -1 に JGN2 リサ
ーチセンターと研究テーマを示す．

各 RC は，総計 10 名のリーダ，サブリーダのもと，

総勢 7 名の拠点研究員，82 名の特別研究員の体制（平成
19 年度 3 月末時点）
で研究活動を推進した．

概観する．東北，大手町，中国，四国の各 RC における
研究活動の詳細は本特集 4 〜 7 章を参照されたい．

【IPv6 技術開発と実験成果】
大手町 RC における IPv6 技術開発と実験成果につい

て解説する．IPv6 が普及すると，膨大なアドレス空間
やプラグ・アンド・プレイの機能が提供されるようにな
る．これにより，多くの非 PC 系の機器がネットワーク

に接続することが期待されている．一方で，多種多様な
機器がネットワークに接続されるため，その相互接続

■ JGN 2リサーチセンター
（全国に7カ所）
【岡山県】
【岡山県】
【岡山県 】

【宮城県】
【宮城県】
【宮城県 】

中国リサーチセンタ
リサーチセンター
中国
中国 リサーチセンタ
ー
小林サブリーダー(倉敷芸科大)
小林サブリーダ
（倉敷芸科大）

小林サブリーダー(倉敷芸科大)
・次世代インターネット相互接続性検証
・次世代インターネット相互接続性検証
・次世代インターネット相互接続性検証
の研究開発
の研究開発

つく
ばリサーチセンタ
ーー
つく
ば リ（兼務）
サーチセンタ
尾家リーダー(兼務)
尾家リーダ

九州リサーチセンタ
リサーチセンタ
ー
九州
九州
リサーチセンタ
ー
尾家リーダー(九工大)
尾家リーダ
（九工大）

尾家リーダー(兼務)
・高度HCI技術を活用した適応型
・高度HCI技術を活用した適応型
・高度HCI技術を活用した適応型
サービス制御の研究開発
サービス制御の研究開発
・GMPLSネットワーク運用・管理
・GMPLSネットワーク運用・管理
・GMPLSネットワーク運用・管理
技術の研究開発
技術の研究開発

尾家リーダー(九工大)
・ネットワーク計測に基づく適応経路制御
・ネットワーク計測に基づく適応経路制御
・ネットワーク計測に基づく適応経路制御
技術の研究開発
技術の研究開発
技術の研究開発
・品質を考慮したシームレスな資源利用・
・品質を考慮したシームレスな資源利用・
・品質を考慮したシームレスな資源利用・
割当て制御技術の研究開発
割り当て制御技術の研究開発
割当て制御技術の研究開発
・多様性・可変性に適応するE2E通信
・多様性・可変性に適応するE2E通信
・多様性・可変性に適応するE2E通信
制御技術の研究開発
制御技術の研究開発

【東京都】
【東京都】
【東京都】
【大阪府】
【大阪府】
【大阪府】

四国リサーチセンタ
リサーチセンタ
ー
四国
四国
リサーチセンタ
ー
福本サブリーダー(高知工大)
福本サブリーダ
（高知工大）

福本サブリーダー(高知工大)
・サラウンディング・コンピューティング
・サラウンディング・コンピューティング
・サラウンディング・コンピューティング
技術の研究開発
技術の研究開発
技術の研究開発
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曽根サブリーダー(東北大学)
・アプリケーション指向型運用管理
・アプリケーション指向型運用管理
・アプリケーション指向型運用管理
プラットフォーム技術の研究開発
プラットフォーム技術の研究開発
【茨城県】
【茨城県】
【茨城県】

【福岡県】
【福岡県】
【福岡県 】

【高知県】
【高知県】
【高知県】

東北リサーチセンタ
ー
東北
リサーチセンタ
ー
曽根サブリーダー(東北大学)
曽根サブリーダ
（東北大学）

大阪リサーチセンタ
ーー
大阪
リサーチセンタ
下條サブリーダー(阪大)
下條サブリーダ
（阪大）

下條サブリーダー(阪大)
・分散協調型可視化用ミドルウェアの研究開発
・分散協調型可視化用ミドルウェアの研究開発
・拠点連携のための
・拠点連携のための
tieled display構築技術の
display 構築技術の
・拠点連携のための
tieled display構築技術の
研究開発
研究開発
研究開発
・広域ネットワークにおける大規模データ
・広域ネットワークにおける大規模データ
・広域ネットワークにおける大規模データ
処理連携技術の研究開発
処理連携技術の研究開発
処理連携技術の研究開発

大手町リサーチセンタ
ー
大手町
リサーチセンタ
ー
江崎サブリーダー(東大)
江崎サブリーダ
（東大）

江崎サブリーダー(東大)
・ネッ
・ネットワーク構築運用支援ツール群
トワーク構築運用支援ツール群
・ネットワーク構築運用支援ツール群
の研究開発
の研究開発
の研究開発
・広域高信頼ネッ
・広域高信頼ネットワーク接続性提供
トワーク接続性提供
・広域高信頼ネットワーク接続性提供
技術の研究開発
技術の研究開発
技術の研究開発
・
・IPv6
IPv6機器検証評価手法とツールの
機器検証評価手法とツールの研究開発
研究開発
・IPv6 機器検証評価手法とツールの 研究開発
・
・IRIDES
IRIDESネットワークアーキテクチャの研究開発
・IRIDES
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技術領域

IPv6 Core Protocol

IPsec

サブテーマ

調査対象

基本仕様

相互接続テストシナリオ（2004 年度）

多様化対応

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2005 年度）

新 RFC 対応

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2007 年度）
相互接続テストシナリオ（2007 年度）

基本仕様

相互接続テストシナリオ（2004 年度）

新 RFC 対応
（IPsecv3）

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2006 年度）
相互接続テストシナリオ（2006 年度）

IKEv1

基本仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2004 年度）

IKEv2

基本仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2007 年度）

基本仕様

相互接続テストシナリオ（2004 年度）

IKEv1 対応

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2004 年度）

IPsecv3 対応

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2007 年度）
相互接続テストシナリオ（2007 年度）

基本仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2006 年度）
相互接続テストシナリオ（2006 年度）

基本仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2006 年度）
相互接続テストシナリオ（2006 年度）

SIP 接続手順拡張

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2006 年度）
相互接続テストシナリオ（2006 年度）

SIP Forum 実装仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2006 年度）
相互接続テストシナリオ（2006 年度）

IMS 基本仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2007 年度）

基本仕様

仕様適合性検査仕様およびツール開発（2006 年度）
相互接続テストシナリオ（2006 年度）

MIPv6

NEMO

SIP

DHCPv6
●表 -1

IPv6 機器適合性に関する調査の全体構成

性が重要視されている．2004 年度より 4 年間にわたり

知されており，順調に IPv6 Ready Logo の取得デバイ

IKE（v1/v2），MIPv6，NEMO，DHCPv6，SIP，IMS

互接続に必要な機能のみを対象とした Phase-1 と，よ

行った本研究開発においては，IPv6 Core Protocol，IPsec，
といった各種機能について，相互接続を確保するために
必要な機能を抽出し，検査仕様を作成した．そして，作
成した検査仕様に則った検査ツールの開発を行った．よ
り詳細な活動範囲を表 -1 に示す．
本研究開発の一部は，IPv6 Forum のサブコミッティで

IPv6 Ready Logo を運用する IPv6 Ready Logo Committee

や，SIP フォーラムや，VoIP/SIP 相互接続検証タスク
フォースと連携して行った．これにより，各国の識者
からのフィードバックを得ることができ，検査仕様を
より適切なものにすることができた．特に，2007 年度
の活動として行った IPv6 の Core Protocol の改訂への対
応と，IKEv2 および IMS の検査仕様の策定および検査
ツールの開発は，これまでの活動を通じて構築してき

ス数をのばしている．IPv6 Ready Logo Program は，相

り高度な機能を対象とした Phase-2 とがあるが，その
取得機器は Phase-1，Phase-2 ともに順調に推移してお

り，Core Protocol だけを見ても，2008 年 3 月 31 日時点で，
Phase-1 は 340 機器を，Phase-2 は 130 機器を超えてい

る．図 -2 に IPv6 Ready Logo Protocol Phase-1 の Logo 取
得機器数の推移を示す．また，図 -3 に IPv6 Ready Logo

Protocol Phase-2 Core Protocol の Logo 取得機器数の推移
を示す．

近年，IPv6 Ready Logo 取得機器数は，IPv6 の普及度

合いを示す指標の 1 つとして用いられるようになってき
ており，政府調達要求などにも Logo 取得を求める国が
増えてきている．

このように，IPv6 Ready Logo Program が IPv6 の世界

た University of New Hampshire InterOperability Laboratory，

共通の検査プログラムとして認知されていることにより，

Standards and Technology などをはじめとする他組織との

IPv6 Forum との協力関係を築いている．

グローバルな活動であった．

発は，相互接続性の向上を目的とした検査における仕様

Virtual Private Network Consortium，National Institute of

各国の政府や標準化団体はその検査仕様に注目しており，

関係を最大限に活用して行っており，他組織と協調した

これまで行ってきた IPv6 機器検証評価手法の研究開

本研究開発活動の成果を基に IPv6 Ready Logo Program

は，現在世界で唯一の IPv6 検査プログラムとして認

適合性検査および相互接続性検査の必要性を明確にし，
それらの検査仕様の策定手法についても明確にすること
情報処理 Vol.49 No.10 Oct. 2008
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互接続実験の概要を示す．

400

ま ず，JGN2 に お け る GMPLS2 ド

350

メイン間での相互接続実験を行い，ド

300

メイン内の詳細な経路情報を他ドメイ
ンに公開することなくドメインごとに

250

経路計算を行って複数ドメイン間にま
たがる GMPLS パスを設定するための

200

Loose hop expansion 機能などの検証を

150

行った．

100

次に，日米間での GMPLS 相互接続

実験を行った．図 -4 に実験構成を示

0

す．米国 Enlightened Computing Project

N
ov
-0
3
Fe
b04
M
ay
-0
4
Au
g04
N
ov
-0
4
Fe
b05
M
ay
-0
5
Au
g05
No
v05
Fe
b06
M
ay
-0
6
Au
g06
N
ov
-0
6
Fe
b07
M
ay
-0
7
Au
g07
N
ov
-0
7
Fe
b08

50

●図 -2

Phase-1 Logo 取得機器数推移

の GMPLS テストベッド（1 ドメイン）
の OXC と JGN2 の GMPLS 制御 OXC

ネットワーク（2 ドメイン）を相互接続
して 3 ドメインとし，シカゴ・東京 1・

160

東京 2 がそれぞれドメイン境界ノード

となって各ドメイン内の経路，および

140

次ドメインの境界ノードへの経路を計

120

算した．各ドメイン境界ノード間では

100

OSPF-TE などのルーティング情報は

80

交換せず，他ドメインの終点ノードと

60

そのノードへのゲートウェイとなるノ

40

ード情報を各境界ノードに手動で設定
を行い，それらを各ドメイン内の非境

20

界 ノ ー ド へ OSPF の AS-external 情 報

として注入する手法を用いた．実際の

●図 -3
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（始点）〜ローリー（終点）間のパスを

Phase-2 Logo（Core）取得機器数推移

ができた．検査手法の成果物を適宜公開し運用を続けて
きた IPv6 Ready Logo Program の普及は，その手法が市

場に認められたことを裏付けている．さらに，本活動は，
IPv6 Ready Logo Program の普及を通じ，世界の IPv6 関
連技術実装間の相互接続性の向上に貢献できたものと考
えている．
また，本活動を通じ，世界の国々に点在する検査にか

シグナリング時の経路指定として大阪
例にとると，大阪ノードが指定する経
路は東京 1 までの経路と終点のローリ

ーのノード ID（Loose），東京 1 は次ドメインである東
京 2 までの経路とローリーのノード ID（Loose）
，東京

2 は次のドメイン境界ノードであるシカゴまでの経路と
終点ローリーのノード ID（Loose），シカゴは終点ロー
リーまでの経路となる．データプレーンとしては全区間
10GbE を用い，日米間の回線には JGN2 の 10G 線を用
いた．

かわる組織間の相互の協力関係を構築できた．この相互

実験結果として，各ドメインごとに経路計算を行うこ

関係は今後のインターネットや各々の組織の発展に寄与

とで金沢〜ローリー／バトンルージュ相互間，大阪〜ロ

することと確信している．

ーリー／バトンルージュ相互間で GMPLS パスが設定

【日米 3 ドメイン間 GMPLS 相互接続実験】

できたことを確認した．パス設定で RSVP-TE シグナリ

ングに要した時間は，金沢〜ローリー／バトンルージュ，

つくば RC における GMPLS 運用管理技術の研究開

大阪〜ローリー／バトンルージュ相互間でそれぞれ 1 秒

を行い，世界初の日米間での GMPLS 相互接続実験に

という長距離間においても，GMPLS パス設定時間に大

発の一環として，マルチドメイン間相互接続技術の検証
成功した ．以下に日米 3 ドメイン間での GMPLS 相
1）
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以下であった．RTT（Round Trip Time）が大きい日米間

きな影響を及ぼさないことを確認した．同時に，金沢・

2
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OXC

10GbE 回線

金沢

シカゴ
東京2

大阪

ローリー
東京1

日米回線

バトンルージュ

GMPLS
ネットワーク

GMPLS
ネットワーク

●図 -4 日米間 GMPLS 3ドメイン相互接
続実験の構成

大阪・ローリー・バトンルージュの各 OXC に接続した

究開発」においては，ミラーインタフェースと呼ばれる

た．本実験により，大容量パスの高速な設定・制御が可

像やオブジェクト情報からなる共有 AR 空間を超高速ネ

IP テスターによって，データプレーンの疎通も確認し

Augmented Reality（AR）技術をベースとして，実世界映

能という GMPLS 技術が，日米間という長距離かつ複

ットワークを介して構築した上で，その中でユーザ動作

数ドメイン間での制御においても有効であることを確認

によるインタラクションが可能なサービスを実現するた

できた．

めの各種技術開発を行った．
ミラーインタフェースは同一画面内に遠隔の相手と自

【つくば RC：GMPLS ネットワーク運用管理と高度

分自身を合成することで仮想的な共有空間映像を構築す

HCI 技術】

るとともに，身振りや指示動作など相互に作用する作業

つくば RC の研究テーマは，
「GMPLS ネットワーク

を支援するインタフェースを提供する技術であり，従来

活用した適応型サービス制御の研究開発（HCI : Human-

は，さらにこの技術の応用として，つくば市・筑波大学

運用管理技術の研究開発」
，および，
「高度 HCI 技術を

に比べてはるかに高い臨場感を得られる．つくば RC で

Computer Interaction）の 2 件をコアテーマとして推進し

等と教育・カウンセリングに利用可能な遠隔講義に関す

た．また，それに関連するサブテーマ，つくば市などと

るプロトタイプアプリケーションの研究および検証実験

連携した HCI の実証実験，ならびに，つくば RC セミ

を実施するとともに，つくば市民を対象とした「子育て

ナ等を実施し，研究学園都市つくばの立地を活かした活

支援講座」の実証実験を実施することで，実用的利用場

動を進めた．

面における本技術の有効性を確認した．

「GMPLS 運用管理技術の研究開発」においては，主に
次の 3 つのサブテーマについて研究開発を実施した．

また，これらのシステムをネットワーク上で提供する
方法に関して，JGN2 を用いて遅延測定やネットワーク

（1）IPv6 や MPLS ネットワーク等との連携を考慮した

負荷試験を行い，リアルタイム性や実際の人間の感じ方

（2）GRID などの大容量アプリケーションや大容量パス

テムが満たすべき性能的制約を明らかにするとともに，

マルチレイヤネットワーク運用管理技術
のオンデマンド制御・管理技術

（3）マルチドメイン相互接続・運用管理技術（E-NNI 接
続技術）

などに関する各種データを収集し，ネットワークやシス
HCI 研究として行った実証実験で得られた結果につい

て，ネットワークの研究テーマに対するフィードバック
を行った．

特に（2）においては，GMPLS ネットワーク制御技術と
GRID リソース制御技術の連携により，日米間で組織を
超えた超広帯域ネットワークの帯域予約を自動化する実

【大阪 RC：分散協調型可視化用ミドルウェア】
近年，科学技術研究に用いられる観測装置，計測機器

証実験に世界で初めて成功した ．また，
（3）
においては，

の精度と能力は向上を続け，大量のデータを時系列的に

実験に成功した（前章

日米 3 ドメイン間 GMPLS 相互

うな計算データを処理する科学技術の計算はグリッド技

「高度 HCI 技術を活用した適応型サービス制御の研

処理を可能な環境を実現するための研究開発が盛んにな

2）

世界で初めて日米間 3 ドメインでの GMPLS 相互接続

連続して得ることも可能となっている．さらに，このよ

接続実験を参照のこと）
．

術等の向上に伴い，ギガからテラさらにはペタバイトの
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2. シームレス，安全な資源管理技術の研究開発
大規模拠点連携環境下では，異なるアプリケーション
を連携させ，また複数リソースからセキュリティログ
ファイルを収集するため，管理者とユーザの負担を低
減させる，シームレス，安全な資源管理ミドルウェア
が必要である．そこで，上記の広域大規模データベー
スを対象に，GSI ベースのセキュリティ管理システムの
GAMA，細粒度アクセス制御機構のフレームワークで

ある PERMIS を統合して Web サービスとして提供する，
e-Science 基盤として利用可能なセキュリティ細粒度ア
クセス認証認可ミドルウェアを開発した．

3. 広域ネットワークにおける大規模データ処理連携技
●図 -5

TDW に表示した口腔流体シミュレーション

術の研究開発
e-Science アプリケーションでは，非常に多量のデー

タを処理し，その処理結果をインタラクティブに可視化
っている．これらの処理結果から科学的知見を得るため，

するため，広域網におけるデータ転送の性能が計算性能

国や組織を超えてテーマごとに連携して共同で研究を行

に大きく影響する．そのため，計算性能やシステムの運

うことが珍しくなく，このような科学技術研究では，離

用効率を向上させる，転送終了時間を意識した高速デー

れた場所に分散した研究者の拠点間を結んでデータを共

タ転送技術が必要となる．そこで，動的な予約帯域管理

有し，処理を行うなどの共同研究を容易に実施できる次

手法や 2 本の TCP を利用する高効率データ転送手法を

世代科学のための研究プラットフォームが求められる．
そこで，大阪 RC では，広域ネットワークを介して接

続された複数の拠点に分散設置された計算機群を利用し，

開発した ．また，広域網では帯域遅延積が大きくなり
4）

TCP では高速転送ができないため，専用の高速プロト

コルを用いることが考えられているが，それらは帯域を

大規模なデータ処理やその処理結果の可視化といった計

占有し他のトラフィックに大きな影響を与える．そこで，

算サービスを実施する場合の CPU やストレージ，ネッ

既存トラフィックに影響を与えず，残り帯域を使ってデ

ルウェア，およびそのミドルウェアの能力を活かすこと

gUDT は，上記アプリケーションだけではなく，他のネ

トワークの帯域などの資源の利用を促進するためのミド
のできるアプリケーションを含む「拠点連携型資源共有
技術」の研究開発を実施した．具体的には，上記の環境
を実現するため，「TDW（Tiled Display Wall）技術をベー

ータ転送を行う高速転送プロトコル gUDT を開発した．
ットワークアプリケーションでも容易に利用できるプロ
トコルとして提供可能である．
こ れ ら 3 つ の テ ー マ で 開 発 し た 技 術 を 統 合 し， 分

スとした複数拠点間での大規模データ共有を可能にする

散協調型可視化用ミドルウェアをベースとした

分散協調型可視化用ミドルウェアの構築」を目指し，次

図 -6 に 示 す シ ス テ ム を 構 築 し，High Performance

の 3 つのテーマ（階層）
にわけて研究開発を行った．

1. 大規模可視化技術と e-Science アプリケーションの

Computing 分野における最も代表的な国際会議 SC06

（SuperComputing2006），SC07 において，大阪大学と共

同でブースを出展し，JGN2 の国際回線を利用して，大

研究開発
大規模データを扱う e-Science アプリケーションとし

阪と米国の間でのアプリケーションのデモンストレーシ

て口腔流体解析シミュレーションを対象とする．この

ョンを実施した．なお，これらはデモンストレーション

アプリケーションでは，高性能観測装置（コーンビーム

の実施にとどまらず，本分野における研究コンテスト

CT）から得られた口腔 CT データからスーパーコンピュ

である HPC Analytics Challenge に出品し，米国におけ

SRB（Storage Resource Broker）などのデータベースに蓄

視化に関する研究，米国エネルギー省 Pacific Northwest

ータを利用して音響流体計算を行い，解析結果データを
積し，TDW（図 -5）などを用いて可視化する．観測機
器から可視化まで，地球規模でデータを配置して高速ネ
ットワークを用いて連携させることを想定し，TDW 技
術に加え，ネットワークを利用した広域大規模データベ
ースの設計も行った ．
3）

る国家プロジェクト TeraGrid のテラスケール計算と可
National Laboratory の生物科学情報の高速可視化解析

に関する研究の 2 件とともに上位 3 つの研究に選ばれ，
Finalist の表彰を受けた．

【九州 RC：アクセス系ネットワーク技術】
九州 RC は，
「アクセス系ネットワーク技術に関する
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●図 -6

SC07 におけるシステム構成図

研究開発」を担当し，次世代インターネットにおいて，

の公平かつ効率的な利用が実現できる．また，異種アク

高品質な通信を効率よく実現するために，さまざまな種

セス網を同時に利用可能なマルチホーム環境における最

類の有限なネットワーク資源の適切な利用・割り当てを

適な通信メディア選択機構を開発した．本技術によって，

行う技術に焦点を当てて研究開発を実施した．たとえば，

状況に応じた動的な通信メディア選択により通信品質の

コア網を横断するアクセス網間の経路，アクセス網内

向上が可能となる．さらに，複数端末間のグループ通信

部の多様な資源の競合，規模・特性が多様な複数の網を

やセッションマイグレーションなどの実現に向けた，柔

横断する端末間の通信，などの制御に関する技術である．

軟にアプリケーションフローを管理するためのコネクシ

以下では研究開発を実施した 3 つのサブテーマについて

ョン制御機構を開発した ．

説明する．

ネットワーク計測に基づく適応経路制御

6）

多様性・可変性に適応するエンドツーエンド通信制御
JGN2 回線を利用した高速トランスポートプロトコル

トラフィック計測とトラフィック分散の観点から，高

の伝送実験を通して，通信の高速性と公平性を実現する

速回線に対応したフロー計測の実現性と，フローのトラ

仕組みに関する研究を実施した．まず，高速データ通信

フィック特性を用いたフロー振り分け方式の効果を確認

における問題発見と解決に強力なツールとなるプロトコ

し，通信品質を維持しつつバックボーンネットワークの

ル可視化ツールを開発し，多様なトランスポートプロト

収容効率を向上させるトラフィック制御技術を確立した．

コルの性能解析を行った．解析結果より，高速データフ

これにより遅延変動を格段に縮小したトラフィック転送

ロー共存時の課題を抽出し，解決手法として改良版スロ

が可能になる．フロー計測技術では 10G bit/s の高速ト

ースタート方式の提案を行った ．そして本提案手法の

ラフィックからフローを区別してトラフィック特性（通

適用により，高速ネットワーク上の通信におけるパケッ

信レート・遅延変動）を計測する実現方法を示した．さ

ト廃棄数を減少させ，効率的な資源活用を実現できるこ

らに，このフロー計測技術を応用して，VoIP フロー性

とを示した．

能監視システムを開発し，NGN に向けた VoIP サービ
スの運用監視技術を確立した ．
5）

品質を考慮したシームレスな資源利用・割り当て制御
有線網，無線網を含む多様なアクセス環境において，

7）

図 -7 に九州 RC における研究成果を示す．

その他の取り組み

九州地域においては，産学官が連携し，地域が一体と
なった取り組みが数多く実施されており，九州リサーチ

エンドツーエンド通信の品質やアクセス網内資源の利用

センターは技術的および学術的な側面から，多方面との

効率の向上手法に関する研究を実施した．まず，複数の

連携ハブとしての役割を担い，地域における情報通信技

アクセスポイント（AP）から構成された無線 LAN にお

術（ICT）の研究開発の推進，人材育成，地域情報化，新

ける AP 選択機構を開発した．これにより無線通信資源

産業創出を目指し，地域連携活動を推進した．また，九
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1133

【特集】オープンリサーチ型次世代ネットワーク技術への挑戦
―National Project JGN2 4年間の Fact Sheets―
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固定網

WiFi
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エンド端末による通信端末選択機構
の開発

固定網

固定網

3G

●図 -7

多様なトランスポートプロトコルの
性能評価

トラフィック振り分け方式を開発

エンド端末による通信メディア選択
機構の開発

改良版スロースタート方式
の提案／検証

九州リサーチセンターにおける研究成果

州全体の ICT 推進の先導組織である協議会の設立にも
大きく寄与した．

が進められている．JGN2 がその役割を果たしたように，
研究開発，成果の検証，展開を可能とするテストベッド
ネットワーク JGN2plus は実用的な新規技術の創出，定

//JGN2 から JGN2plus へ //
JGN2 プロジェクト拠点研究では，7 つのリサーチセ

ンターが 4 年間にわたり，ユビキタスネットワーク時代
に向けたネットワーク関連技術の一層の高度化・相互接

続性確保や多彩なアプリケーションの創出を目的として，
次世代高機能ネットワーク基盤技術・利活用技術に関す
る先導的研究開発を，産学連携や国際連携にも配慮しな
がら実施した．各リサーチセンターは，その特色を活か
しながら，順調に研究を実施し，多彩な成果をあげ，さ
らに，研究成果の公開や産学官の研究者の連携・交流の
ために，JGN2 シンポジウムにおけるデモ展示や JGN2
ワークショップ開催を通して情報発信および交流も積極

的に実施した．特に，地域におけるリサーチセンターは，
各地域における産学官連携の拠点として機能し，不足が
指摘されている地域の ICT 人材育成に多大なる貢献を

着，情報通信のさらなる高度化のために 今後も重要な
役割を果たしていくものと確信している．
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行った．むろん，全国的な JGN2 の利活用推進にも大き

く貢献した．地域のリサーチセンターが廃止されること
になり，これらを継承し，さらに発展させる方法と体制
の検討が必要であろうと考える．
2008 年 4 月からは JGN2plus が運用を開始し，引き続

き高速テストベッドネットワークを利用した研究開発
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