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部門スタッフ

教授 松岡 茂登
略歴：1980 年 3 月 東京
工業大学工学部電子物理工
学科卒業。1982 年 3 月 東
京工業大学大学院修士課程
修了。1985 年 3 月 東京工
業大学博士課程修了。同年

4 月 日本電信電話株式会社
（NTT）入社。1989 年 NTT
光エレクトロニクス研究所主任研究員、1994 年 イリ
ノイ州立大学客員研究員、1999 年 NTT フォトニクス

助教 樽谷 優弥
略歴：2010 年 3 月 大阪大
学基礎工学部情報科学科卒
業。2012 年 3 月 大阪大学
大学院情報科学研究科博士
前期課程修了。2014 年 9 月
大阪大学大学院情報科学研
究科博士後期課程修了。同
年 10 月 大阪大学サイバー
メディアセンター先端ネットワーク環境研究部門助教、
現在に至る。電子情報通信学会、IEEE 各会員。2014
年博士（情報科学）。

研究所主幹研究員、2001 年 NTT 未来ねっと研究所主
幹研究員、2004 年 （株）国際電気通信基礎技術研究所
（ATR）企画部長、2007 年 NTT 情報流通基盤総合研
究所主席研究員、2009 年 NTT 環境エネルギー研究所
所長、2012 年 NTT 情報ネットワーク総合研究所主席
研究員、を経て、2013 年 4 月より大阪大学サイバーメ
ディアセンター先端ネットワーク環境研究部門教授、

2 教育・研究概要
授業担当

2.1
2.1.1

全学共通教育機構

全学共通教育機構情報処理教育科目として開講され
ている以下の科目を担当、分担した。

現在に至る。電子情報通信学会、IEEE 各会員。1985

• 情報社会と倫理（松岡）

年工学博士。

• 情報探索入門（長谷川、樽谷）
• 基礎セミナー「ネットを知り、ネットを使いこな

准教授 長谷川 剛
略歴：1995 年 3 月 大阪大
学基礎工学部情報工学科退
学。1997 年 3 月 大阪大学
大学院基礎工学研究科博士
前期課程修了。1997 年 6 月
大阪大学大学院基礎工学研
究科博士後期課程退学。同

す」（長谷川）

• 基礎セミナー「サイバーサイエンスの世界」（長
谷川）

2.1.2

基礎工学部

基礎工学部において開講されている以下の科目を担
当、分担した。

• 情報論 B（松岡）

年 7 月 大阪大学経済学部助

• 情報科学基礎（松岡、長谷川）

手。1998 年 4 月 大阪大学大学院経済学研究科助手。

• 情報ネットワーク（長谷川）

2000 年 7 月 大阪大学サイバーメディアセンター先端

• 防災特論（長谷川）

ネットワーク環境研究部門助手。2002 年 1 月大阪大

• 情報科学 PBL（樽谷）

学サイバーメディアセンター助教授。大阪大学大学院

• 基礎工学 PBL（情報工学 A）（長谷川）

情報科学研究科の発足に伴い、2002 年 4 月より、同研

• 基礎工学 PBL（情報工学 B）（長谷川）

究科兼任。現在に至る。電子情報通信学会、情報処理
学会、IEEE 各会員。2000 年博士（工学）。

• 情報科学ゼミナール A（長谷川）
• 情報科学ゼミナール B（長谷川、樽谷）
• 情報技術者と社会（松岡）
2.1.3

大学院情報科学研究科

大学院情報科学研究科情報ネットワーク学専攻にお
いて開講されている以下の科目を担当、分担した。

• マルチメディアネットワーク（松岡）
• 情報ネットワーク学基礎論（松岡、長谷川）
• ギガビットネットワーク（長谷川）
• 情報ネットワーク学演習 II（長谷川）
• 情報ネットワークセミナー I（長谷川）
• 情報ネットワークセミナー II（長谷川、樽谷）
2.2

大学院情報科学研究科業務

以下の業務を担当した。

• サイバーメディアセンター全学支援会議 (松岡、
長谷川)
• サイバーメディアセンター全国共同利用運営委員
会 (松岡)
• サイバーメディアセンター教員構想委員会 (松岡)
• サイバーメディアセンター計画・評価委員会 (松
岡、長谷川)
• サイバーメディアセンター広報委員会委員長 (松
岡)

• Web 委員会委員 (長谷川)

• サイバーメディアセンターハラスメント防止・対
策委員会 (松岡)

• SecCap プログラムとりまとめ (松岡)

• 部局情報セキュリティ委員会 (松岡)

• 広報委員会委員 (長谷川)

• コンピュータネットワーク研究会 (長谷川)
2.3

基礎工学部業務

以下の業務を担当した。

• 年報 WG（長谷川）
• カリキュラム改革委員会副委員長（松岡）
• PBL 小委員会委員長（松岡）
• PBL 小委員会副委員長（長谷川）
2.4

研究概要

本部門では、先端ネットワーク環境の構築に向けた
通信基盤・応用に関する研究を行っている。具体的に
は、数学的解析、シミュレーション、実機実験などを
通じて、(1) ICT 機器や空調機器などの連携制御に基づ
くデータセンタや通信システムの省エネ技術、(2) イン
ターネットにおいて様々なトラヒックを高速かつ効率
よく転送するためのトランスポートアーキテクチャ、
ネットワーク省電力化、ネットワーク計測技術、など
に取り組んでいる。

4

2014 年度研究業績
データセンタの省電力化に関する研究

4.1

近年、データセンタの消費電力削減が大きな課題と
なっている。本研究テーマでは、データセンタの省エ
ネルギー技術と、広義の再生可能エネルギーである廃
熱をオフィス等へ高効率に利活用する技術を両立させ、
抜本的な電力削減を実現することを考えている。具体
的には、データセンタの電力消費の 3 大要素（ICT 機
器空調機器電源）それぞれの省エネ技術について個別
に取り組むと共に、高効率に回収した廃熱のオフィス
等への利活用技術、およびそれらの統合連携制御を検
討している。

[関連発表]
• 松岡茂登, “エネルギーセントリック データセン
ター ,” OHM, pp.43-45, Apr. 2014.

• 松岡茂登, “ユビキタス社会を支えるデータセンタ

3

教育・研究等に係る全学支援

3.1

全学支援業務

全学支援業務として以下を担当した。

• ODINS 運用部会（松岡、長谷川）
• ODINS 仕様策定委員会（松岡、長谷川）
• ODINS 構築 WG（長谷川）
• Eduroam 対応検討（長谷川）
• 情報化推進会議 (松岡、長谷川)

の省エネ化 エネルギーセントリックデータセン
ター,” 電気評論, June 2014.

4.1.1

データセンタにおける空調機の消費電力を削減
するためのサーバへのタスク配置手法

近年、仮想専用サーバやウェブアプリケーション、
オンラインストレージなどネットワークを介してデー
タセンタのサーバ資源を利用するサービスが普及し、
データセンタへの需要が高まっている。それに伴い、
データセンタの数および電力消費は年々増大しており
大きな問題となっている。そのため、データセンタの

3.2

サイバーメディアセンター業務

省電力化に関する研究が注目を集めている。データセ

以下の業務を担当した。
• 部局情報セキュリティ連絡窓口 (長谷川)

大半を占めている。既存の研究においては、データセ

• サイバーメディアセンター教授会 (松岡、長谷川)

ンタを構成する個別の機器の電力効率を向上させるた

ンタでは、サーバ等の ICT 機器や空調機が消費電力の

め多くの取り組みが行われている。それに対し我々の

研究グループでは、データセンタを構成する個別機器

子の適応度が高いとして、遺伝アルゴリズムを適用す

の制御ではなく、データセンタ内の様々な機器の制御

ることによって、サーバ排気温度の分散が小さくなる

を連携して行うことにより、データセンタの電力効率

タスク配置を得る。提案手法の性能評価を数値流体力

をさらに向上させる取り組みを行っている。本研究で

学シミュレータを用いて行い、ランダムにタスクを配

は特に空調機とサーバの連携制御に着目する。

置した場合と比較してサーバの排気温度の偏差を減少

ラックに設置されたサーバは、タスクを実行するこ
とによって熱を発生する。この熱が溜まってサーバ内
の温度が上昇しすぎると、サーバの故障の原因とな
る。この熱を冷却するために空調機が用いられるが、
サーバの空調機からの距離やラック内での高さによっ
てサーバを通過する風量が異なる。このため、データ
センタ内のそれぞれのサーバが同量のタスクを実行し
ていても、個々のサーバの場所に応じて温度差が生じ
る。空調機の設定温度は、サーバの故障を防ぐために
最も温度の高いサーバの温度が基準以下となるように

させられることを明らかにした。

[関連発表]
• Takaaki Deguchi, Yoshiaki Taniguchi, Go Hasegawa, Yutaka Nakamura, Norimichi Ukita, Kazuhiro
Matsuda and Morito Matsuoka, “Impact of workload assignment on power consumption in softwaredeﬁned data center infrastructure,” in Proceedings
of the 3rd IEEE International Conference on Cloud
Networking (IEEE CloudNet 2014), Oct. 2014.

決定される。従って、サーバ温度にばらつきがある場

• 出口孝明, 樽谷優弥, 長谷川剛, 中村泰, 田村卓三,

合には温度の低いサーバは基準よりさらに低い温度と

松田和浩, 松岡茂登, “データセンタにおける空調

なっており、空調機はこのサーバに対して必要以上の

機の消費電力を削減するための遺伝アルゴリズム

冷却を行っていることになる。そこで、サーバのタス

に基づくタスク配置手法の性能評価,” 電子情報通

ク量をその位置に応じて制御することによって、デー

信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.149-153,

タセンタ内の温度分布を平準化できれば、サーバの最

NS2014-203, Mar. 2015.

高温度が低下し、空調機の設定温度を上昇させること
により、空調機の消費電力を削減できると考えられる。

4.1.2 データセンタの電力削減のための機械学習法を
利用した温度分布予測
ソーシャルネットワーキングサービスや動画共有サー
ビスのようなクラウド環境に基づくネットワークサー
ビスの普及により、データセンタの需要が増加してい
る。また、ICT 機器の処理能力の向上に伴う発熱量の
増大と、それを冷却するための空調機の消費電力によ
り、データセンタにおける電力コストは年々増加して
いる。このことから、データセンタの省電力化に関す
る研究が注目を集めている。例えば、サーバ、ネット
ワークスイッチ、空調機などのデータセンタを構成す
る個別の機器やシステムに対して、電力効率を向上さ
せる取り組みが多く行われている。また、サーバへの

図 1: タスク再配置の概要

タスク配置を工夫し、使用しないサーバをスリープあ
るいはシャットダウンすることにより省電力化を行う
手法が提案されている。しかし、データセンタ全体の

我々は、サーバの排気温度の分布を平準化するため

エネルギー効率を改善するためには、各機器間の協調

のタスク配置手法として、排気温度が高いサーバのタ

制御が必要であり、特に空調機をデータセンタ内の温

スクを排気温度が低いサーバに移動させる手法を提案

度分布に基づいて制御することが効果的であると考え

した。しかし、データセンタにはサーバが多数存在す

られる。

るため、提案していた単純な発見的手法では良いタス

空調機による冷却設定の変更がデータセンタ全体の

ク配置を発見できない、あるいは発見に長い時間がか

温度分布を変化させるまでには、約 10 分の時間を必

かる場合がある。

要とする。そのため、温度センサを用いて温度分布を

そこで本研究では、汎用性の高い発見的手法である

計測し、それに基づいて空調機を制御する場合、ICT

遺伝アルゴリズムを用いて、サーバの排気温度の分布

機器の動作温度を超えないように、余裕を持たせた空

を平準化するためのタスク配置手法を提案する。提案

調機の稼働が必要となり、電力効率の低下につながる。

手法では、サーバへのタスク配置に関する情報を遺伝

それに対し、温度分布を予測することができれば、予

子と見なし、サーバ排気温度の分散が小さいほど遺伝

測結果を利用して空調機を制御することが可能になる

の機械学習法を利用した温度分布予測,” 電子情報

ため、電力削減が可能になると考えられる。しかしな

通信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.87-92,

がら、データセンタ内の温度分布は、データセンタ構

NS2014-191, Mar. 2015.

成、サーバ構成、機器の仕様、サーバで実行されるタ
スクの特性等の様々な要素に複雑な影響を受けるため、
その予測は難しい。

4.1.3

データセンタの温度分布予測のためのネット
ワークモデルの提案

近年、スマートフォンの普及や SNS サービス、オ
ンラインストレージのようなインターネットサービス
の増加により、サーバサイドコンピューティングやク
ラウドコンピューティングに対する需要が増加してい
る。それに伴い、そのようなサービスを行うデータセ
ンタの数及び規模が年々拡大しており、消費電力の増
大が問題となっている。この問題に対し、データセン
タを構成する個々の機器の電力効率を向上させる取り
組みが多く行われているが、さらにデータセンタの電
力効率を高めるためには、機器間の連携制御が求めら
れる。
空調機の消費電力がデータセンタ全体の消費電力に
占める割合が大きいこと、かつ、空調機の制御がデー

図 2: 機械学習朋を利用した温度分布予測

タセンタ全体の温度分布に大きな影響を与えることか
ら、空調機の適切な制御は不可欠である。空調機の吸
気温度や風量の設定変更が、データセンタ内の温度分

本研究では、データセンタの電力削減を目的とした、

布に十分な影響を与えるまでには、数分から数十分の

機械学習法を利用したデータセンタ内の温度分布の予

時間が必要であるため、空調機の適切な制御を行うた

測手法を提案する。機械学習法は、観測データが豊富

めには、データセンタ内の温度分布を実時間で予測す

に得られ、かつ多くのパラメータが複雑に影響しあう

ることが求められる。

データセンタ環境に適していると考えられる。提案手
法においては、データセンタの空調機設定やサーバの
消費電力などの稼働データを基に、データセンタ内の
温度分布に影響を与えると考えられる変数を特定し、
線形回帰法あるいはランダムフォレスト法による温度
分布の回帰モデルの学習を行う。その際、主成分分析
により抽出した少数の特徴量を用いることで、学習を
高速化し、精度を向上する。その後、構築した回帰モ
デルを用いて、各機器の設定値からデータセンタ内の
温度分布を予測する。研究グループが運用している実
験用データセンタの稼働データを用いて提案手法を評
価した結果、空調機の設定値及びサーバのタスク配置
を変更してから 10 分後のデータセンタ内の温度分布
を 0.095 ℃ の確度、及び 0.107 ℃ の精度で予測できる
ことを明らかにした。

図 3: 温度分布予測のためのネットワークモデル

[関連発表]
• Kazuyuki Hashimoto, “Temperature prediction for
energy optimization in data centers by machine

データセンタの温度分布予測に使用される従来のモ
デルとして、Computational Fluid Dynamics (CFD) を

learning approaches,” Master’s Thesis, Graduate
School of Information Science and Technology, Os-

に基づく解析モデルや Potential Flow Model (PFM) な

aka University, Feb. 2015.

いため、実時間制御には利用することが出来ない。そ

どが挙げられるが、温度予測にかかる計算時間が大き

• 橋本和幸, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和浩, 田村卓三,

こで本研究では、計算を単純化することによって、実

中村泰, 松岡茂登, “データセンタの電力削減のため

時間でデータセンタ内の温度分布を予測することがで

きるネットワークモデルを提案する。提案するモデル
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を機械学習によって導出し、データセンタ内の温度分
布を予測する。実稼働している約 400 台のサーバから

図 4: ガウス過程動的モデル

構成されるデータセンタの稼働データを用いて、提案
モデルによる温度分布の予測を行った結果、データセ
ンタ内の 60 箇所の 10 分後の温度予測に必要な時間

用いて機械学習を適用することで、データセンタ内の

は 3.6 ms 程度であり、CFD や PFM と比較して非常に

温度分布を予測する手法を提案する。提案手法では、

小さいことがわかった。また、今回提案モデルの評価

対象となる観測データの非線形性やダイナミクスの特

に用いたデータに関する予測結果の二乗平均平方根誤

性を反映するために、学習モデルには、ガウス過程を

差は、最大でも 0.74 ℃に抑えられることを明らかに

動的システムに応用した手法であるガウス過程動的モ

した。

デル（GPDM）を用いた。本研究では、我々の研究グ
ループが運用しているデータセンタより得られた観測

[関連発表]

データを用いて、提案手法によるデータセンタ内の温

• 田代晋也, “データセンタの温度分布予測のための

度分布の予測の性能評価を行う。性能評価の結果、テ

ネットワークモデルの提案,” 大阪大学基礎工学部

ストデータとして用いた区間において、確度± 0.932

情報科学科特別研究報告, Feb. 2015.

度、精度 1.51 度で予測できることを示した。

• 田代晋也, 樽谷優弥, 長谷川剛, 中村泰, 松田和浩,
松岡茂登, “データセンタの温度分布予測のための
ネットワークモデル,” 電子情報通信学会技術研究
報告, vol.114, no.477, pp.81-86, NS2014-190, Mar.

2015.
4.1.4 データセンタの省電力化に向けたガウス過程動
的モデルによる温度分布予測
近年、ソーシャルネットワークサービスやオンライ
ンストレージの普及に伴い、クラウドコンピューティ
ングに対する需要が増大している。そのようなオンラ
インサービスを提供する基盤であるデータセンタの規
模は拡大しており、その消費電力の増大が問題となっ
ている。そのため、データセンタの消費電力の削減は
大きな課題であり、特に電力効率を考慮し、データセ
ンタの処理能力を低下させることなく、消費電力を削
減することが重要視されている。
これに対して、データセンタを構成する個々の要素
を対象とした省電力化技術の取り組みが行われている。
しかしながら、個々の機器毎の省電力化技術を適用さ
せても、データセンタ全体の消費電力の観点では、期
待する効果が得られない場合がある。そのため、デー
タセンタ全体の消費電力を削減するためには、他の機
器への影響を考慮しつつ、データセンタ内の機器を連
携制御する必要がある。特にデータセンタ内の温度分
布を考慮し、空調機と他の機器を協調して制御するこ
とが効果的であると考えられる。
本研究では、データセンタ内の過去の観測データを

[関連発表]
• 菅沼孝二, 樽谷優弥, 長谷川剛, 中村泰, 浮田宗伯,
松田和浩, 松岡茂登, “データセンタの省電力化に向
けたガウス過程動的モデルによる温度分布予測,”
電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.477,

pp.155-160, NS2014-204, Mar. 2015.
4.1.5

数値流体力学シミュレーションによるデータセ
ンタ内の温度予測

オンラインストレージサービスや Web メール等の
クラウドサービスの普及に伴い、データセンタの数が
年々増大している。データセンタには ICT 機器が集
約されており、それらは稼働と共に熱を発し、データ
センタ内の温度を上昇させるため、空調機による冷却
が行われる。空調機の給気温度は、データセンタ内の
最高温度が ICT 機器が故障しないための閾値以下に
なるように設定される。一方、給気温度の低下にとも
ない空調機の消費電力は増加するため、可能な限り高
い温度設定で運用するのが望ましい。従って、データ
センタにおいては空調機設定を慎重に行う必要があ
るが、そのためには、データセンタの設計段階や運用
時にデータセンタの温度予測が必要となる。しかし、
データセンタ内の温度は、サーバラックや空調機の配
置及び設定、各サーバの発熱量等の多数の要因に影響
されるため、その予測は容易ではない。
データセンタ内の温度を予測する方法の一つとして、
数値流体力学 (CFD: Computational Fluid Dynamics) シ
ミュレーションがある。CFD シミュレーションを用

いたデータセンタの温度予測においては、主な熱源の

[関連発表]

重要である。サーバの排気温度は主に、サーバの吸気

• 北田和将, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和浩, 松岡茂登,
“数値流体力学シミュレーションによるデータセ

温度、サーバの発熱量、サーバ内通過風量に依存する

ンタ内の温度予測のためのサーバモデルの作成,”

ため、これらの値を実際の稼働データから取得し、シ

電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.477,

ミュレーションパラメータとして用いることが有効で

pp.385-390, NS2014-243, Mar. 2015.

一つであるサーバの排気温度を正確に再現することが

ある。しかし、サーバの吸気温度と発熱量はセンサを
用いて計測することが可能であるが、サーバ内通過風
量は計測することが出来ない。サーバ内通過風量は主

4.1.6

データセンタのエネルギー制御のためのサーバ
消費電力モデルの構築

にサーバの吸気風量に依存する。サーバの吸気風量は

近年、クラウドコンピューティングやビッグデータ

空調機の設定や、空調機とサーバの位置関係などによ

利活用などの、ネットワークを介してコンピューティン

り、時間的かつ空間的に変動する。しかし、従来のサー

グ資源を利用するサービスの需要が増加している。こ

バモデルにおいてはサーバ内通過風量は固定的に設定

のようなサービスを提供する基盤として、多数のサー

されるため、吸気風量の時間的な変動に応じたサーバ

バを収容するデータセンタが構築されており、その重

内通過風量の変化を再現できない。

要性は増している。データセンタでは、機器そのもの
や機器の冷却のための消費電力の増加が問題視されて
おり、省電力化に関する研究に注目が集まっている。
データセンタ全体の消費電力のうち、サーバの消費
電力が最大の割合を占めている。そのため、データセ
ンタ全体の省電力化のためには、サーバの消費電力を
正確に推測することが求められる。サーバの消費電力
に影響を与える要因には CPU 使用率、ファンの回転

図 5: 提案するサーバモデルの断面図

数、メモリやハードディスクに対する I/O 処理などが
挙げられる。また、近年導入されているサーバの多く

本研究では、CFD シミュレーションによるデータ
センタの温度予測に用いる、サーバの吸気風量に応じ
たサーバ内通過風量の変化を再現できるサーバモデ
ルを提案する。提案するモデルにおいては従来のモデ
ルと同様に、サーバを構成する各機器が集約された板
としてサーバ本体をモデル化する。従来のモデルにお
いては、サーバ内通過風量を決定するためにファンに
相当する部品を用いているが、提案するモデルにおい

は、吸気温度や CPU 温度などに応じて動的にサーバ
内部のファンの制御を行うため、吸気温度や CPU 温
度もサーバの消費電力に影響を与えると考えられる。
さらに、これらの要因の中にはお互いに依存関係を持
つものも存在するため、サーバの消費電力の推測は容
易ではない。既存研究においては、CPU 使用率と吸気
温度の単純な線形和の消費電力モデルが用いられてい
るため、サーバの消費電力を正確に推測できない。

ては、サーバの吸気風を部分的に透過させるために、
フィルタに相当する部品 (フィルタパネルと呼ぶ) を
用いる。これにより、提案するモデルにおけるサーバ
内通過風量は、サーバの吸気風量とフィルタパネルが
透過させる風量の割合によって決定される。フィルタ
パネルが透過させる風量の割合はフィルタパネルが持
つパラメータである開口率によって決定される。本研
究においては、実際のサーバを用いた風量測定実験を
行い、実験結果により測定した値と CFD シミュレー
ションによって提案するモデルの開口率を決定する。
提案モデルの有効性は、風速測定実験の結果と CFD

図 6: 実験環境

シミュレーションの結果を比較することによって、及
び、提案するサーバモデルを用いてデータセンタ全体
の温度予測を CFD シミュレーションによって行った
結果と、我々の研究グループで運用しているけいはん
なデータセンタにおける稼働データを比較することに
よって検証する。

本研究では、上述したような様々な要因を考慮した
サーバの消費電力モデルを構築する。提案するサーバ
の消費電力モデルは、サーバの CPU 使用率、吸気温
度、使用しているメモリの数をパラメータとし、それ

らの和で表現される。これらのパラメータがサーバの

バやゲートウェイを導入する他のアーキテクチャに比

消費電力に与える影響の大きさを明らかにするため

べて、導入コストを大きく削減できることが考えられ

に、単体のサーバを用いて、様々な環境における消費

る。また、多数の家庭の機器管理を少数の HEMS サー

電力を計測する。得られた実験結果を基に、サーバの

バで行うことができるため、システム管理コストの低

消費電力モデルを構築する。次に、実験用のサーバで

減も期待される。しかし、クラウド型 HEMS の導入

計測したデータを用いて重回帰分析を行い、モデルが

が進み、多くの家電機器が HEMS サーバに接続され

持つ係数を決定する。実験結果とモデルによる推測結

ることにより、HEMS サーバに負荷が集中し、システ

果を比較した結果、サーバの CPU 使用率と吸気温度

ム性能が悪化することが考えられる。家電機器の Web

のみに基づく単純な消費電力モデルに比べて、提案モ

of Things (WoT) 化は急激に進んでおり、2020 年には

デルに基づく推測結果の実験データに対する平均二乗
るデータセンタの稼働データを用いて、同様の性能評

500 億台の端末がインターネットに接続するという調
査がある。このような状況を鑑みると、HEMS をクラ
ウド型 ASP サービスとして提供する際のサーバ負荷

価を行った結果、データセンタで運用されているサー

を軽減することは重要である。

誤差が 57.14% 向上した。また、実際に運用されてい

バに対しても、サーバの CPU 使用率と吸気温度のみ
に基づく単純な消費電力モデルに比べて、推測結果の
実験データに対する平均二乗誤差が 10.02%向上する
ことを明らかにした。

[関連発表]
• 寺山恭平, “データセンタのエネルギー制御のため
のサーバ消費電力モデルの構築,” 大阪大学基礎工
学部情報科学科特別研究報告, Feb. 2015.

4.2

エネルギー管理システム (Energy Management

System) に関する研究

図 7: クラウド型 HEMS の概要図

4.2.1 WebSocket 技術を用いたクラウド型エネルギー
管理システムの性能評価
家庭、ビル、 工場などのエネルギー効率を最適化す

我々の研究グループでは、この問題に対し、通信プ

るための技術として、エネルギー管理システム (Energy

ロトコルとして WebSocket を用いてクラウド型 HEMS

ManagementSystem (EMS)) が注目を集めている。EMS
においては、ネットワークに接続するセンサや端末か
ら得た情報を用いて、機器の消費電力を監視及び制御

サービスを実現することを検討してきた。通信プロトコ
ルとして、WoT 端末において通常用いられる Hypertext

することで、エネルギー効率の最適化を行う。日本に

Transfer Protocol (HTTP) ではなく、WebSocket を用い
ることで、オーバーヘッドの削減や双方向性の向上が

おいては、工場などの産業用のエネルギー消費は減少

期待できる。我々の研究グループでは、数学的解析手

しているが、家庭用のエネルギー消費は継続的に増加

法や小規模な実験により、WebSocket を用いたクラウ

しており、問題視されている。その要因として、家電

ド型 HEMS システムの性能評価を行い、ネットワー

機器の普及、大型化、多様化が挙げられる。

クトラヒックやサーバ負荷の観点で, 既存手法と比べ

そういった、一般家庭の家電機器を管理対象とする、

て有用であることを明らかにした。しかし、大規模な

一般家庭を対象にしたエネルギー管理システムである

クラウド型 HEMS の実現のために必要となる、多数

Home EnergyManagement System (HEMS) が省エネの
ための重要な要素技術として注目されている。HEMS
では、家電機器の使用電力を可視化し、機器制御を可

の端末を収容する状況を想定した性能評価は行われて

能とするこによって、消費電力の低減を促進すること

HEMS を対象に、多数の端末を HEMS サーバに収容

が考えられており、既に導入例が存在する。HEMS を

する際のサーバ性能や通信性能を実験により評価する

実現するネットワークアーキテクチャの 1 つとして、

ことで、システム全体のスケーラビリティの検証を行

家電機器に Web プロトコル等によって HEMS サーバ

う。具体的には、HEMS において収容対象となるス

と直接通信を行う機能を持たせることによって、HAN

マートメータ、家電機器などの通信を模擬するエミュ

内に情報収集装置を不要とするクラウド型 HEMS が

レーションプログラムを用いて、数十万台の機器が 1

ある。このアーキテクチャは、家庭内に HEMS サー

台の HEMS サーバに接続する状況を想定した実験を

いない。
そこで本研究では、WebSocket を用いたクラウド型

行い、HEMS サーバの CPU 使用率やメモリ使用量及
び機器と HEMS サーバ間の通信に発生する遅延時間
などを評価する。また、HEMS サーバのハードウェア
性能が HEMS システム全体の性能に与える影響につ
いても検証する。実験結果より、HEMS サーバに接続
される端末数の増加に対し、CPU 使用率が複雑な傾
向を持って増加すること、及び、HEMS サーバのメモ
リ使用量と 1 秒間に処理するメッセージ数が線形的に
増加することがわかった。また、CPU 物理コア数の増
加に対し、HEMS サーバの収容可能端末数の増加割合

図 8: MQTT の概要図

は僅かに劣化することがわかった。

[関連発表]
• エムヘーテムーレン, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和

は、エミュレーションプログラムを用いて、センサや
アクチュエータを模擬した 600,000 台の端末をブロー

浩, 村田修一郎, 松岡茂登, “WebSocket を用いたク

カに接続する実験環境を構築し、多数の端末が同時接

ラウド型 HEMS のスケーラビリティの実験評価,”

続された環境における、ブローカを担うサーバの CPU

電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.477,

使用率やメモリ使用率などのサーバ負荷、及び MQTT

pp.167-172, NS2014-206, Mar. 2015.

の接続要求メッセージに対するブローカの応答遅延時

4.2.2 CEMS における多数端末の同時接続に対する
MQTT プロトコルの拡張性の実験評価
家庭やビルなどのエネルギー消費を制御する技術と
して、エネルギー管理システム (EMS:Energy Manage-

ment System) が注目を集めている。家庭向けの EMS
である HEMS (HomeEMS)、ビル向けの EMS である
BEMS (Building EMS) などの EMS や、さらにスマー
トグリッドなどを含んだ、地域全体を対象とした大規
模な EMS を CEMS (Community EMS) と呼ぶ。

EMS においては、ネットワーク接続された多数のセ
ンサやアクチュエータ等の端末と EMS サーバの間にお
いて、端末情報や制御信号などの、小さなデータが定

間などの評価を行った。その結果、端末がブローカに
接続していることで CPU 資源を消費すること、及び、
講読登録の処理を行うことは、CPU 資源の定常的な
消費には繋がらないことが明らかとなった。また、ブ
ローカのメモリ使用量は、PING メッセージの送受信
には影響を受けず、同時接続数に応じてほぼ線形に増
加し、購読登録を行うことでメモリ使用量が増加する
ことが明らかとなった。さらに、端末同時接続数の増
加に応じて、メッセージ処理時間が増大することも明
らかとなった。

[関連発表]
• 北川貴大, “CEMS における多数端末の同時接続に

期的あるいは間欠的に送受信される。従来の EMS にお

対する MQTT プロトコルの拡張性の実験評価,” 大

ける通信は、主に HyperText Transfer Protocol (HTTP)

阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, Feb.

を通信プロトコルとして用いる事が考えられてきた。

2015.

しかし、HTTP は、EMS において送受信されるメッ
セージに対して大きなメッセージヘッダを持つため、
必ずしも EMS には適していないと考えられる。特に

CEMS のように、数万から数百億台の端末が接続さ
れることが想定される大規模環境においては、通信の
際のオーバヘッドが顕在化すると考えられる。本研究
では、機器間通信のためのプロトコルとして標準化が
進められている Message Queu-ing Telemetry Transport

(MQTT) に着目する。MQTT はその基本的な機能検

• 北川貴大, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和浩, 村田修
一郎, 松岡茂登, “CEMS における多数端末の同時
接続に対する MQTT プロトコルの拡張性の実験
評価,” 電子情報通信学会技術研究報告, vol.114,

no.477, pp.239-244, NS2014-218, Mar. 2015.
4.2.3

データセンター機器制御のための IEEE 1888 へ
の WebSocket プロトコルの適用

オンラインアプリケーションやクラウドサービスの

証や少数の端末を用いた実験評価は行われているが、

急速な普及に伴い、それらのサービス基盤であるデー

CEMS 環境に求められるような、多数の端末が同時に
ブローカに接続するような環境を想定した動作につい

タセンターに対する需要が増加している。その結果、

ては、定量的な評価は行われていない。

ており、データセンターの省電力化に関する研究が注

本研究では、MQTT を通信プロトコルとして用いた

CEMS を想定し、MQTT プロトコルの端末接続数に
対する拡張性についての実験評価を行った。具体的に

データセンターで消費される電力の増大が問題視され
目されている。
データセンターのような環境において、機器の稼
働状況や消費電力の監視、制御を行うための技術と

して、エネルギー管理システム (Energy Management
System (EMS)) に関する取り組みが注目を集めている。

に対して定期的にデータの送受信を行うような実験を

特にデータセンターに対する EMS は Data center EMS

定を行った。その結果、WebSocket を用いることで、

(DEMS) と呼ばれている。DEMS においては、データ

HTTP を用いる場合に比べてネットワークトラヒック

センタ内の様々な ICT 機器や空調機の稼働情報や温度

量を 20%削減できること、また、データの送信に対す

に関する情報を収集し、サーバに対するタスクの配置

る応答遅延時間が 38%改善されることがわかった。

や、タスク配置と連携させた空調制御や電力供給制御
を行うことにより、データセンター全体の省電力化を
図ることが目的とされている。

行い、ネットワークトラヒック量及びサーバ負荷の測

[関連発表]
• 田中博貴, “データセンター機器制御のための IEEE
1888 への WebSocket プロトコルの適用,” 大阪大

エネルギー管理システムにおいて用いられるプロト

学基礎工学部情報科学科特別研究報告, Feb. 2015.

コルの 1 つに IEEE 1888 が挙げられる。現在、IEEE

1888 は SOAP Web サービスとして実装されており、そ
の通信には HTTP が用いられる。しかし、エネルギー
管理システムにおいてはセンサデータや機器制御信号

トランスポート層アーキテクチャに関する研究

4.3
4.3.1

オーバレイルーティングによって増加する ISP

などの小さなサイズのデータが定期的、あるいは間欠

間トランジットコストの削減に関する研究

的に送受信されることが多いため、そのような通信の

近 年 提 案 さ れ て い る Content-Centric Networking

ために HTTP を用いると、HTTP のプロトコル仕様に

(CCN) は、コンテンツのキャッシュをルータに保持す

起因する、メッセージヘッダのオーバヘッドや双方向

るため、宛先ホストまでの経路上において、トラヒッ

通信の柔軟性に関する問題が顕在化する。我々の研究

クの削減に効果がある。このトラヒック削減は、ISP

グループでは、この問題に対し、通信プロトコルとし

にとってはトランジットリンクを通過するトラヒック

て HTTP ではなく WebSocket を用いることを提案し

の削減に繋がるため、トランジットコストを削減でき

ている。WebSocket は HTTP と比較して、メッセージ

る。一方で、CCN ルータがキャッシュのために搭載で

ヘッダが小さいこと、柔軟な双方向通信が可能である

きるメモリ容量はエンドユーザが要求するコンテンツ

ことなどの特徴を持つ。そのため、エネルギー管理シ

の量に対して十分とはいえない。また、通常の CCN で

ステムのための通信プロトコルとして適していると考

は経路上のキャッシュのみが利用され、経路外にキャッ

えられる。しかし、多数の機器を監視及び制御の対象

シュが存在しても利用できない。

とし、同時接続セッション数が増大するエネルギー管
理システムを想定した IEEE 1888 のスケーラビリティ
の検証は進んでいない。特に、WebSocket を通信プロ
トコルとして用いる場合の性能評価はほとんど行われ
ていない。

図 10: ピアリングリンクとトランジットリンク

そこで本稿では、ISP のトランジットコスト削減を
目的とした、複数 ISP 間における CCN ルータのキャッ
シュ共有手法を提案する。提案手法では、CCN ルー
タ間で互いにキャッシュを利用し、お互いにキャッシュ
図 9: IEEE1888 の概要

するコンテンツの重複を排除する。これにより限られ
たメモリ容量を有効利用してキャッシュヒット率を高

そこで本報告では、DEMS への適用を想定し、通
信プロトコルとして WebSocket を用いた IEEE 1888
対象とし、その基本的な特性を明らかにするための実
験評価を行った。具体的には、SOAP Web サービスに
基づく DEMS サーバを構築し、多数の機器がサーバ

め、トランジットコストを大きく削減する。実際の商
用 ISP のネットワークトポロジを利用したシミュレー
ション評価により、提案手法が通常の CCN と比べ、ト
ランジットトラヒック量を最大で 28%削減できること
を示した。

図 11: 評価結果

[関連発表]
• Kazuhito Matsuda, Go Hasegawa and Masayuki
Murata, “Multi-ISP cooperative cache sharing for
saving inter-ISP transit cost in content centric networking,” to appear in IEICE Transactions on Communications, 2015.
4.3.2

図 12: オーバレイネットワーク

を始点とするパスの経路重複の状態を推定する。1 つ
のオーバレイノードを始点とする複数のパスは、逐次
的に計測を行うことで、計測衝突を回避する。一方、
始点が異なる経路は、始点オーバレイノードがランダ
ムに計測タイミングを決定することで、衝突を確率的
に回避する。性能評価の結果、従来の完全スケジュー

オーバレイネットワークにおけるネットワーク

リング型の計測手法に比べて高い計測頻度を達成し、

性能計測手法に関する研究

かつ、計測重複を効率的に回避できることを明らかに

オーバレイネットワークは IP ネットワーク上に論理

した。また、利用可能帯域の計測精度を下げることな

的に構築されたネットワークであるため、性能の維持、

く、計測オーバヘッドを削減できること、また、アン

向上のためには定期的にオーバレイパスの資源情報を

ダーレイネットワークの故障を従来手法に比べて短い

計測によって得る必要がある。オーバレイネットワー

時間で検出できることを明らかにした。
100

いるが、その多くは小規模なオーバレイネットワーク

80

を対象としており、全てのオーバレイノード間の経路
を計測する手法である。このような手法ではオーバレ
イノード数の 2 乗の計測コストが必要であり、オーバ
レイノード数が増加した場合には計測に必要なコスト
の増加が問題となる。
このようなオーバレイネットワークにおける計測
においては、計測経路数を削減する、あるいは、スー
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クの構築に必要な情報を得る手法は数多く提案されて

60
40
real avbw
search range
result

20
0
0

800

1600

2400

3200

4000

4800

Time (s)

図 13: 評価結果

パーノードを設置してオーバレイネットワークの全て
の経路情報を収集し、完全スケジューリングによって

さらに本研究では、オーバレイパスの重複した部分

計測の衝突を回避する手法が提案されている。これに

の計測を行わず、重複部分の計測結果を合成すること

対し本研究では、スーパーノードを使用せず、かつ、

により、オーバレイネットワーク全体の性能を推定す

IP ネットワークの完全なトポロジ情報を必要としな
い、オーバレイネットワーク計測手法を提案した。具

る、計測結果の空間的合成手法を提案した。この手法

体的には、個々のオーバレイノードが自身を始点とす

完全性を維持しつつ、パスの計測数を削減することが

るオーバレイパスの計測タイミングを決定し、計測衝

できるが、計測結果の空間的合成によって得られた推

突を回避する。

定結果と実際の計測結果との間の誤差、つまり推定精

は、オーバレイネットワーク全体のパスの情報を得る

提案手法は、個々のオーバレイノードが他のオーバ

度が問題となる。そのため、本研究では、PlanetLab 上

レイノードまでのアンダーレイ経路情報を取得し、他

における計測結果を用いた、パケット廃棄率の計測結

のオーバレイノードと経路情報を交換することによ

果の空間的合成手法の精度評価を行った。また、推定

り、自身を始点とする経路と、他のオーバレイノード

精度を向上させるための計測結果のデータ処理手法を

図 14: 評価結果

図 16: 評価結果

提案した。

図 17: 評価結果
図 15: オーバーレイネットワークの計測

4.3.3
精度評価の結果、PlanetLab 環境における、実際の

ネットワークパスの複数区間の利用可能帯域の
同時計測に関する研究

パケット廃棄率の計測結果と、空間的合成手法によっ

エンド端末間におけるデータ転送の際に、パスの利

て得られた推定値との平均対数誤差は約 0.4 であるこ

用可能帯域を指標として用いることで、輻輳の検知、

とがわかった。また、パケット廃棄率の計測において

通信レートの制御、オーバレイネットワークにおける

は、オーバレイノード処理負荷が原因となり、計測開

トポロジ制御、経路制御やマルチパス転送などの様々

始後の数秒間にパケットが全く届かないことがあり、

なネットワーク制御が可能となる。そのため、エンド

そのような計測結果を削除した上で統合手法を適用す

端末間パスの利用可能帯域を計測することは重要であ

ることによって、推定精度が向上することがわかった。

る。従来の端末間パスの利用可能帯域の計測技術は、

さらに、パケット廃棄率の計測結果に対し、統計的検

ボトルネック区間の利用可能帯域の値のみを把握する

定を適用し、外れ値を除去することにより、平均対数

ことができるが、一方、ボトルネック区間そのものの

誤差を最大で 36%改善できることを示した。

特定やエンド端末間パスの複数箇所の利用可能帯域の
計測を行うことはできない。しかし、たとえば無線ネッ

[関連発表]

トワークと有線ネットワークなどネットワーク特性が

• Dinh Tien Hoang, Go Hasegawa and Masayuki Murata, “A distributed mechanism for probing overlay

異なる区間がエンド端末間パス上に混在している場合

path bandwidth using local information exchange,”
IEICE Transactions on Communications, vol. E97B, no. 5, pp. 981?995, May 2014.

可能となれば、無線ネットワークなどパケット誤りの

• Go Hasegawa, Yusuke Iijima and Masayuki Murata, “Accuracy improvement for spatial compotision-based end-to-end network measurement,” to be

そこで本研究では、エンド端末間のパス上における

presented at 12th The International Conference on
In-formation Technology (ITNG 2015), April 2015.

に、それぞれのネットワークの利用可能帯域の計測が
多い環境に応じて通信レートを低く設定するなどの、
ネットワーク環境に応じた制御を行うことができる。
複数かつ任意の区間における利用可能帯域を同時に計
測する手法について検討し、その有効性をシミュレー
ション及び実機実験によって検証した。従来の利用可
能帯域の計測手法は送信端末が受信端末に向けて計測

図 18: 複数区間の利用可能帯域の同時計測

図 20: 評価結果

用パケットを送る際に、パケットの送信間隔を様々に
変化させ、受信端末における受信間隔を観察すること
で利用可能帯域を計測する。そこで、提案手法におい
ては、パケットの送信間隔の制御方法を改善し、かつ、
エンド端末間パス上のルータにおいて記録されるパ
ケットの送受信時刻を利用することによって、端末間
のパス上における任意の区間の利用可能帯域を計測す
る。提案方式の性能評価は、簡易的なシミュレーショ
ンによって行った。その結果、送信端末に近いネット
ワーク区間より、受信端末に近いネットワーク区間の
利用可能帯域が大きい場合においても、それぞれの区
間の利用可能帯域を計測することが可能であることを
確認した。また、実機実験によっても、シミュレーショ
ン結果と同等の計測精度が得られることを確認した。

4.3.4

マルチテナント型データセンタにおける仮想
ネットワーク配置に関する研究

マルチテナント型データセンタでは、基盤となる物
理ネットワークが備える性能を余すことなくテナント
に配分し、かつ、物理ネットワークの障害がテナント
に与える影響を抑えるため、テナントを構成する仮想
ネットワークを物理ネットワーク上に適切に配置する
ことが必要になる。本報告では、仮想ネットワークの
性能と可用性の向上を目的に、まず、仮想ネットワー
クが得る利用可能帯域と障害により失う帯域の差分を
有効帯域と定義し、仮想ネットワークの配置問題を定
式化する。次に、障害復旧手続きを規定した上で、仮
想ネットワークの集約状態に応じて、物理ネットワー
クの障害時における仮想ネットワークの障害復旧時間
が変化するモデルを提案する。最後に、計算機シミュ
レーションを行い、有効帯域を最大化する仮想ネット
ワークの配置は、物理ネットワークの帯域を使い切り、
かつ、障害による停止時間を、利用可能帯域を最大化
する配置に比べ 1/3 程度に低減できることを示した。

[関連発表]
• Yukio Ogawa, Go Hasegawa, and Masayuki Murata,
“Virtual network allocation for fault tolerance with
図 19: 評価結果

bandwidth efﬁciency in a multi-tenant data center,”
in Proceedings of IEEE Cloudcom 2014, December
2014.

[関連発表]

4.3.5 Web トラヒック制御に関する研究

• Kazumasa Koitani, Go Hasegawa, and Masayuki
Murata, “End-to-end measurement of hop-by-hop

レットや Java Server Pages (JSP) のプログラムをサーバ

available bandwidth,” in Proceedings of The 28th

側で実行するか、JavaScript で書かれた Ajax や DOM

IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications IEEE AINA

によるプログラムを HTML に埋め込みクライアント

2014, May 2014.

の割合が増加している。その結果、Web サイト閲覧

クライアント PC からのリクエスト受信時に、サーブ

PC 側で実行することで生成される動的オブジェクト
時に発生する通信パタンが複雑化している。一方で、

67%のユーザは毎週のように Web 閲覧時の待ち時間

図 23: Web トラヒック制御

図 21: マルチテナント型データセンタにおける仮想

図 24: 評価結果

ネットワーク配置

サーバ距離、遅延時間、オブジェクト数といった各種
特性値の地域的な傾向について分析した。その結果、

Business, Regional, Shopping, Sports などの地域性の高
いオブジェクトは各々のアクセス地点の近隣に存在す
るサーバから取得される傾向があり、一方、Reference,
Health, Adult, Games などの地域性の低いサイトのオ
ブジェクトは北米に存在するサーバから取得される傾
向があることが明らかとなった。また各 Web サイトを
各測定地点における各特性値の傾向に基づきクラスタ
分析し、オブジェクト種別や URL カテゴリによる通信
特性の違いを明らかにし、効率的なキャッシュ制御法
として、地域性の低いサイトのオブジェクトを様々な
地域で優先的にキャッシュすることで、限られたキャッ
図 22: 評価結果

シュ資源を有効に活用した効果的な Web レスポンス
時間の改善が期待できることを示した。

の長さを感じており、17%のユーザは Web 閲覧時に最
大でも 5 秒しか待てないという報告がなされており、
複雑性を増す Web トラヒックをいかにして効率的に
配信するかが重要な課題となっている。
そこで、過去の研究において、測定用 PC から多数
のサイトにアクセスした際に発生するトラヒックの通
信特性値を HAR(HTTPArchive) ファイルとして取得
し、HAR ファイルから各種特性値を抽出することで、

URL カテゴリやオブジェクト種別ごとの各種通信特
性の傾向について分析したが、単一地点 (東京) からの
測定分析に限定されており、通信構造の地理的な傾向
の差異は分析されていない
そこで本研究では、PlanetLab を用いて世界の 12 の
拠点から、アクセス頻度の高い約 1,000 の Web サイト
にアクセスしたときに発生する通信パタンを測定し、

[関連発表]
• 上山 憲昭, 中野 雄介, 塩本 公平, 長谷川 剛, 村田 正
幸, 宮原 秀夫, “Web トラヒックの地域的な傾向分
析,” 電子情報通信学会技術研究報告 (NS2014-20),

vol. 114, pp. 107?112, April 2014.
4.3.6

化学反応式を用いた空間協調モデルに基づく
サービス空間構築手法に関する研究

Network Function Virtualization (NFV) やマッシュア
ップ Web サービスなどのネットワークシステムにおい
ては、実行環境の構成要素である汎用サーバ上に複数
のサービスや機能を配置し、実行する。その分散配置
されたサーバに、どのサービスや機能を配置するか、
及び配置された各サービスや機能にどう資源を割り当
て実行するかを各サーバで自律的に決定することは、
物理的に広い範囲のネットワーク環境や、サーバ障害

や環境変動の発生時においても、システムの冗長性や

各デバイスの自律的な動作によって実現する。シミュ

成長性を保ちながらシステム全体を制御できる。また、

レーション評価により、提案システムが仮想化ネット

遺伝子ネットワークや化学反応等の生化学における特

ワークシステムに求められる様々な機能を実現できる

性である自己組織性や堅牢性を情報ネットワークアー

ことを確認した。

キテクチャへ応用する検討が活発に行われている。

[関連発表]
• Shun Sakurai, Go Hasegawa, and Masayuki Murata,
“Construction method of service space in virtualized
network system based on chemical-inspired spatial
coordination model,” 電子情報通信学会技術研究報
告 (NS2014-188), vol. 114, pp. 69?74, March 2015.
• Shun Sakurai, “Construction method of service
space in virtualized network system based on
chemical-inspired tuple space model,” Master s thesis, Graduate School of Information Science and
Technology, Osaka University, February 2015.
4.4

図 25: ネットワークサービス

無線・モバイルネットワークに関する研究

4.4.1 TCP の動作を考慮した無線 LAN の消費電力低
減に関する研究
IEEE 802.11 無線 LAN においては、無線通信が消
費する電力が全体の 10%から 50%を占めることが報
告されており、無線通信の消費電力を削減することが
機器全体の消費電力を削減するうえで重要である。無
線 LAN における省電力化に関する検討は、主にハー
ドウェアレベルおよび MAC プロトコルレベルの双方
から行われている。一般に、ネットワーク機器の省電
力に関して議論を行う場合においては、省電力効果と
ネットワーク性能間のトレードオフを考慮する必要が
ある。すなわち、消費電力の削減に効果のある要因を
明らかにし、その要因がどの程度ネットワーク性能を
低下させるかを知ることが重要である。しかし、TCP
などのトランスポート層プロトコルの挙動が省電力性
能に与える影響を考慮したデータ転送手法に関する研

図 26: 化学反応式を用いた空間協調モデルに基づく

究はほとんど行われていない。

サービス空間構築手法

そこで本研究では、化学反応式を利用した空間拡散
モデルに基づいて、上記のようなネットワークサービ
スにおいて、提供するサービスや機能を適切な場所で
実行し、サーバ資源をそれらで効率よく共有する手法

図 27: 無線 LAN の消費電力低減

を提案する。提案手法では、サービスや機能を実行す
るサーバを個々のタプル空間とみなし、ユーザからの
リクエスト量やサービスの需要量等を化学物質として
考え、サーバ内の局所的な状況を化学物質の濃度変化
や拡散によって表現する。そして、その空間で、各サー
ビスに対するリクエストをサーバ資源を用いて処理す
る反応式を定義し、それを実行することにより、サー
ビスの需要に応じたサーバ資源の共有をシステム内の

そこで本研究では、無線 LAN 環境における TCP
データ転送の省電力化を行うために SCTP トンネリン
グを提案した。SCTP トンネリングは、複数の TCP フ
ローを無線端末とアクセスポイント間に確立した 1 本
の SCTP アソシエーションに集約する。そして、SCTP
トンネリングは集約された TCP フローのパケットを

バースト的に転送することによって状態遷移回数を削

ワークにおいて、ユーザプレーンとコントロールプ

減し、スリープによる省電力効果を高める。また、提

レーンの双方において発生する輻輳への対応が課題と

案方式の省電力効果を評価するために、SCTP トンネ

なっている。特にコントロールプレーンの輻輳につい

リングの消費電力モデルを構築する。その消費電力モ

ては、新たな需要拡大を伴う通信形態である Machine-

デルに基づいた消費電力解析により、提案方式が消費

to-Machine (M2M) 通信による影響が大きいと指摘さ

電力を最大 70%程度削減できることを示した。また、

れている。M2M 通信は、通信するデータ量そのもの

実機実験によってもその有効性を検証し、標準化され

は多くはないが、端末数が膨大になるとされており、

ている省電力手法を単独で用いた場合と同程度の省電

その通信特性は大きく異なる。そのため、M2M 通信

力効果を保ちながら、ファイル転送時間を短く抑える

を行う端末 (以下では M2M 端末と呼ぶ) を従来の携

ことができることを示した。

帯電話端末と同じ方式でモバイルネットワークに接続
すると、特にコントロールプレーンの輻輳が悪化する
と考えられる。スマートフォンのようなユーザ端末の
トラヒックはユーザの端末操作に応じて発生し、遅延
時間に対する要求条件も厳しいため、輻輳解消のため
の制御は不向きである。一方、M2M 端末が発生させ
る通信は一般的に機械に組み込まれることが多く、端
末数が非常に多く、間欠的であり、遅延時間に対する
制約はユーザ端末に比べると緩い。このような特性を
持ったトラヒックに関して、制御の効果を生み出しや
すいことが期待される。

図 28: 実機評価環境

図 30: モバイルコアネットワークの負荷を軽減するた
めの通信集約手法

そこで本研究では、モバイルコアネットワークの負
荷を軽減するための通信集約手法に着目し、通信集約
の際のパラメータを決定するために、通信集約がモバ
イルネットワークの負荷や M2M 通信の特性に与える
図 29: 評価結果

影響を明らかにした。具体的には、端末側のシステムイ
ンテグレータで集約を行う場合やネットワークにおい

[関連発表]
• Masafumi Hashimoto, Go Hasegawa and Masayuki
Murata, “An analysis of energy consumption for
TCP data transfer with burst transmission over a
wireless LAN,” International Journal of Communication Systems (online), July 2014.
4.4.2 M2M 通信収容のためのモバイルコアネットワー
クアーキテクチャに関する研究
携帯電話加入者数の増加や高機能なスマートフォン
等の普及により、3G や LTE などのモバイルネット

て集約を行う場合等の集約箇所の違いや、集約の度合
が性能に与える影響を数学的に解析し、集約によって
軽減されるモバイルネットワークの処理負荷や、M2M
通信に新たに発生する遅延時間の特性を評価する。評
価の結果、S-GW で集約を行うことで、集約による遅
延時間の発生を抑えながら、M2M 端末の収容効率を
約 30%改善できることを明らかにした。
さらに、モバイルコアネットワークのデータプレー
ンとコントロールプレーンを分離し、一方、あるいは
双方をクラウド環境へ設置するネットワークアーキテ
クチャに着目し、その効果を数学的解析手法によって

ンの音声やキャリアが提供する i-mode 等のサービス
が生成するトラヒックとは異なり、アプリケーション
はサービスプロバイダのサーバとつながって様々なト
ラヒックを発生させ、事前に見積もるのは困難である。
これら個々のトラヒックがネットワーク内で多重化さ
れた場合には、ランダムなトラヒックではなく、固有
なトラヒックパターンを発生させ、場合によって急激
なトラヒックの変動が発生する。また、アプリケーショ
ンとサーバとの通信が頻発すると、ネットワーク内の
制御サーバとスマートフォンとの制御信号のやりとり
が増大し、制御サーバに過大な負荷を与える。この様
図 31: M2M 通信収容のための仮想モバイルコアネッ

なスマートフォンアプリケーションによるネットワー

トワークアーキテクチャ

クへのインパクトを、アプリケーションが普及する前
に算出できれば、アプリケーション普及前に対策を講
じることが可能となる。

図 33: パケット分類手法

図 32: 評価結果

そこで本研究では、スマートフォン上の多様なアプ
リケーションと通信パターンについての調査を行うた
め、多くのスマートフォンを収容するネットワークで

明らかにした。その結果、仮想化によって容易となる

のキャプチャ結果をアプリケーションごとのパケット

コアノードへの柔軟な資源割当により、M2M 端末の

に分類する手法の検討を行った。検討した手法は、ま

収容可能台数が約 30%増加することを明らかにする。

ず、スマートフォンアプリケーションのプログラムを

さらに、通信集約手法を組み合わせることで、その効

解析し、通信するサーバのホスト名に対応する文字列

果が最大で 124%に拡大することを示した。

を抽出する。一方、スマートフォンを収容するネット

[関連発表]
• 長谷川 剛, 村田 正幸, “モバイルコアネットワーク
における M2M 通信集約手法の解析的評価,” 電子
情報通信学会技術研究報告 (MoNA2014-25), vol.

114, pp. 51?56, July 2014.
• 長谷川 剛, 村田 正幸, “M2M 通信収容のための
仮想モバイルコアネットワークアーキテクチャに
関する一検討,” 電子情報通信学会技術研究報告

(NS2014-261), vol. 114, pp. 493?498, March 2015.
4.4.3 スマートフォンアプリケーションのパケット分
類手法に関する研究
スマートフォンのアプリケーションの動作はアプリ
ケーション開発者に委ねられているため、各アプリケー
ションが生成するトラヒックは、従来のフィーチャフォ

ワークにおいて、スマートフォンのパケットをキャプ
チャし、スマートフォン毎にキャプチャデータを分類
する。これには、スマートフォン毎の IP アドレスを用
いる。その後、予め生成しておいたアプリケーション
ごとの宛先ホスト名に一致するパケットを抽出するこ
とで、アプリケーションごとのパケットに分類する。
複数の実アプリケーションを用いて検証を行った結果、
多くのアプリケーションについて高い適合率と再現率
が得られることがわかった。

[関連発表]
• 中野 雄介, 上山 憲昭, 塩本 公平, 長谷川 剛, 村田
正幸, 宮原 秀夫, 混在するスマートフォンアプ
リケーションのパケット分類手法, 電子情報通
信学会ネットワークソフトウェア研究会, January

2015.

4.4.4 TDMA 型マルチホップ無線ネットワークにお
けるとポロ字がネットワーク性能に与える影響
の研究

TDMA 型マルチホップ無線ネットワークでは、ク
ライアント端末のトラヒック要求量とネットワークト
ポロジから決定されるトラヒック負荷に応じて、リン

5 社会貢献に関する業績
5.1.1

容先の決定は、ネットワーク性能の改善のための重要
な要因である。

ターの電力はいかに下げるのか？」2014 年 7 月
31 日

5.1.2

端ネットワーク環境、ユビキタスネットワークに
関するパネル展示を行った。173 名の来訪者があっ

トワークトポロジが TDMA 型マルチホップ無線ネッ
す。また、ネットワークトポロジ構築の問題を組み合

た。（2014 年 5 月 3 日、長谷川）

• 基礎工学部第 36 回公開講座にて「SNS を支える
データセンターの電力はいかに下げるのか？（エ

わせ最適化問題として定義し、その問題を発見的手法

ネルギーセントリックデータセンター）」を開講

を用いて解くことで、パケット伝送遅延時間やネット

するとともに、研究室公開を行った。（2014 年 7

ワークキャパシティの観点で優れたネットワークトポ
ロジを得る手法を提案する。評価結果より、提案手法
を用いることで単純なネットワークトポロジと比べて

研究部門公開など

• 大阪大学いちょう祭にて研究部門公開を行い、先

本研究では、クライアント端末の収容先を含むネッ
トワークの性能に与える影響に関する評価結果を示

学外活動

• 大阪大学 公開講座 「SNS を支えるデータセン

クにタイムスロットを割り当てる必要がある。そのた
め、ネットワークトポロジ及びクライアント端末の収

教育面における社会貢献

5.1

月 30,31 日、松岡、長谷川）

• 基礎工学部オープンキャンパス (大学説明会) にて
研究室公開を行い、先端ネットワーク環境、ユビ

パケット伝送遅延時間を平均 20%削減し、ネットワー

キタスネットワークに関する研究紹介を行った。

クキャパシティを最大で 43%拡大できることを明らか

（2014 年 8 月 8 日、松岡、長谷川）

にした。

学会活動

5.2
5.2.1

国内学会における活動

2014 年度に運営に参画した国内学会を列挙する。
• 電子情報通信学会 通信ソサイエティ 総務幹事
（2012 年 4 月〜2014 年 5 月、長谷川）
図 34: マルチホップ無線ネットワーク

[関連発表]
• Kai Koyama, “An Analysis Study on the Impact of
Network Topology on the Performance of TDMAbased Multihop Wireless Networks,” Master’s Thesis, Graduate School of Information Science and
Technology, Osaka University, Feb. 2015.
• 小山甲射, 長谷川剛, 松岡茂登, “TDMA 型マルチ
ホップ無線ネットワークにおけるトポロジがネッ
トワーク性能に与える影響の解析,” 電子情報通
信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.571-576,

NS2014-274, Mar. 2015.

• 電子情報通信学会 ネットワークシステム研究会
専門委員（2011 年 5 月〜、長谷川）
• 情報処理学会 マルチメディア通信と分散処理研究
会 運営委員（2010 年 4 月〜2014 年 5 月、長谷川）
5.2.2

論文誌編集

2014 年度に編集に携わった論文誌を列挙する。
• Editorial Advisory Board, International Journal on
Advances in Systems and Measurements （2009 年
〜、長谷川）

• Editorial Board Member, International Journal on
Advances in Networks and Services （2009 年〜、
長谷川）

• Editorial Board Member, ISRN Communications
and Networking （2010 年〜、長谷川）
5.2.3

国際会議への参画

2014 年度に委員および委員長として運営に参画し
た、あるいは参画中の国際会議を列挙する。
• Advisory Chair, The 10th International Conference
on Networking and Services (ICNS 2014). （2014

年 4 月開催、長谷川）

• TPC Member, The 10th International Conference on
Networking and Services (ICNS 2014). （2014 年 4
月開催、長谷川）
• Publicity Co-Chair, IEEE/IFIP Network Operations
and Management Symposium (IEEE/IFIP NOMS
2014).（2014 年 5 月開催、長谷川）

5.2.4

学会における招待講演・パネル

該当なし

5.2.5

招待論文

該当なし

5.2.6

学会表彰

該当なし

• TPC Member, The 2014 International Communications Quality and Reliability Workshop (IEEE CQR
2014).（2014 年 5 月開催、長谷川）
• TPC Member, The 2nd International Conference

5.3.1

• TPC Member, IEEE International Conference on
Communications (IEEE ICC 2014).（2014 年 6 月
開催、長谷川）

• Advisory Chair, The 9th International Conference
on Internet Monitoring and Protection (ICIMP
2014). （2014 年 7 月開催、長谷川）

岡、長谷川）

• 日本電気株式会社クラウドシステム研究所（長
谷川）

• 株式会社ルネサスエレクトロニクス（長谷川）
• 沖電気工業株式会社（長谷川）
5.3.2

ネットワーク科学リサーチシンポジウム (FNSR

2014), September, 2014.

Internet Monitoring and Protection (ICIMP 2014).
• Advisory Chair, The 10th Advanced International
Conference on Telecommunications (AICT 2014).
（2014 年 7 月開催、長谷川）
• TPC Member, The 10th Advanced International
Conference on Telecommunications (AICT 2014).
（2014 年 7 月開催、長谷川）

• TPC Member, The 6th International Conference on
Emerging Network Intelligence (EMERGING 2014).
（2014 年 8 月開催、長谷川）
• TPC Member, The Asia Paciﬁc Conference on Wireless and Mobile (APWiMob 2014).（2014 年 8 月開
催、長谷川）

• TPC Member, The New Internet Symposium (NIS
2014).（2014 年 9 月開催、長谷川）
• TPC Member, The 2014 International Conference
on Advanced Technologies for Communications
(ATC 2014).（2014 年 10 月開催、長谷川）
• TPC Member, The 2014 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite

5.3.3

年 12 月開催、長谷川）

特許

該当なし

5.3.4

学外委員

• Data Center Energy ManagementWorking Group 主
査（2013 年 5 月〜、松岡）
5.4

プロジェクト活動

• 環境省 CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実
証事業 委託事業, “データセンタの抜本的低炭素
化とオフィス等への廃熱利用に関する共同技術開
発,” 2013〜2015 年度（松岡、長谷川）

• 科学研究費補助金（基盤研究 C）, “無線機器の省
電力機構の効果を最大化するトランスポート層
アーキテクチャ,” 2012〜2014 年度代表（長谷川）

• NICT 受託研究,“新世代ネットワークの実現に向け
た欧州との連携による共同研究開発および実証,”

2014〜2017 年度（松岡、長谷川、樽谷）
• 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE） “
データセンターにおけるラック内空調効率改善を
もたらす通信ケーブルワイヤレス化の研究開発,”

(COMNETSAT 2014).（2014 年 11 月開催、長谷川）
• TPC Member, The 2014 IEEE Global Communications Conference (IEEE GLOBECOM 2014).（2014

学外での講演

• 長谷川剛, 将来移動ネットワークの制御技術, 将来

• TPC Member, The 9th International Conference on
（2014 年 7 月開催、長谷川）

企業との共同研究

• 日本電信電話株式会社環境エネルギー研究所（松

of Information and Communication Technology
(ICoICT 2014).（2014 年 5 月開催、長谷川）

産学連携

5.3

2014〜2015 年度（松岡）
5.5

その他の活動

• 文部科学省 情報科学技術委員会 委員（2013 年 2
月〜2015 年 2 月、松岡）

6

2014 年度研究発表論文一覧

2014 年度内に出版された論文や対外発表を列挙す
る。
6.1

6.4 国際会議発表
9. Kazumasa Koitani, Go Hasegawa and Masayuki
Murata, “End-to-end measurement of hop-by-hop
available bandwidth,” in Proceedings of the 28th
IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (IEEE AINA
2014), May 2014.

著書

該当なし

6.2

学術論文誌掲載論文

1. Dinh Tien Hoang, Go Hasegawa and Masayuki Murata, “A distributed mechanism for probing overlay
path bandwidth using local information exchange,”
IEICE Transactions on Communications, vol.E97B, no.5, pp.981-995, May 2014.
2. Go Hasegawa, Shoichi Takagi, Yoshiaki Taniguchi,
Hirotaka Nakano and Morito Matsuoka, “Design
and evaluation of time slot assignment algorithm for
IEEE 802.16j relay networks,” International Journal

10. Masafumi Hashimoto, Go Hasegawa and Masayuki
Murata, “Experimental evaluation of SCTP tunneling for energy-efﬁcient TCP data transfer over
a WLAN,” in Proceedings of the 10th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC 2014), Aug. 2014.
11. Takaaki Deguchi, Yoshiaki Taniguchi, Go Hasegawa, Yutaka Nakamura, Norimichi Ukita, Kazuhiro
Matsuda and Morito Matsuoka, “Impact of workload assignment on power consumption in softwaredeﬁned data center infrastructure,” in Proceedings

of Computer Networks, vol.6, no.3, pp.50-65, June

of the 3rd IEEE International Conference on Cloud
Networking (IEEE CloudNet 2014), Oct. 2014.

2014.
3. Shuto Fujii, Yoshiaki Taniguchi, Go Hasegawa
and Morto Matsuoka, “Pedestrian counting with
grid-based binary sensors based on Monte Carlo

12. Yukio Ogawa, Go Hasegawa, and Masayuki Murata, “Virtual Network Allocation for Fault Tolerance with Bandwidth Efﬁciency in a Multi-Tenant

method,” SpringerPlus, vol.3, article ID 299, 10

Data Center,” in Proceedings of IEEE CloudCom
2014, Dec. 2014.

pages, June 2014.
4. Masafumi Hashimoto, Go Hasegawa and Masayuki
Murata, “An analysis of energy consumption for
TCP data transfer with burst transmission over a
wireless LAN,” International Journal of Communication Systems, July 2014. (online version)
5. Xun Shao, Go Hasegawa, Yoshiaki Taniguchi and
Hirotaka Nakano, “An interdomain overlay network based on ISP alliances for economically efﬁcient interdomain trafﬁc routing,” IEICE Transactions on Information and Systems, vol.E97-D, no.12,
pp.3163-3170, Dec. 2014.
6. Kazuhito Matsuda, Go Hasegawa, and Masayuki
Murata, “Multi-ISP cooperative cache sharing for
saving inter-ISP transit cost in content centric networking”, IEICE Transactions on Communications,
2015. (to apperar)
6.3 解説論文・記事
7. 松岡茂登, “エネルギーセントリック データセン
ター ,” OHM, pp.43-45, Apr. 2014.

8. 松岡茂登, “ユビキタス社会を支えるデータセンタ
の省エネ化 エネルギーセントリックデータセン
ター,” 電気評論, June 2014.

6.5

口頭発表（国内研究会など）

13. 上山憲昭, 中野雄介, 塩本公平, 長谷川剛, 村田正
幸, 宮原秀夫, “Web トラヒックの地域的な傾向分
析,” 電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.6,

pp.107-112, NS2014-20, Apr. 2014.
14. 松岡茂登, “エネルギーセントリックデータセン
ター,” 第 6 回データセンター構築運用展, May

2014.
15. 松岡茂登, “「温度制御」から「エネルギー制御」へ
のパラダイムシフト Energy Centric Software Deﬁned Data Center,” データセンターコンファレン
ス 2014 Summer, June 2014. (基調対談)

16. 松岡茂登, “ユビキタス社会を支えるネットワーク
の向こう側,” センサネットワーク研究会第 67 回
研究会, June 2014.

17. 長谷川剛, 村田正幸, “モバイルコアネットワークに
おける M2M 通信集約手法の解析的評価,” 電子情
報通信学会技術研究報告, vol.114, no.160, pp.51-

56, MoNA2014-25, July 2014.
18. 通阪航, 長谷川剛, 村田正幸, “IEEE 802.11 無線マ
ルチホップネットワークにおける消費電力量最小

化のためのデータレート選択に関する一検討,” イ

伝搬特性の FDTD 法解析,” 電子情報通信学会電磁

ンターネット技術第 163 委員会新世代ネットワー

界理論研究会, EMT-15-018, Jan. 2015.

ク構築のための基盤技術研究分科会ワークショッ
プ (ITRC-NWGN 2014), Aug. 2014.

19. 小山甲射, 長谷川剛, 松岡茂登, “IEEE 802.16j にお
けるネットワークトポロジ構築および端末収容方
法の提案,” インターネット技術第 163 委員会新世

29. 桜井駿, 長谷川剛, 村田正幸, “化学反応式を用い
た空間協調モデルに基づく仮想化ネットワークシ
ステムにおけるサービス空間構築手法,” 電子情報
通信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.69-74,

NS2014-188, Mar. 2015.

代ネットワーク構築のための基盤技術研究分科会

30. 田代晋也, 樽谷優弥, 長谷川剛, 中村泰, 松田和浩,

ワークショップ (ITRC-NWGN 2014), Aug. 2014.

松岡茂登, “データセンタの温度分布予測のための

(ポスター講演)

ネットワークモデル,” 電子情報通信学会技術研究

20. 橋本和幸, 松岡茂登, 長谷川剛, 谷口義明, “データ
センタにおける電力削減のための機械学習による

報告, vol.114, no.477, pp.81-86, NS2014-190, Mar.

2015.

温度予測,” インターネット技術第 163 委員会新世

31. 橋本和幸, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和浩, 田村卓三,

代ネットワーク構築のための基盤技術研究分科会

中村泰, 松岡茂登, “データセンタの電力削減のため

ワークショップ (ITRC-NWGN 2014), Aug. 2014.

の機械学習法を利用した温度分布予測,” 電子情報

(ポスター講演)

通信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.87-92,

21. 桜井駿, 長谷川剛, 村田正幸, “化学反応式モデルに
基づく情報ネットワークシステムのリソース配置

NS2014-191, Mar. 2015.

手法に関する一検討,” インターネット技術第 163

32. 出口孝明, 樽谷優弥, 長谷川剛, 中村泰, 田村卓三,
松田和浩, 松岡茂登, “データセンタにおける空調

委員会新世代ネットワーク構築のための基盤技術

機の消費電力を削減するための遺伝アルゴリズム

研究分科会ワークショップ (ITRC-NWGN 2014),

に基づくタスク配置手法の性能評価,” 電子情報通

Aug. 2014. (ポスター講演)

信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.149-153,

22. 出口孝明, 相澤直樹, 柴田克彦, 池田昌弘, 松岡茂
登, “抜本的低炭素化に向けたデータセンター用空
調システムの開発,” 平成 26 年度空気調和・衛生
工学会大会論文集, pp.53-56, Sep. 2014.

23. 長谷川剛, “将来移動ネットワークの制御技術,” 将
来ネットワーク科学リサーチシンポジウム, Sep.
2014.
24. 長谷川剛, “都市型スマート ICT 実現のためのエネ
ルギー管理システムの確立に向けて,” センサネッ
トワーク研究会第 70 回研究会, Sep. 2014.

25. 松岡茂登, “フォトニックネットワークとグリーン
ICT (データセンタの消費電力の観点から),” 電子情
報通信学会ソサイエティ大会, Sep. 2014. (チュー
トリアル)

26. 中野雄介, 上山憲昭, 塩本公平, 長谷川剛, 村田正幸,
宮原 秀夫, “混在するスマートフォンアプリケー
ションの パケット分類手法,” 電子情報通信学会
ネットワークソフトウェア研究会, Jan. 2015.

27. 川口秀樹, 上羽正純, 松岡茂登, “サーバラック電
磁シールドメッシュによるミリ波通信における反
射・信号ひずみの FDTD 法解析,” 電子情報電子情報
通信学会技術研究報告, vol.114, no.396, pp.19-23,

AP2014-164, Jan. 2015.
28. 川口秀樹, 上羽正純, 松岡茂登, “データサーバラッ
ク内でのサーバ間ミリ波通信における反射・干渉

NS2014-203, Mar. 2015.
33. 菅沼孝二, 樽谷優弥, 長谷川剛, 中村泰, 浮田宗伯,
松田和浩, 松岡茂登, “データセンタの省電力化に向
けたガウス過程動的モデルによる温度分布予測,”
電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.477,

pp.155-160, NS2014-204, Mar. 2015.
34. エムヘーテムーレン, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和
浩, 村田修一郎, 松岡茂登, “WebSocket を用いたク
ラウド型 HEMS のスケーラビリティの実験評価,”
電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.477,

pp.167-172, NS2014-206, Mar. 2015.
35. 北川貴大, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和浩, 村田修
一郎, 松岡茂登, “CEMS における多数端末の同時
接続に対する MQTT プロトコルの拡張性の実験
評価,” 電子情報通信学会技術研究報告, vol.114,
no.477, pp.239-244, NS2014-218, Mar. 2015.

36. 北田和将, 樽谷優弥, 長谷川剛, 松田和浩, 松岡茂登,
“数値流体力学シミュレーションによるデータセ
ンタ内の温度予測のためのサーバモデルの作成,”
電子情報通信学会技術研究報告, vol.114, no.477,

pp.385-390, NS2014-243, Mar. 2015.
37. 長谷川剛, 村田正幸, “M2M 通信収容のための仮想
モバイルコアネットワークアーキテクチャに関する
一検討,” 電子情報通信学会技術研究報告, vol.114,

no.477, pp.493-498, NS2014-261, Mar. 2015.

38. 小山甲射, 長谷川剛, 松岡茂登, “TDMA 型マルチ
ホップ無線ネットワークにおけるトポロジがネッ
トワーク性能に与える影響の解析,” 電子情報通
信学会技術研究報告, vol.114, no.477, pp.571-576,

NS2014-274, Mar. 2015.
39. 川口秀樹, 上羽正純, 松岡 茂登, “データセンター
におけるミリ波無線通信化のためのサーバラック
背面ドア電磁シールドメッシュの仕様検討” 電子
情報通信学会総合大会, Mar. 2015.
博士論文・修士論文・特別研究報告

6.6
6.6.1

博士論文

該当なし

6.6.2

修士論文

440. Shun Sakurai, “Construction method of service
space in virtualized network system based on
chemical-inspired tuple space model,” Master’s Thesis, Graduate School of Information Science and
Technology, Osaka University, Feb. 2015.
441. Kai Koyama, “An Analysis Study on the Impact of
Network Topology on the Performance of TDMAbased Multihop Wireless Networks,” Master’s Thesis, Graduate School of Information Science and
Technology, Osaka University, Feb. 2015.
442. Kazuyuki Hashimoto, “Temperature prediction for
energy optimization in data centers by machine
learning approaches,” Master’s Thesis, Graduate
School of Information Science and Technology, Osaka University, Feb. 2015.
6.6.3

特別研究報告

43. 北川貴大, “CEMS における多数端末の同時接続に
対する MQTT プロトコルの拡張性の実験評価,” 大
阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, Feb.

2015.
44. 田代晋也, “データセンタの温度分布予測のための
ネットワークモデルの提案,” 大阪大学基礎工学部
情報科学科特別研究報告, Feb. 2015.
45. 田中博貴, “データセンター機器制御のための IEEE
1888 への WebSocket プロトコルの適用,” 大阪大
学基礎工学部情報科学科特別研究報告, Feb. 2015.

46. 寺山恭平, “データセンタのエネルギー制御のため
のサーバ消費電力モデルの構築,” 大阪大学基礎工
学部情報科学科特別研究報告, Feb. 2015.

