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論文の内容の要旨

論文題目 ネットワークシステムの知識活用モデルとその応用に関する研究
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本論文は､ネットワークの振る舞いに関する知識の活用による､ネットワーク

機器のロバス トな設計や運用への適用に関するものである｡

今日の情報社会を支えるネットワーク技術は､高速伝送性や接続性に向けて技

術開発が進められている一方で､その社会的な役割の重大さから､振る舞いの安

定したネットワークサービスが期待されてきている｡このような背景の中で､連

鎖的な動作が増えてくると､予期せぬ動作などの発生によって､ネットワーク全

体の振る舞いが不安定になり､場合によっては停止する恐れのあることが大きな

問題となっている｡具体的には､ルータや交換機など､ノードと呼ばれるネット

ワーク機器の設計 ( フェーズにおけるソフトウェアの論理誤りなどの異状

の発生､あるいは運用 (
の発生が挙げられる｡現状では､想定の範囲内､権限の範囲内での表層からの､

人手による対症療法が中心､といった問題も明らかになっている｡これらの対策

としては､ネットワークの振る舞いを安定化できる手法が必要である0

本論文は､その実現の手段として､ネットワーク知識の活用を提案し､実現に

向けた課題として､第 1はネットワーク知識を活用するためのモデル化､ ~第 2は

異状や外乱に対するロバストな設計やロバストな運用への適用､についての研究

の成果をまとめたものである｡

先ず､第 1章で､これまでのノードの機能的な役割､および設計から運用に至

るプロセスとの関係､特に人手との関わり合いについて問題点を述べ､本研究の

目的と意義を明確にするとともに､本研究の位置付けを行う｡

第 2章では､設計フェーズから運用フェーズまで一貫､体系的に､ネットワー

ク知識を活用する概念モデルを新たに提案する｡従来､知識活用の関連技術とし

)
ion
O tpera フェーズにおけるトラフィック変動などの外乱

DAて､近いものにはソフトウェア C ､エキスパー トシステムや設計方法論など

がある｡これらの手法は､想定された動作条件を満たす仕様や想定された範囲内
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oj動作を前提としたもので､実際の場面で予測の難しい異状や外乱には対応でき

ないといった間者がある｡本章で提案した手法は､(1)メッセージ通信を伴う有
限状態マシンで表わされるリアルタイム通信システムの振る舞いが知識活用の対

象､(2)実証データ･実証実験の分析から振る舞いに関する知識へ変換､(3)振る
舞いの実行 ･制御を､時間推移における予測の二方向から適用､の 3点を特徴と

しており､ネットワーク知識の活用モデルを示す｡

第 3章で､上記の概念モデルをベースに､呼制御ソフトウェアのロバストな設計

への適用手法について述べる｡通常､ノードの中心機能となる呼制御ソフトウェ

アは､交換サービス仕様をもとに､多数の技術者の分散開発によって設計されるた

め､論理誤りの混入が避けられない｡根本原因は,仕様として陽に記述されない知

識に基づくものであり､運用前のシステム統合の時点までに除去されるべきであ

るが､その効果は技術者のスキルに依存することになって､結果的に異状が発生す

ることになる｡この間題を解決するために､本章ではサービス仕様の設計支援､お

よび呼処理プログラムの検証支援について導入する｡サービス仕様を記述する手

フィック制御機能をもつ白樺制御手法を導入する｡商用ルータによる実証実験の

分析から､IPフロー振り分けの帯域移動量の粒度など､制御パラメータを最適に

設定することで､自律制御ができることを示す｡さらに､トラフィック変動などの

外乱による､パケットの到着順序逆転の原因となる振り分け経路の振動的な振る

舞いを抑制するため､時間推移における予測の二方向からの知識を活用して､動

的トラフィック制御のブロックダイアグラムに適用する｡その結果､シミュレー

ションと数式解析により､振動的な振る舞いの回避､早期収束の高性能化､およ

び外乱による影響の抑制などによって､IPフロー振り分けにおける安定化に有用

であることを示すO

第 5章は､本研究で得られた成果をまとめるとともに､今後の展望について述

べるO
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標準化されている｡しかし､その言語仕様は決まっているものの､記述のための

抽象化レベルは規定されていない｡そこで､本章では､商用電子交換機による実

証データの分析から､時間推移における予測の二方向からの知識を活用して､知

識ベースのフレーム構成への変換に適用するOその結果､必須タスクの自動生成､

不要タスクの自動削除､ソースコードの論理誤りの自動訂正などによって､運用前

の異状な振る舞いを抑制し､詳細化設計における安定化に有用であることを示す｡

第 4章で､同様に､トラフィックエンジニアリングにおける自律制御のロバス

トな運用への適用手法について述べる｡広域網の拓鞍状態そのものを回避して 
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-
A tuo


ion
itunca
leecoinoioituncaleecoiona段としては､ITUT( lT mm nU nT mmIt tnerna
-

nioii tcaS fpec na(nS で SDL)tecorioitzad dtanarS

)
ites
ilil btonrocapate

プロトコルなどは決まっているものの､安定性を維持できる自動制御機能 (
ma dc は規定されていないOそこ で､本章では､動的トラ
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論文審査の結果の要旨
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本論文においては､安定したネットワークサービスの実現のために､ネットワー

クの振る舞いに関する知識活用を用いた､ネットワーク機器のロバストな設計や

運用への適用に関する研究をまとめている｡

第 1章は序論であり､従来におけるノードの機能的な役割および設計から運用

に至るプロセスとの関係､特に人手との関わり合いにおける問題点を示し､本研

究の目的と意義の明確化と位置付けを行っている｡

第 2章は､設計フェーズから運用フェーズまで一貫 ･体系的に､ネットワーク

知識を活用する概念モデルを新たに提案している｡従来の知識活用の関連技術と

しては､ソフトウェア CADやエキスパートシステム ･設計方法論などがあるが､

これらの手法は､想定された動作条件を満たす仕様や想定範囲内の動作を前提と

しているため､実用場面で予測困難な異状や外乱には対応できない｡そこで本草

では､( 1)メッセージ通信を伴う有限状態マシンで表わされるリアルタイム通信

システムの振る舞いが知識活用の対象､( 2)実証データ ･実証実験の分析から振

る舞いに関する知識へ変換､( 3)振る舞いの実行 ･制御を､時間推移における予
測の二方向から適用､の 3点を特徴とする手法を提案し､ネットワーク知識の活

用モデルを示している｡

第 3章では､上記の概念モデルをベースに､呼制御ソフトウェアのロバストな

設計への適用手法について述べている｡通常､呼制御ソフトウェアの設計は､交

換サービス仕様をもとに､多数の技術者の分散開発によってなされ､さらに仕様

として陽に記述されない知識に基づく要素が塩入し得るため､論理誤りの混入が

避けられない｡この間題を解決するために､本章ではサービス仕様の設計支援､
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および呼処理プログラムの検証支援を導入している｡サービス仕様を記述する手

フローを他の経路に振り分けることで､
ネットワークリソースを有効利用するための機構として､トラフィックエンジニア
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を維持できる自動制御機能 ( ma は規定されていない｡
そこで､本章では､動的トラフィック制御機能をもつ自律制御手法を導入してい

る｡この手法を適用した商用ルータによる実証実験の分析から､IPフロー振り

分けの帯域移動量の粒度など､制御パラメータを最適に設定することで､自律制

御が可能なことを示している｡さらに､トラフィック変動などの外乱による､パ

ケットの到着順序逆転の原因となる振り分け経路の振動的な振る舞いを抑制する

ため､時間推移における予測の二方向からの知識を活用して､動的トラフィック

制御のブロックダイアグラムに適用している｡その結果､シミュレーションと数

式解析により､振動的な振る舞いの回避､早期収束の高性能化､および外乱によ

る影響の抑制などによって､IPフロー振り分けにおける安定化に有用であること

を示している｡

第 5章は結論であり､本論文の総括と共に､ここで実現した知識活用によるロ

バスト設計 ･運用の応用や今後の研究課題 ･展望を提示しているD

以上要するに､本論文においては知識活用によるソフトウェア設計を､ネット

ワークの運用に初めて適用し､さらに動的トラフィック自立制御を提案し､実証

実験によってその有効性を示したことの意義は大きい.

よって､本論文は博士 (工学)の学位論文として十分な価値を有するものと認
める｡
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化に有用であることを示している｡

itescrp
言語が標準化されている｡しかし､その言語仕様は決まっているものの､記述の

ための抽象化レベルは規定されていない｡そこで､商用電子交換機による実証デー

タの分析から､時間推移における予測の二方向からの知識を活用することで､知

識ベースのフレーム構成への変換に適用している｡その結果､必要タスクの自動

生成､不要タスクの自動削除､ソースコ ドの論理誤りの自動訂正などによって､-

運用前の異状な振る舞いを抑制することが可能となり､詳細化設計における安定
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