
                          平成 17 年度採択分 
平成 19 年 3 月 31 日現在 

 
 
 
 
 
 

知能ソフトウエアに基づくグローバルな通信セキュリティに 
関 する研究 

Research on Global Communication Security based on Wisdom  
Software 
 
溝口 文雄（Mizoguchi Fumio） 
東京理科大学・理工学部・教授 

研究の概要 
 本研究では WAN(Wide Area Network)および無線 LAN やセンサチップ等を含む利用
に対する知能的ソフトウエアに基づく安全な通信基盤の構築を行う。具体的には各計算
機およびチップ上で動作する監視機構を設け、その監視機構が互いに協調することで不
正侵入の検知および排除を実現する超分散セキュリティソフトウエアを設計する。 
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１．研究開始当初の背景・動機 
インターネット世界は、利用人口の巨大

化、通信・計算機処理の高速化、そして無
線 LAN などの汎用化に伴い、利便性・有
用性が急速に向上している。しかしながら、
コンピュータウイルスやクラッキングなど
の危険性および被害も拡大しているため通
信の信頼性は低下している。 

２．研究の目的 
本研究では、LAN(Local Area Network)

だけでなく WAN(Wide Area Network)レベ
ルを対象とするほか、無線通信に基づくセ
ンサチップ等を含む利用に対して、知能的
ソフトウエアに基づく安全な通信基盤の構
築を行う。具体的には、各計算機およびチ
ップ上で動作する監視機構を設け、その監
視機構が互いに協調する超分散セキュリテ
ィソフトウエアを設計する。さらに、多数
のセンサを用いたヒューマンセキュリティ
など、その通信の安全性を背景とする新た
なネットワークサービスの創出を行う。 

３．研究の方法 
 各セキュリティソフトウエアの設計およ
び実装は東京理科大学溝口研究室のワーク
ステーション上で実施を行った。各種カメ
ラセンサを含むセンサネットワーク関連の
研究開発は同大学情報メディアセンター内
で実施した。また、株式会社ウイズダムテ
ックの協力により、多拠点間の通信および
セキュリティ実験を実施した他、プロトタ
イプの配布および評価実験を実施した。 

４．これまでの成果 
 本研究では、最初に WAN レベルにおけ
る超分散および情報共有処理を大規模に行
うための言語開発を行った。本言語は NAT
等で寸断されたプライベートネットワーク
間の透過的な通信を可能にするミドルウェ
アを開発し、組み込みを行った。また、本
メカニズムを応用することにより、計算機
間の情報共有の際の送受信先の情報トレー
スできるだけでなく、アプリケーション間
における認証や制限を行うことを可能にし
た。さらに計算機上の CPU の占有率等を
認識する機能を組み込むことにより、CPU
優先率を動的に調節可能な機構を付加する
ことに成功した。 

次に、通信セキュリティとして、様々な
OS ごとに、計算機上で実行された処理を
監視するソフトウエア、および、ネットワ
ークを介して計算機に流れ込むメッセージ
を解析するソフトウエアを開発した。そし
て、本解析ソフトウエアを用いたセキュリ
ティソフトウエアを上記言語により実装を
行うことで、監視ソフトウエア間の分散・
協調処理を実現した。これにより、WAN
レベルにおける不正侵入の検知および侵入
経路の追跡を可能にした。 
その他、侵入パターンおよび個人情報ル

ールを導出するデータマイニングソフトウ
エア、無線通信に対する伝播損失情報を応
用した位置認識が可能なソフトウエアを開
発した他、センサチップ群を用いたセキュ
アな相互協調システム、および設計した言
語の開発環境等を開発した。 



〔４．これまでの成果（続き）〕 
 上記の中で平成 17、18 年の代表となる研
究成果は次の通りである。 
○WAN レベルにおける情報共有を実現す
るための広域通信メカニズムの設計 

 本研究では、ソフトウエアレベルで複数
種類の NAT に対する NAT 越え通信プロ
トコルを提案し、さらにこのプロトコルを
通信機構に組み込んだ広域分散ミドルウェ
ア LampEye の設計と実装を行った。  

○WAN レベルにおける超分散および情報
共有処理を大規模に行うための言語開発 
WAN レベルにおける分散処理および情

報 共 有 を 大 規 模 に 行 う た め の 言 語
WMAL(WAN Multi Agent Language) 
の設計および開発を行った。本言語は
WMAL トランスレータと通信ミドルウェ
ア LampEye による通信、追跡、検証機構
から成り立っており、NAT 越え通信を含む
WAN レベルの情報共有を可能にする他、
計算機間の情報共有の際の送受信先の情報
トレース機能、および情報共有時の計算機
間の認証機能を実現している。 

○ 協調型超分散ネットワークセキュリテ
ィソフトウエアの開発 

 本セキュリティソフトウエアでは、ネッ
トワークからのアクセスを個別に監視する
機構、プロセスの処理内容を個別に監視す
る機構を個別のエージェントとして定義す
る。各エージェントは監視対象の動きをト
レースすることで関連するエージェントと
情報共有を行い、単体の情報では検知が困
難な不正侵入の協調的な検知を実現する。
さらに、WAN レベルにおける異なる計算
機間のエージェント間で情報共有を行うこ
とにより、外部からの侵入はもちろん内部
攻撃が行われた際も、その侵入方法や実行
内容を詳細に把握することが可能となる。 

○ センサチップ等を用いたセンサネット
ワークに対するセキュリティソフトウエ
アの設計 
本研究では、実環境内の自律分散制御さ

れたデバイスを、無線アドホックネットワ
ークを用いたセンサネットワークによって
統合し、ユビキタス環境を簡便に構築する
ことを目的としたマルチエージェント言語
および処理系を開発した。これらは、小規
模なリソースを持つセンサノード上で動作
し、ネットワークへの動的な参加、動的な
サービス発見と相互利用、相互通信におけ
るセキュリティを備えるソフトウエアシス
テムである。その他、各種のセンサ系を用
いて来年度に設計予定のヒューマンセキュ
リティシステムおよびヒューマンサポート
システムのプロトタイプを構築している。 

５．進捗状況と計画 
 提案時に計画していた平成 17、18 年度
の研究課題は全て達成しているほか、来年
度に実施予定である研究課題のプロトタイ
プを構築するなど、計画以上に進展してい
る。また、研究成果の一部をホームページ
上で無償公開するなど、実用化を視野に入
れた研究開発を推進している。 
 今後の研究計画として、平成 17、18 年
度の研究成果を応用することによる、ヒュ
ーマンセキュリティシステムおよびヒュー
マンサポートシステムの設計を行うと共に、
全研究成果の統合的な適用実験と総合評価
を行う。 
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