
通信方式研究会（ＣＳ）

発表時間 トラックA 会場： トラックB　会場：

セッションA-1 セッションB-1

13:05 - 13:30
送達希望時刻に基づく優先度制御 - DESART -
○尾花 和昭・鎌谷 修・高原 厚 (NTT)

13:30 - 13:55

ネットワーク上の移動コンテンツ発見のためのコン
テンツ追跡法に関する検討
○須加 純一・小林 亜樹・山岡 克式・酒井 善則
（東工大）

分散型VPNサービス制御フレームワーク
○田島 佳武・村山 純一・松田 和浩（NTT）

13:55 - 14:20
ユビキタス環境に向けた分散コンテンツ発見
○中内 清秀・森川 博之・青山 友紀（東大）

TCP型通信に対するVPNアクセス帯域設計
○石橋 圭介・石塚 美加・会田 雅樹 (NTT）

14:20 - 14:45

コンテンツ指向ネットワークにおける匿名決済方式
に関する検討
○磯谷 泰知・小林 亜樹（東工大）・佐藤 敬(北九
州市立大)・曽根原 登(NTT)

Evaluating Moving Firewall, a Defense Mechanism against
DDoS Attacks
○Eric Y. Chen・柏 大・冨士 仁（NTT）・米澤 明憲（東大）

14:45 - 15:10

分散リアルタイムネットワークアーキテクチャにお
けるミドルウェアの概念設計
○大谷 哲夫・遊佐 博幸・三沢 雅一・木内 舞（電
力中央研究所）

不均質なIPネットワークにおけるActive負荷分散手法
○太田 聡・宮崎 敏明（NTT）

休憩 15:10 - 15:30
セッションA-2 セッションB-2

15:30 - 15:55
動的負荷負荷分散型IP網の構成法と経路制御ア
ルゴリズムの性能に関する研究
○宮本 正和・家永 憲人（NTT）

1:Nパスプロテクションにおける予備系パス帯域共有に関す
る検討
○大久保 敬子・佐和田 明美（日立

15:55 - 16:20

ポリシ選択型CDNにおけるリクエストルーティング
方式の提案と実装
○松井 優詞・池田 康・胡 天成・中沢 実・服部 進
実（金沢工大）

共通バッファを用いた光パケットルータの順序制御アルゴリ
ズム
○横田 純・岩本 洋・高橋 達郎(京大)

16:20 - 16:45
無線LANホットスポットにおけるマルチキャスト受
信者集約方式の提案
○森谷 優貴・渥美 幸雄（NTTドコモ）

PDCパケット網におけるトラヒック制御方法
○古谷 雅典・田原 拓永・小山田 聡・谷川 延広(NTTドコモ)

16:45 - 17:10

バッファリング機能を追加したHierarchical Mobile
IPv6の実験による性能評価
○高橋 秀明・小林 亮一・岡島 一郎・梅田 成視
（NTTドコモ）

ネットワークオペレーション・ナレッジシステムの構成方法に
関する検討
〇小山田 聡・古谷 雅典・大野 孝生・谷川 延広(NTTドコモ)

17:10 - 17:35
エージェント指向ミドルウェアによるアドホックネット
ワークの動的制御
○長田 俊明・菅沼 拓夫・白鳥 則郎（東北大）

IP2におけるIP-host AddressとIP-routing Address分離のた
めのパケット転送方式の提案
〇西田 克利・岡川 隆俊・趙 晩煕・品川 準輝(NTTドコモ)

懇親会 17:45 - 19:15

セッションA-3 セッションB-3

9:30 - 9:55

A Destination driven approach for dynamic
multipoint connection
○Apichet Chayabejara（RIEC Tohoku University）・
Debasish Chakraborty （TAO Tohoku University
Office）・S. M. Salim Zabir・Nobuhisa Fujita・Ashiq
Khan・Norio Shiratori（RIEC Tohoku University）

マルチキャストフローの下流メンバー数を考慮したパケット
廃棄法
○山本 和徳・山本 幹(阪大)

9:55 - 10:20

A Proposal on a Multicast Protocol for Live Media
○Yuthapong SOMCHIT・Aki KOBAYASHI・
Katsunori YAMAOKA・
Yoshinori  SAKAI（Tokyo Institute of Technology）

公開鍵暗号処理アクセラレータを用いたネットワークセキュ
リティ
○庄司 拓郎・笠原 宏・冬爪 成人(東京電機大) ・中村 次男
(国際短期大学)・谷光 耕平(東京電機大)

10:20 - 10:45

リアルタイムスケジューリングを考慮したマルチ
キャスト伝送方式の検討
○小山 貴夫・中村 太一（NTTデータ）・小林　亜
樹・山岡 克式・酒井 善則
（東工大）

Beyond IP　ネットワークの一検討
〇山田 喬彦・高木 健誠・飛永英之(立命館大)

10:45 - 11:10

マルチメディアストリームの特徴を考慮したパケッ
トマージ手法の検討
○篠宮 俊輔（東工大）・中川 晋一（CRL）・山岡 克
式（東工大）

IPフルサービスを指向した管理IP網（その４）
古川 久夫(流通システム開発センタ)，〇宮口 庄司(芝浦工
大)

11:20 - 12:00

昼休み 12:00 - 13:00
セッションA-４ セッションB-４

13:30 - 13:55
ベストエフォート型多波長割当のための光パス交
換システムの構築
○横山 浩之・中村 元・野本 真一（KDDI研）

マルチサービスクラス網における収入最大化方式の検討
〇山崎育生，川村龍太郎（NTT）

13:55 - 14:20
Ethernet PONメディアアクセス制御方式
○武元　理矢、浅芝　慶弘、向井　宏明、菊澤　隆
司、横谷　哲也、羽根　稔尚、菊池　克昭（三菱電

RTTを利用したボトルネック検出とサーバ選択への応用
○宇津江 康太・和泉 勇治（東北大）・ 太田 耕平（(株)サイ
バー・ソリューションズ）・加藤 寧・根元 義章（東北大）

14:20 - 14:45
PCにおける高速データ転送プロトコルの検討
○家永 憲人・平橋 盛通（NTT）

統計的クラスタリング手法によるネットワーク異常状態の検
出
〇及川 達也，和泉 勇治（東北大），太田 耕平（(株)サイ

14:45 - 15:10
JGN東北大学分室におけるネットワークモニタリン
グ
○小出 和秀、Debasish Chakraborty、藤田 伸尚、

OBSネットワークにおけるIPパケット長を考慮したバースト
生成方式
〇荒川　豊、佐久田　誠、笹瀬　巌（慶応大学）

15:10 - 15:35
プログラマブル高速IPパケット処理方式の検討
○山田一久　　室岡孝宏　　岩下克(NTT)
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招待講演
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10月1日（火）

2

日時：2002年9月30日（月），10月1日（火）
テーマ：アクティブネットワーク，マルチメディアインターネット，
　　　　ユビキタス，IP-VPN技術，超高速NW・超高速ルータ，一般
開催場所：東北大学電気通信研究所（片平キャンパス）
共催：IN/NS研究会
住所：仙台市青葉区片平2-1-1
アクセス：http://www.riec.tohoku.ac.jp/overview/access/index-j.html
連絡先： TEL (022) 217-5453　白鳥研究室

招待講演

【招待講演】モバイル時代に向けた新コンセプトサービス
○畑岡 信夫(日立)

3

9月３０日（月）


