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トラフィック研究の現状

●まずは，通信トラフィックについて教えてください．

通信トラフィックは目に見えないので，よく交通トラ

フィックに例えられます．

まず，「通信トラフィック設計」は，車線数を決めること

に対応します．たくさんの車が来るのに，１車線では，大

渋滞になります．

そして「通信トラフィック制御」が，信号の赤，青の切

替えです．車の少ない道路に対して青が長く，それと交差

する道路の方が赤ばかりでは，その交差点で大渋滞が起き

ます．

設計と制御の中間的なものにトラフィック管理とか，監

視といわれるものもあります．これらは，今の状況を測定

し，とりあえずの対処を行うものです．交通トラフィック

でも主要交差点は，常にモニタで監視されているようです

が，これと同じようなものです．

また，どのくらいの渋滞であるか，交差点でどのくらい

待つか，あるいは目的地に着くまでにどのくらい時間がか

かるかなどが品質になります．

さらに，「トラフィック理論」は，これらを適切に決める，

実行することに資する理論です．通信の原理というより，

通信の公衆サービスを支える原理といえます．非常にうま

くいく場合には，単に値を決めるだけでなく，最適制御法

や最適システム構成が得られる場合もあります（図１，２）．
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研究すべきことを研究せよ
既存のトラフィック理論を体系的にまとめようと，「学際的ネットワーク

科学」という新分野を世界に先駆け発表した斎藤洋上席特別研究員に，ト

ラフィック研究の現状や見通しなどをお伺いし，最後に若い研究者へエー

ルを送っていただきました．
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図１　通信サービスとトラフィック・品質技術 
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●日本のトラフィック研究は世界的にみて進んでいるので

しょうか？

20数年前はアメリカのAT＆T（ベル研究所）が圧倒的な

存在でした．論文の数や質，研究者の数も群を抜いていま

した．そのころ，NTTはAT＆T（ベル研究所）の次だとい

われていましたが，そのAT＆T（ベル研究所）という圧倒

的に高い山が崩壊してしまったこともあり，世界的にみて

もNTTは進んでいるほうだと思います．

●斎藤さんがこの研究に携わられている間に，トラフィッ

ク研究にはどんな進展がみられたのでしょうか？　また，

研究の進行度は何らかの物差しで表すことができるもの

ですか？

トラフィック理論の創始者であるA.K.Erlangによる公式

のように100年間続くような原理的なものはずっとあるの

ですが，対象システムが電話でなくなったり，電話であっ

ても単純な回線ではなく，ネットワークが複雑になってい

くなど，トラフィック研究の場合は，それを適用する通信

システムがどんどん変化していくので，その変化に応じて

数学の理論を当てはめていかなければならないのです．

1960年代から1980年代くらいは，各分野共通して数

学に近い領域が大きく発展しました．おそらくこれはコン

ピュータが利用できるようになって実際に計算が可能に

なったという側面も大きいでしょう．１つの数学の原理的

な解明などが進むと，それに触発されて周りの分野も進展

するということもありますから，トラフィック分野におけ

る論文の数からみても，この時代は１つのピークだったと

考えます．

そして，トラフィック理論の適用システムの進展でいえ

ば，電話網からISDN，ATM，インターネットと10年に一

度くらいの割合で大きな変化がありましたね．通信システ

ムの装置もサービスもバリエーションが格段に多くなり，

対象システムが広がっているので，新しいトラフィック理

論の拡張もあります．

●つまり，今も変化し続けているということですね？

そうです．トラフィック理論は，電気通信事業100余年

の歴史の中で，100年間，なくてはならない存在でしたが，

現在，曲がり角にあります．その理由は具体的には以下の

ような環境の変化が顕著なためです．

① お客さまの装置（PCなど）が多様，高性能，高機能

になり，網内の制御だけでは，うまく制御できない

② インターネットがベストエフォートということ，装

置類のコストの低下が著しいことから高精度なネット

ワーク設計の意義が低下している

③ 主流なアプリケーションが変化していくため，対応

する理論が追いつかない．Erlangの時代から成立して

いた基本的な仮定・仮説が成立しなくなっている

④ コンピュータシミュレーションなどのように，トラ

フィック理論を代替する手段が出てきている

このような環境の変化があるため，Erlangの時代から続

くトラフィック理論と矛盾するような現象がいくつか出て

きています．

●では，今後トラフィック研究はどのような方向へ進むの

でしょうか？

今後，トラフィック特性がどのような方向にいくか，が

我々の関心の１つです．図３の青線に示すように今までの

トラフィック理論に適合する方向にいくのか，それとも赤

線のように全く違う方向にいくのか興味深いところです．

当初は今までのトラフィック理論が当てはまらない全く別

の方向にいくと多くの研究者が予想していましたが，私の

見解としては，最近はやや既存のトラフィック理論に適合

する方向に回帰しつつあると思っています．

例えばインターネットでは，必要な情報をパッと取得し

て，長時間放置し，また情報をパッと取得するという使い

方が多いので，そのトラフィック特性はバースト的になり

ます．これに対し，最近お客さまのトラフィックボリュー

ムが急速に増えているのがビデオ鑑賞のようなストリーム

系です．ストリーム系の場合はネットワークをかなり継続

して使うので，そのトラフィック特性は電話に近く，ある

意味ではネットワークに優しい方向に動いているともいえ

ます．もちろんトラフィック量は大幅に増えるのでネット

ワークの容量も大幅に増やさなければなりませんが，量的

な手当てをすれば今までのトラフィック理論に基づく方法

で効率的に利用していただけるだろうと見込んでいます．
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しかしながら，本当にそういう方向にいくのかは，常に監

視する必要があります．また，全く違った方向に向かった

場合の理論的検討も必要です．

学際的ネットワーク科学とは

●世界的にみてトラフィック研究は隆盛なのですか？

いいえ，前述の①～④のような背景もあり，トラフィッ

ク理論の研究自体が世界的にやや低調になっています．特

に，ネットワーク事業者の研究開発が低調となっている影

響が大きいです．こうした環境の中で次の100年に向けた

トラフィック理論は，どういうものかを考え，今までトラ

フィック理論と言ってきたもの自体を見直す必要があるよ

うに思えます．

私はグラフ理論や数理計画法を補助的に用い，確率過程

論（統計理論）を基に成り立っている既存のトラフィック

理論に，生物学，社会科学（経済学など），数学（積分幾何

など），物理学（統計物理学など）といった周辺領域の要素

も取り込んだ学際的ネットワーク科学として，将来的には

きちんとした理論体系としてまとめていきたいと思ってい

るのです（図４）．

●斎藤さんが提案なさっている発想で進めていこうとして

いる研究者はいらっしゃるのですか？

これと全く同じではありませんが，例えば，バイオ・イ

ンスアパイード・ネットワークなど，日本だと生物に学ぶ

ネットワーク制御の研究をしている人たちもいますし，社

会学的に，ゲームの理論を使って無線のプロトコル設計を

考えている人たちもいます．また，これらに関するワーク

ショップも最近は開かれていますね．このように個別には

各種研究がなされていますが，私はこれを体系的にまとめ

ていきたいと思っています．

何を研究するかを研究すること

●斎藤さんがトラフィック研究を始めたきっかけは？

入社時点で配属がトラフィック研究室に決まったからと

いっても言い過ぎではないでしょう．ここ10年ほどはマ

ネージメント寄りの部署やユビキタスサービスシステム等

も担当してきましたが，20年近くをトラフィック研究室で

過ごしています．実は音声の基礎研究が志望だったのです

が，私が入社した1983年はトラフィック研究の特別研究

室を設立しようという準備がなされた時期でした．当時の

育成担当の方に，配属が決まる前に呼び出され，「これから

大切になる研究だから」とトラフィック研究の重要性につ

いて説かれ納得後，配属が決まったわけです．今考えてみ

れば，当時，NTTの研究所に関して知っていたのが音声研

究だっただけで，大学で専門的に学んできたわけでもあり

ません．それよりも入社してから，全く未知の世界だった

トラフィック研究に携わってきたキャリアを考えれば，専

門とはこんなふうにつくられていくものだとも考えられま

すね．

●常に新しい挑戦を強いられるトラフィック研究は，斎藤

さんにとって魅力的なものですか？　また，成果を得ら

れたという実感はこれまでにありましたか？

そうですね．NTTの研究所の中でも，ネットワークやト

ラフィックに関する研究というのは必須の研究領域だと

思っていますので，中心に近いところにいるという認識は

あります．

成果を得られたという実感というのはつかみにくいもの

です．例えば，何らかの制御方式を考えて，評価をすれば

今まで１しか得られなかったものが，2得られるとなると，

目に見えて分かるのですが，トラフィック研究について成

果を得るには，研究を実現させてくれるハードウェア，ソ

フトウェアの開発者など第三者が実現させてくれないと所

定の目標が達成できないという現実があります．ですから，

論文が完成したから，また実験結果が得られたからといっ

ても実現するまでには何年か先だったりします．そういう

意味では，どの時点で成果が得られたと評価するのは難し

いですね．

図４　トラフィック理論から学際的ネットワーク科学へ 
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●明確な答えが得られない時間というのは，精神的にも辛

いのではと想像しますが，いかがなのでしょうか？

トラフィック研究は具体的に何年後に何がつかめるなど

と青写真の描けるものではありません．ただ，難しい研究

ほど答えがない，答えが得られないものが多いのです．最

終的に答えが得られればもちろんホッとしますよ．しかし，

答えを得るのは本当に一瞬で，研究している時間のほうが

圧倒的に長い．これの繰り返しですよね．20年あまりを振

り返っても，その一瞬を得られたのは事の大小はあります

が10回か20回かという程度です．ずっと答えが出なかっ

たらどうしようと思ったこともありました．しかし，絶対

この時期にこの結果を得たいからといって得られるもので

はないですから，そのホッとした瞬間を得られるときまで

は胃がキリキリとしています．誰も助けてはくれませんか

らね（笑）．

●斎藤さん，ご自身の研究スタイルを分析してください．

私は，規則正しく定時に来て，仕事はできるだけ持ち帰

らない．いわゆるステレオタイプな一風変わった研究者を

お求めだったかもしれませんが，期待はずれでしょうか．

真剣に研究していると，夜遅くまで没頭するという研究

スタイルでは体がもちません．学生のとき，苦手だったり，

難しい試験勉強はものすごく疲れませんでしたか？　あの

感覚ですね．根をつめると体がもたないのです．また，研

究の中身も大事だけれど，何を研究するかを研究すること

が大事だと思っています．もし，それが分かれば研究は半

分終わったようなものだと個人的には思うのです．だから，

何を研究すべきかを常に考えていますよ．

研究のフェーズがまずあって，次の10年にとって大事な

ことが想定できれば，その研究の中でのウエイトの掛け方，

具体的なアウトプットなどが明確となります．そして，そ

れらを徐々に研究し終えたら，次に何をしようかとアンテ

ナを立てるというサイクルを繰り返しています．その次に

何をしようかというのが明確な研究者はとても幸運だと思

います．20年あまり研究を続けてきて，世の中はどんどん

多様化し，大きな目標，明確な方向性というのはなかなか

得られない状況にあります．こうした中でアンテナを張り

ながら，何を研究すべきかを見つけています．

そのために，世界中の研究者の考え方や周辺領域の動き

をみています．調査方法としてインターネットのウエイト

は高くなっていますが，実際にいろいろな研究者と会って

お互いに意見を戦わせることもとても大事です．

つい最近も，メーカやNTTドコモの研究所，海外出張の

際には，大学の研究所などを訪ねて，論文になる以前の段

階での話を聞かせていただいたりしています．

多角的にみることで，トラフィック理論だけではなくて，

その対象がどう変わるか，また使われ方がどう変わるかを

知ることができるので参考になります．

若き研究者たちへ

●お話を伺っていて，研究者は孤独というイメージが強く

なりましたが，いかがでしょうか．

研究の種類にもよるでしょうね．グループですることも

ありますし，私の場合は，研究のヒントは周囲と話してい

るときに得られることもあるし，得意な領域に微妙な差が

ある研究者たちと話をすると，今まで得られなかった答え

が急に見えることもあります．

孤独かどうかという問いの答えになっているかは分かり

ませんが，孤独とは気持ちの問題だと思います．例えば，

組織の一員として研究をしていても，研究者自身は孤独と

感じていることもあるかもしれません．しかし，個々の研

究者は孤独と感じていても研究のアウトプットの1＋１が２

ではなく，３や４になるという研究組織もあり得るのかも

しれません．

NTTの研究所はそのように個々の力が人数分ではなく影

響し合って大きくなるような，そういう存在であってほし

いと思います．

●では，若い人たちはどうすれば？　若き研究者へ一言お

願いします．

一生懸命励む中でも余力を残しておくことですね．現実

的にアウトプットできるものに取り組みながらも，潜在的

にその先の答えを残せるだけの体力は蓄えておく．こうし

たゆとりを持たずに走り続けては長続きしません．また，

余力を蓄えられることも実力だと解釈してほしいですね．

すぐ次の答えが求められる場合と，ずっと先の答えが求め

られる場合ではアプローチも違います．次の答えを逐次的

に更新しても，ずっと先の答えになるとは限りません．そ

のことを知っておくと良いと思います．

先ほど述べましたが，何を研究するかを研究することが

大事だと思っています．若い研究者の方々も蓄えた余力で

今後，何を研究すべきかを常に考えるようにしていただき

たいと思います．


