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経歴
� 1968年生 （37歳）
� 1992年 早稲田大学理工学研究科修士課程修了

� 1992年 日本アイ・ビー・エム（株）入社
� 1997年 博士（工学）
� 2000年 米国カーネギーメロン大学客員研究員
� 2003年 京都大学情報学研究科 COE研究員

（客員助教授相当）
� 現在 以下の2職を兼任

� 日本アイ・ビー・エム（株）東京基礎研究所主任研究員

� 京都大学情報学研究科 COE研究員（客員助教授相当）

� 従事した主な研究分野
� CG, CAD, CAE, Visualization, 分散処理システム
ネットワークセキュリティ



講演内容

� 情報可視化とは

� 情報可視化手法「平安京ビュー」

� 実用事例
�ウェブアクセスログの可視化
�分散計算環境の負荷分布の可視化

�ネットワーク不正アクセス分布の可視化
�企業組織コミュニケーションの可視化
�生体シミュレーションのパラメータ最適化のための可視化

� 今後の展望

� 付録



世の中は、可視化された情報であふ
れています…



計算機による情報可視化の意義

� 情報可視化とは…
� 形状や空間的構造をもたない抽象的な情報に、形状を与えて提示
することにより、人間による視覚的な理解を支援する有用な技術

� では情報可視化は、どのように情報理解に貢献できるか？
� 手書きでは実現しない、計算機ならではの可視化とは？

� Visual Information Seeking Mantra によると
� Overview: 大規模なデータの全体像を一望する

� Zoom: 注目点をその場で拡大表示する

� Filter: 注目に値しないデータ要素を切り落とす

� Details on demand: 具体的なデータ内容を調べる

� Visual Information Seeking Mantra によると
� Overview: 大規模なデータの全体像を一望する

� Zoom: 注目点をその場で拡大表示する

� Filter: 注目に値しないデータ要素を切り落とす

� Details on demand: 具体的なデータ内容を調べる



有名な情報可視化手法の紹介

TreemapHyperbolic Tree

Natto View Design Gallery



これだから情報可視化は面白い

� 世の中には、計算機で自動処理しきれないデータがある
� ムーアの法則：計算機は毎年1.5倍速くなる
� それよりも高速に拡大しているデータはどうするの？

� 例：ウェブページの枚数、ゲノム解読結果、電子商取引の決済件数

� 計算機で自動処理しきれないものは、人間の五感で理解しよう！

� 誰でもユーザーになりえる研究分野
� いままでのCG技術は、大半の用途において「プログラマーだけでなく、
ユーザーも3次元技術の専門家」
� 工業設計、科学技術計算、ゲームデザイナー、アニメクリエイター…

� 「PCに3次元CGは当たり前」になった21世紀こそ、誰でもユーザーに
なれる情報可視化の発展の時代である

� 形のないものに、形を与える研究
� 情報科学のセンスだけでなく、デザインのセンスも問われる



講演内容

� 情報可視化とは

� 情報可視化手法「平安京ビュー」

� 実用事例
�ウェブアクセスログの可視化
�分散計算環境の負荷分布の可視化

�ネットワーク不正アクセス分布の可視化
�企業組織コミュニケーションの可視化
�生体シミュレーションのパラメータ最適化のための可視化

� 今後の展望

� 付録



「平安京ビュー」 ～長方形の入れ子

構造による階層型データ可視化手法

� 階層型データ全体を一画面に配置する手法

枝ノード＝入れ子の長方形

葉ノード＝色のついたアイコン



「平安京ビュー」 ～長方形の入れ子

構造による階層型データ可視化手法

� 葉ノード・枝ノードの直交配置を意識したアルゴリズム

� 平安京の地図に似ていることから命名

「平安京ビュー」による可視化「平安京」の地図



階層型データ可視化 () {
最下位階層から出発し、

最上位階層に向かって {

}
}

処理手順…最下位階層から最上位
階層に向かって処理を反復

長方形一式を充填配置する

長方形群を囲む長方形枠を作る

Key technique



長方形一式の高速充填

長方形充填() {
長方形の配置順を決定;
配置順に長方形を1個ずつ {
複数の候補位置を決定;
候補位置を1個ずつ {
試しに長方形を配置;
条件を満たすなら位置を決定;

}
}

}

候補位置

候補位置



長方形の配置のための条件

1. 配置面積の最小化
2. 長方形間の重なりの回避
3. 小さい計算時間

部品配置問題はよく知られた問題である

•最適化問題として解かれるケースが多い
- VLSI回路、衣類の型紙、板金部品…

•可視化のための画面配置は、最適化されてなくてもよい
- 「局所解で十分」という立場でアルゴリズムを組む



画面空間の格子状分割による
効率的な長方形配置

� すでに配置された長方形の辺の延長線を用いる
� 長方形配置の有無を領域ごとに記録する

� 各々の格子領域の四隅、および配置空間の外側のサンプリ
ング点を候補位置とする

長方形群

画面空間

候補位置



「平安京ビュー」の特徴

� データ全貌を詳細にわたって一望できる

→発見できるのは概略傾向だけではない

→局所的特徴・潜在的かつ興味深い特徴の発見

� リアルタイムな大規模データ配置

→多彩なアプリケーションに適用可能

� 2次元空間へのデータ配置
→ 3Dグラフィックスのスキルが不要
→高さ方向で属性値の表現
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現在市販・実用されているウェブサー
バーのアクセス分析ツールでは…
� サイト全体の概略的な傾向は一目でわかっても、以下のような

局所的かつ特異なアクセス傾向は見つかりにくい

� ごく特定の時間に特定のページだけがアクセスが高い

� あるページ群をまとめてアクセスする閲覧者が多い

� あるページ群には共通のエラーが発生する

� これらの現象を発見するために、「平安京ビュー」を適用して

ウェブアクセスログを可視化する

従来の分析ツール 「平安京ビュー」を用いた可視化



ウェブアクセスログの可視化：
表示結果の概要

サイトマップ アクセス統計グラフ

•サイトマップ自動生成

•サイトマップとアクセ
ス統計グラフを1画面
に表示

• ２つのビューを連携
させてアクセス傾向を
対話的に可視化

•サイトマップ自動生成

•サイトマップとアクセ
ス統計グラフを1画面
に表示

• ２つのビューを連携
させてアクセス傾向を
対話的に可視化



2つのビューの連携

アクセス統計グラフ

サイトマップ

連携1: 
サイト全体の統計値を表すアクセス
統計グラフから、1本の棒グラフを指定

棒グラフ：各々のウェブ

ページのアクセス数

連携2: 
サイトマップから1個のウェブページを指定し、
そのウェブページに関する統計値を表示



可視化例(1)

日付：17 18 19 20 21 22 23

• www.trl.ibm.comの1週間のアクセス分布

連携1

連携2

リファレンスページ集のディレクトリに

熱心にアクセスする人がいた



可視化例(2)

日付：17 18 19 20 21 22 23

• www.trl.ibm.comの1週間のアクセス分布

連携1

参照元URLのアクセスグラフ

連携2

新聞サイトに紹介された

プロジェクトへのアクセスが急増
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分散計算環境の進歩が、その利用状
況や負荷の理解を難しくしている
� 例えばOGSA (Open Grid Service Architecture) の場合：

� ジョブを自由に他の計算機に生成できるので、計算機ごとの利用状況
の予測が難しい

� そこで、分散計算環境に関する以下の目的のために、「平安京

ビュー」を用いて負荷分布を可視化する

� ジョブ分布の時間変化をリアルタイムかつシームレスに監視する

� ユーザー別のジョブ稼動状況を理解する

� ソフトウェア別のジョブ稼動状況を理解する

� 計算機プラットフォーム別のジョブ稼動状況を理解する

ほいっ！

ジョブ
あーっ！おまえ、俺の計

算機で、いつの間に重い
ジョブを走らせやがって！

うっ、バレた？
わりぃわりぃ、
かわりに明日は俺
のを使っていいよ



「平安京ビュー」を用いた負荷分布の
シームレスな時間変化表示

1 2 3

4 5 6

棒の高さ：計算時間
色：計算機

青：未処理
ジョブ

その他4色：
処理中ジョブ



複数のユーザーを含む分散計算環境の

負荷分布の可視化システム例

ユーザユーザ
ユーザユーザ

ユーザ

親ソフト 親ソフト
親ソフト

Webブラウザ

可視化システム

子サービス
子サービス

子ソフト
子サービス
子サービス

子ソフト



同一データに対して階層型データの
構築手順を変えて可視化した例(1)
� ユーザー、ソフトウェア、計算機プラットフォームの順にジョブを分類

� ソフトウェアで色算出、計算時間で高さ算出

同一ユーザー
が2種類の大
きなソフトウェ

アを使用

同一ユーザー

が多数のサー

バーを使用



同一データに対して階層型データの
構築手順を変えて可視化した例(2)
� ソフトウェア、計算機プラットフォーム、ユーザーの順にジョブを分類

� ユーザーで色算出、計算時間で高さ算出

計算時間にば

らつきの大き

いソフトウェア

ユーザーの多

いソフトウェア

1人のユーザーが
独占使用してい

るソフトウェア



同一データに対して階層型データの
構築手順を変えて可視化した例(3)
� 計算機プラットフォーム、ユーザー、ソフトウェアの順にジョブを分類

� ユーザーで色算出、計算時間で高さ算出

多くの人に利
用されている
計算機

同一ユーザー
が大きなジョブ
を多発している
計算機

負荷の小さい
計算機
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� 今後の展望

� 付録



IDS (Intrusion Detection System)
� 実用化の進むネットワーク不正侵入検出システム

� 不正侵入を完全に遮断するのは困難なので、かわりに

『不正侵入かもしれない通信を全て検出・警告する』という

考え方に基づく

http://www.secomtrust.net/service/kanshi/fusei.html

� しかし…数々の問題点
� メール送信による警報では…

� 受信量が膨大で手に負えない

� 統計的傾向を理解することが困難

� GUIによる警報検索では…
� 忙しい管理者の手を煩わせる

� 問題の早期発見に向かない

� データが大きすぎてDBが機能しない

� 行動パターンの検出技術が必要



「平安京ビュー」によるIDS可視化(1)

� 数千、数万にわたる計算機群のIPアドレス分布図の表示

� 各計算機を単位とした、加害・被害分布の俯瞰の実現

灰色の枠：

IPアドレスの上位バイトが同一である計算機群

灰色のドット：

加害・被害ともにない計算機

青色の棒：

加害アクセスをもつ計算機

赤色の棒：

被害アクセスをもつ計算機



「平安京ビュー」によるIDS可視化(2)

� 加害者・被害者間の線分表示

� 不正アクセスの危険度の表現

あらかじめ定義した危険度で

加害・被害表示の明度をわける

特定計算機にまつわる

加害者・被害者間の線分表示



本手法により発見を目指す現象の例

� 被害対象の空間的な推移

� 加害元と被害先の空間的な相関性

� 集中攻撃の被害先の移動

� 特定組織の計算機群(*1)への不特
定攻撃

� 被害先がのっとられて加害元に転
じる現象

� のっとりを企てる加害元の特定

� のっとられた被害先による再被害先

(*1) IPアドレスの上位バイトが同一である計算機群



実行例(1)

多数の送信元

多数の受信先

集中攻撃中の送信元

集中攻撃中の受信先

多数の送信元から多数

の受信先へのアクセスで、

探りを入れている？

カモになる送信元と受

信先を発見したので、

集中攻撃を開始した？



実行例(2)
新しく集中

攻撃される

受信先
引き続き集

中攻撃され

る受信先

新しい送信元 同一ドメイン

内に横断的に

攻撃される受

信先集中攻撃の送信元をきら

れたので、新しい送信元

から集中攻撃を続行？

新たな攻撃の標的

を特定組織の中に

探している予感？
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これからの企業に求められるのは…

� 企業組織を超えるコミュニケーションの発見・促進・評価
� 本研究では、情報可視化でそれを支援する

� 企業組織を超えるコミュニケーションの発見・促進・評価
� 本研究では、情報可視化でそれを支援する

研究部門製造部門

流通部門 営業部門

A地域
研究部門製造部門

流通部門 営業部門

B地域

研究部門製造部門

流通部門 営業部門

C地域



「平安京ビュー」が想定する入力情報

� 公式組織の木構造

�部署を葉ノード、その上
位部門を枝ノードとする

� コミュニケーショングラフ

�部署間のメールトラフィッ
ク量をグラフ化する

b1

b2 b3

n1 n2 b4 b5

n3 n4 n5 n6

n1 n2

n3 n4

n5 n6

※グラフを構成するノード・アーク

にはトラフィック量が付加される



「平安京ビュー」での表示手法

※各部署のメール数をノードの色、部署ペア間のメール数をアークの色で表現

1. 公式組織の木構造を可視化

2. その上にコミュニケーショングラフをマッピング

1. 公式組織の木構造を可視化

2. その上にコミュニケーショングラフをマッピング



組織変更の前後で顕著な効果の見ら
れた事例

組織変更後：組織を超えての緊密な

コミュニケーションが増加している

組織変更前：主に近い組織間での

コミュニケーションが緊密である

組織変更は成功！

社長も納得！



可視化手法が貢献できる可能性

1. プレビューとして：
企業組織の全体像の中から、興味深い結果を示した部署を探しだす

2. ユーザーインタフェースとして：
分析の過程において、特定部署に関わる特定データを引き出す

3. プレゼンテーションとして：
分析結果をわかりやすく説明できるような可視化結果を提示する
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� 今後の展望
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計算機シミュレーションを実用化する
ためのチューンアップ (1/2)
� 信用できる実測値に近い計算解を得るために…

実測値

数式モデル

パラメータ値

計算解

(1) シミュレーション

(3) フィードバック

(2) 比較

� 数式モデルやパラメータ値を変えてシミュレーションを反復

� 実測値に近い結果が得られたらチューンアップ完了



シミュレーション例：
心筋細胞の活動電位の時間応答

� 数式モデル(Reactor) とパラメータ (Node) の自在な組み合
わせを提供する細胞シミュレーションシステム

細胞内外のイオン交換に

関する Reactor

細胞内外を往来する

イオンに関する Node



シミュレーション例：
心筋細胞の活動電位の時間応答

大量のパラメータ群
(XMLで記述される)

各種時間応答の

計算解や実測値

最適な計算解を導くパラメータ値を、どうやって発見する？



計算機シミュレーションを実用化する
ためのチューンアップ (2/2)
� 計算機シミュレーションのチューンアップとは…

� n個のパラメータ値を (x1, …, xn) とし、
� 計算解と実測値の誤差を e(x1, …, xn) とすると、
� e を最小にするパラメータ値を見つけることに相当する

� しかし、最小解を探せばいいと決まったわけではない
� 実測値にも誤差はある

� 極小解が多数見つかる場合もある

� パラメータ値に関する先見知識があるなら参考にすべき

解析者の経験や知識を借りて対話的に

パラメータ値を決められるシステムの構築が望ましい



平安京ビューGUIによるシミュレーショ
ンの対話的進化計算

サンプルパラメータ値の決定
(実験計画法)

分散計算環境での
シミュレーション実行

誤差極小となるパラメータ値
の算出 (応答曲面法)

サーバー側処理

1個目のパネル：
初期設定用

2個目のパネル：
パラメータ区間設定用

3個目のパネル：
パラメータ絞り込み用

色のついたアイコン1個 = 1回のシミュレーション結果



講演内容

� 情報可視化とは

� 情報可視化手法「平安京ビュー」

� 実用事例
�ウェブアクセスログの可視化
�分散計算環境の負荷分布の可視化

�ネットワーク不正アクセス分布の可視化
�企業組織コミュニケーションの可視化
�生体シミュレーションのパラメータ最適化のための可視化

� 今後の展望

� 付録



シミュレーションと可視化の密接な関係：
3D科学技術計算では、もはや常識

自動車の衝突事故シミュレーションの可視化

気象シミュレーションの可視化
室内の気温分布

シミュレーションの可視化
アミノ酸の分子動力学
シミュレーションの可視化



3Dに限らず多様なシミュレーションに
情報可視化で貢献したい

情報可視化手法

「平安京ビュー」

情報可視化手法

「平安京ビュー」

ウェブのアクセス動向
シミュレーション

計算機ネットワーク環境
の負荷シミュレーション

企業組織・国税調査等
の動向シミュレーション

金融・経済の動向
シミュレーション

流行・人間心理等の
動向シミュレーション

他には？

…いいトピックがあったら教えてください！！



平安京ビューにご興味のある方：
もしいらっしゃいましたら…

非営利目的での利用をお約束できる方でしたら、

直接ご相談ください
連絡先： itot@computer.org

非営利目的での利用をお約束できる方でしたら、

直接ご相談ください
連絡先： itot@computer.org



講演内容

� 情報可視化とは

� 情報可視化手法「平安京ビュー」

� 実用事例
�ウェブアクセスログの可視化
�分散計算環境の負荷分布の可視化

�ネットワーク不正アクセス分布の可視化
�企業組織コミュニケーションの可視化
�生体シミュレーションのパラメータ最適化のための可視化

� 今後の展望

� 付録
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参考文献に関する注意

� 参考文献の中に「データ宝石箱」というキーワードがあります
が…

� 「データ宝石箱」と「平安京ビュー」は、どちらも階層型データ
を対象とした情報可視化手法です
� データ宝石箱：IBMによる手法

� 平安京ビュー：京都大学による手法

� 本日の講演では、「データ宝石箱」を用いた成果も織り交ぜ
ていますが、内容には影響ないと思ってください


