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  社会システムが ICTの適用によるスマート化が進むことによ

り、社会システムの実現には、従来の企業システムとは異なる、

以下のような技術課題に取り組むことが重要になる。

（１）サービス開始時に、システムの利用者数や接続される機器の

種類・数の変化を事前に正確に見積もることは困難である。

（２）天気や温度等の外部環境に関する情報や、人の振る舞い・

自動車等の移動体に関する情報を活用することで現実世

界の状況を反映した、より柔軟性の高いシステムを実現す

  1.  はじめに ることが可能となる。

　上記（1）は、社会システムの利用者が一般消費者となるた

め、企業システムと異なり利用者の範囲を把握し、コントロー

ルすることができないために発生する。また（２）に関しては、

例えば HEMSで蓄電池の充電するシーンを想定した場合、蓄

電池の残量を把握しているだけでは不十分で、同一の残量でも

天気の状態で太陽電池の発電量が変化するため、その状態に

応じて電気使用量も減らす必要があるかどうか等の違いが出て

くることを指す。

  以上のような課題を解決するためには、入力データの数や種

ユビキタスプラットフォームの概要
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概要
　社会システムのスマート化により発生する、社会システム共通の技術課題を解決する目的で、以下のような
特徴を持つユビキタスプラットフォームを開発している。
　（1）プラットフォーム全体がスケーラブルに進化するソフトウェアアーキテクチャを構成
　（2）センサやソーシャルデータ等の逐次入力されるストリームデータをリアルタイムに処理する基盤を提供
　（3）さまざまな種類のデータを融合(データフュージョン)する機構の提供
　（4）学習型のフィードバックループに基づく処理機構の提供
　本プラットフォームは、今まで先端技術研究所で研究を進めてきた成果であるEXAGE/Stream、EXAGE/
Storage、EXAGE/KVSを基盤として、これらのソフトウェアモジュールを高度活用したコンテキスト解析技術や
データフュージョン技術を提供する。これらの技術により、従来のM2Mプラットフォームとは異なるサービス提供
が可能となる。
　本特集号の導入として本稿では、ユビキタスプラットフォームの位置付け、ソフトウェアの全体構成、利用シーン
を中心に説明する。また、本稿以外の5編の論文の位置付けについても説明する。
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類の変化に柔軟に追随できることや、同一のシステムでも使用

される環境や人の振る舞いに応じた最適な動作をすることがで

きるように、過去の振る舞いから反応するパターンを抽出・学習

し、その結果をシステムにフィードバックできるような仕組みを

実現することが有効と考える。以上のような問題意識を持って

我々は、社会システム共通の課題を解決する目的で、ユビキタス

プラットフォームを開発している。ユビキタスプラットフォーム

は、サービスシステムを提供・運用するサービスプロバイダに提

供されるサービスであり、以下のような特徴を持つ。

（１）プラットフォーム全体がスケーラブルに進化するソフトウェ

アアーキテクチャを構成

（２）センサやソーシャルデータ等の逐次入力されるストリーム

データをリアルタイムに処理する基盤を提供

（３）さまざまな種類のデータを融合 ( データフュージョン ) す

る機構の提供

（４）学習型のフィードバックループに基づく処理機構の提供

　本特集号の導入として本稿では、ユビキタスプラットフォーム

の位置付け、ソフトウェアの全体構成、どのようなシーンで利用

可能かを中心に説明する。また、本稿以外の５編の論文の位置

付けについても説明する。

  2.  概要
2.1  ユビキタスプラットフォームの位置付け
  ユビキタスプラットフォームの主な役割は、センサや各種機

器から発生する時系列型のログデータを、サービス提供者に代

わって収集し、管理・解析することにある(図１参照)。サービス提

供者が直接収集・管理したいログデータ以外に、これらのログ

データに別途収集しているオープンデータやソーシャルデータ

を突き合わせることで、ログデータだけではわからないような

情報を提供する。オープンデータやソーシャルデータは、生活に

関わるさまざまな情報を提供する。

　従来のM２Mサービスプラットフォームの主な役割は、センサ

から情報を収集することと、遠隔にあるデバイスを管理・制御す

ることであった。本プラットフォームはそれらに加え、以下のよ

うな役割を果たす。

（１）随時入力されるセンサデータを定期的に観測し、近い将来

に発生する事象を予測し、異常状態を検知する。

（２）センサデータ等の複数の非構造化データをリアルタイムに

組み合わせ、情報提供する。
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図１  ユビキタスプラットフォームの位置付け
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2.2  ソフトウェアアーキテクチャ
　ユビキタスプラットフォームは、大きく以下の３つのソフト

ウェア群により構成されている(図２参照)。

（1）サービス環境

　　サービス提供者 ( テナント ) ごとに独立して環境が構成さ

れる。データの入力受付、ストリームデータのリアルタイ

ム処理、蓄積されたデータに対するバッチ処理、TR-０６９

プロトコルによる遠隔デバイス制御等の機能を提供する。

（２）プラットフォーム管理

　　ユビキタスプラットフォームの運用管理するためにツール

群と運用スクリプトにて構成される。

（３）データストア

　　収集された大規模データを蓄積・管理する。EXAGE/

Storage と EXAGE/KVS で構成されており、物理サー

バ上でスケーラブルに構成される。

　上記(１)と(２)は、インテックが提供するIaaS環境EINS/SPS 

SelfPortal上で稼働する。

　データフローの観点からソフトウェアモジュール間の関係を

示した図を図３に示す。

　入力されたセンサ等のストリームデータは、「データゲー

トウェイ」で受信され、即座に複数のサーバで稼働する「分散

キュー」に渡される。分散キューから逐次、受信されたデータ

が取り出され、「ストリームプロセッサ」にて、リアルタイムに状

況監視を行う。「ストリームプロセッサ」は、単純な処理を大量

サーバアプリ
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サービス提供者開発
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サーバ

オープンデータ

TR-069 デバイス

スマートフォン
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図２  ソフトウェア構成

に実施することを得意としており、時間軸に沿った統計処理や

データの内容に応じた分岐処理等を行う。「ストリームプロセッ

サ」で検知された状況に応じた処理や、「ストリームプロセッ

サ」で前処理されたデータ等をKVSやストレージから取得し、

複雑で時間がかかるバッチ型の処理をする場合は、「イベント

プロセッサ」に処理を依頼する。これらの処理結果は、「分散

キュー」に渡され、「データ配信」APIや「ファイル配信」API

を介しサービスシステムがプッシュ型またはプル型でデータを

取得する。

2.3  提供するサービスメニュー
　本節では、ユビキタスプラットフォームが外部に提供するサー

ビスメニューについて説明する。

（1）ストリームデータ処理メニュー

　　センサデータ等のストリームデータを処理する機能を提

供する。具体的には、①データの保存、②データの取得、

③データの内容に基づくメッセージの自動通知・モジュー

ルの起動、④ TR-０６９プロトコルに基づくデバイス管理・

制御等の機能を提供する。

（２）データ提供メニュー

　　ソーシャルデータ、オープンデータ等の外部データを加工

して、その結果情報を提供する。

（３）リアルタイム情報処理メニュー

　　ストリーム処理エンジンを用いたリアルタイム処理機能と
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図３  ソフトウェアモジュール間のデータフロー

  3.  本特集で取り上げる5つのテーマ
　第２章で本プラットフォームの概要を説明したが、以下の５つ

のテーマについて、より深く説明する。

（1）ユビキタスプラットフォームの基盤アーキテクチャ [1]

　　ユビキタスプラットフォームを構成するソフトウェアと先端

技術研究所で開発した要素技術である、(a) ストリーム処

理エンジンである EXAGE/Stream、(b) スケーラブルな

大規模ストレージ EXAGE/Storage、(c) キーと値で構

成される大規模な表を管理する EXAGE/KVS について

紹介する。

（２）コンテキスト解析機能の開発 [２]

　　コンテキスト解析技術は、ユーザの状況に配慮した情報提

供を実現する、モバイル環境で特に有用な技術である。本

稿では、ユビキタスプラットフォーム向けに開発した (a) 訪

して、①データフュージョン、 ②コンテキスト解析、③変化

点検知といった機能を提供する。

（４）データ解析環境提供メニュー

　　バッチでデータ解析する環境として、Hadoop が稼働する

環境を提供する。

問地推定機能と、(b) 個人特性解析機能について紹介する。

（３） データフュージョン技術を用いたデータ活用ソリュー

ション [３]

　　データフュージョン ( データ融合 ) 技術とは、複数でかつ

別々のサンプルから得られたデータ ( マルチソースデータ )

を単一のデータ ( シングルソースデータ ) に統合する技術

である。本稿では本技術の概要と、ユースケースとして (a)

リアルタイムクーポン配信と、(b) みまもりアプリについて

紹介する。

（４）次世代型運用へ向けた取り組み [４]

　　大量のサーバ、複雑化するシステムという命題に対して、

効率よく安全に運用管理する方法について取り組んでき

た。本稿では、それらの取り組みについて紹介する。

（５）ユビキタスプラットフォームと連携したヘルスケアアプリ

ケーション構築 [５]

　　本稿では、インテックが健康増進支援を目的とした提供し

ているヘルスケアプラットフォームサービス「MediPack/

Wellness」の概要を紹介するとともに、本サービスが抱

える課題を解決する目的で今回新たに試行した、ユビキタ

スプラットフォームとの連携アプリケーションの構築事例

について紹介する。
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　本章では、ユビキタスプラットフォームの利用シーンと提供す

る価値について考察する。

4.1  利用する目的
  プラットフォームを利用する目的は、大きく分けて以下のよう

に３つ存在する。

（1）大量のデバイスからのデータの収集・管理の依頼

（２）近い将来を予測し、最適な処理を実施

（３）異常を検知し、状況に応じた処理を実施

　（1）に関しては、サービス提供者側で入力規模の急激な変化

への対応できるようにシステムを作りこむ必要がないため、迅

速にサービスを立ち上げることが可能となる。（２）に関しては、

マーケティング分野で取り組みが熱心に行われている商品レコ

メンデーションに代表されるような利用者の過去の振る舞いか

ら最適な情報提供するシーンへの適用を想定している。（３）に

関しては、工場の機械やプラントプロセスのように、今までとは

違う振る舞いすなわち異常状態を検知し、部品の交換やプロセ

ス改善等の対応につなげる処理を実行するシーンへの適用を想

定している。

4.2  プラットフォームを活用するメリット
　ユビキタスプラットフォームを活用するサービス提供者のメ

リットを以下に示す。

  4. ユビキタスプラットフォームを
　　 利用する目的とメリット

PFが提供する価値 分野 シチュエーション

①大量のデバイスからの
　データの収集・管理

②将来を予測し、最適な処理を
　実施

③異常を把握し、対処方法を
　実施

ヘルスケア

アグリ

マーケティング

xEMS

商品企画

コールセンター

工場

自治体

ウェアラブルのネット利用

植物工場や農場の環境把握

コンバージョン確度の高い商品情報を
タイミング良く提供

コスト最適な電力消費の提案

流行っている話題の把握

お客様対応中の会話の内容に
応じた情報の提供

機械・設備の予防保全

プラントのプロセス改善

公共財(橋やトンネル等)の
モニタリング

図４  プラットフォームを利用する目的

（1）サービスのコア機能への専念

　　大量の入力デバイスからの情報を受信・処理・蓄積するた

めの環境を提供することでサービス提供者は、サービスの

コア機能の開発に専念できる。

（２）手軽にさまざまなデータを活用できることによるサービス

機能範囲の拡大

　　オープンデータやソーシャルデータを活用することで、セ

ンサや機器の情報だけでは提供できない情報提供が可能

となり、サービス機能範囲も拡大する。

（３）分野向け基本機能開発のコスト低減＆異なる分野のサー

ビスとの連携によるサービスの高付加価値化

　　今後の予定として、応用分野に特化したAPIを提供することで

サービス開発のコスト低減および高付加価値化を実現する。

  5.  まとめ
　本稿では、ユビキタスプラットフォームの概要を中心として紹

介した。

  今後、さまざまなデバイスがネットワークにつながり、ICTシ

ステムがカバーする適用範囲も今まで以上に広がるとともに、

マーケットの急速な拡大も予想されている。そのような社会の

変化に備え我々は、ユビキタスプラットフォームの開発を進めて

いる。本特集号では、第一ステップとしての取り組みについて紹介

するが、今後も進化の過程を適宜報告していく予定である。

第３章で少し触れたが、より詳細な議論は、本特集号の他の５編

の論文を参照していただきたい。
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　販売に従事
● ユビキタスプラットフォームのコンセプト策定に参加

● プラットフォームビジネス事業部
● 金融ビジネスおよび新規サービスの事業企画、サービス展
　開に従事

堀　雅和
HORI Masakazu

● プラットフォームビジネス事業部
　ユビキタスプラットフォーム事業開発室長
● ユビキタスプラットフォームの事業開発に従事
● 博士 ( 情報科学 )、IEEE、ACM、情報処理学会各会員


