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ユビキタスプラットフォーム

　今日 ICTは企業のみならず、社会全体に広く深く浸透し、人び

との生活に欠かせないものとなった。それに伴いICTが取り扱う

情報の量や種類も爆発的に増加している。このような時代にお

いて、インテックは誰もが安全で便利、かつ心地よく ICTを利用

できる社会を実現すべく、企業と産業、社会における新しい価値

を創造する「社会システム企業」への転換をビジョンに掲げてい

る。そして、いつでも、どこでも、誰でもコンピュータを利用でき

る「コンピュータ・ユーティリティ社会」の実現を目指している。

　ユビキタスプラットフォームは、センサーやスマートフォンなど

の各種デバイスから絶え間なく発生するデータを収集、蓄積、分

析するためのクラウドコンピューティング環境である。一般的に

従来のシステムは垂直統合型で構築されていたためアプリケー

ション間でデータを共有することが難しかったが、ユビキタスプ

ラットフォームではシステムを水平統合型にすることで、モノ・ヒ

ト・コトの情報を一元管理することが容易になる[1]。このユビキ

タスプラットフォームを当社のサービス基盤の中核に据え、世の

中のさまざまな情報を収集し、それらを活用した社会インフラ

やサービスを提供する。そしてユビキタスプラットフォームから

2.1　全体像
　ユビキタスプラットフォームは、２０１４年８月にVersion１.０をリ

リースした。お客さまのさまざまなデータをユビキタスプラット

フォームに投入すると、専用のデータストアに格納される。デー

タを投入する際にリアルタイム処理の実行や、蓄積されたデー

タを利用してバッチ的にデータの分析を行うことも可能であ

る。蓄積データの中にはお客さまから収集したデータ以外に、

気象データなどのオープンデータやTwitterなどSNS(Social 

Networking Service)のソーシャルデータも存在し、データの

分析に自由に利用することが可能である。またお客さまのアプ

リケーションに対してイベントを通知するイベントドリブンの仕

組みや、TR-０６９（Technical Report ０６９）に準拠したデバイス

への制御も可能となる。

　ユビキタスプラットフォームの基盤の全体像と構成要素を図1

と表１に示す。

ユビキタスプラットフォームの基盤アーキテクチャ

橋本　好史　　　　小沢　直幹　　　　西崎　渉太

概要
　クラウドコンピューティングの広がりやセンサー、スマートフォンの普及を背景に、デジタルデータが爆発的に
増加している。このようにネットワークに接続されたセンサーやスマートフォンが普及した社会では、現実世界の
リアルな状況を把握し、それに応じたさまざまなサービスが要求されることになる。
　インテックは、インターネットを介して、膨大なデータを収集、蓄積して、そこから新しい知見を見いだす機能を
有したユビキタスプラットフォームを提供している。本稿では、社会システム企業への転換をはかるインテックの
ユビキタスビジネスを支えるユビキタスプラットフォームの基盤アーキテクチャと要素技術について紹介する。

  1.  はじめに

  2.  システム概要

生み出されたデータを利用してさらに新しいサービスを提供し

続けることで、社会システム企業に向けた競争力を強化する。
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図１ ユビキタスプラットフォームの全体像

表１  ユビキタスプラットフォームの主な構成要素
名称 　　　　　　　　　　　　概要

DataGateway

DataProcessor

DataStore

OpenData

DataController

PFController

●センサーやスマートフォンなどの各種デバイスが発信
　するデータを受け取るための I/F
●蓄積、分析したデータをアプリケーションに提供する
　ための I/F
　※業種・業界によって通信プロトコルが統一されてい
　ないため、Web サービスで標準的に利用されるREST
　(Representational State Transfer) API を用いる
　※データフォーマットには JSON(JavaScriptObject
　Notation) を採用する
●お客さまごとに専用の環境を用意

●フレームワークとして提供されるため、ビジネスロジック
　の開発に専念することが可能
●お客さまごとに専用の環境を用意

●リアルタイム処理、イベント処理、スケジュール処理を
　実施するための実行環境 

●データの格納先
●KVS(Key Value Store) とStorage を提供
●マルチテナント対応

●気象情報などの各種オープンデータを収集
●Twitter など SNS のソーシャルデータを収集

●TR-069 で定義されている
　遠隔制御メソッドを用いて遠隔からデバイスを操作
●お客さまごとに専用の環境を用意

●ユビキタスプラットフォームの運用・管理全般を実施

2.2　特徴的な機能
　ユビキタスプラットフォームはさまざまなデバイスのデータを

クラウド上に集約し、それらの情報から社会の知恵・ノウハウを

提供する役割を果たす。ユビキタスプラットフォームの構築に当

たって我々が特に重要視した機能が「リアルタイム処理」「オー

プンデータ」「マルチテナント対応」の３つである。

　ここでは、社会インフラとして情報の収集、蓄積、分析を行う

ために基盤が担う特徴的な３つの機能について紹介する。

（１）リアルタイム処理

デバイスで発生するセンサーデータやソーシャルデータ、

位置情報などは非常に膨大なものとなる。ユビキタスプ

ラットフォームでは、そのような大量のデータを蓄積した後

で分析するのではなく、リアルタイムにデータを処理する

ことで、今起きていることに迅速に対応するための仕組み

を提供する。

（２）オープンデータ

気象情報などの各種オープンデータや SNS などのソー

シャルデータを独自にクローリングし、お客さまが使いや

すい形に変換してユビキタスプラットフォーム上に蓄積す

る。蓄積されたデータはユビキタスプラットフォーム上の

アプリケーション上で自由に利用することができ、独自の

サービスを提供することも可能である。

（３）マルチテナント対応

ユビキタスプラットフォームがシングルインスタンスマルチ

テナントを実現することで、初期投資を抑えたスモールス

タートが可能となり、必要なタイミングでのリソース変更

にも柔軟に対応できる。また水平統合型のアーキテクチャ

のため、他のお客さまと連携することで、異なる事業分野

や産業分野のサービス融合が容易になる。
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  3.  要素技術
　ユビキタス社会では膨大なデバイスから多種多様なデータ

が発生するため、サービスの提供にあたって、膨大なデータ

を適切に処理・蓄積することが必須となる。またアプリケー

ションが活用できるデータの種類や量が増大する中で、有効な

データを検出して組み合わせるために、マルチソースデータを

単一のシングルソースデータに統合するデータフュージョンの

ような、これまでにない特殊なデータ解析に対応する必要が

ある[２]。このような課題に対応するため、ユビキタスプラッ

トフォームは完全自社開発の分散処理基盤であるEXAGEを

ベースに構築している。

　EXAGEは膨大な数のコンピュータを統合し、全体でひとつ

の基盤として動作させるためのネットワーク型のミドルウェア

である。スケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼性の

高いアプリケーション基盤を提供し、柔軟なカスタマイズを可

能にしている。

　ユビキタスプラットフォーム基盤のコアとも言えるEXAGE

には以下の３つの特徴がある。

（１）スケールアウト

必要に応じてコンピュータを追加するだけで、全体とし

てのシステムを止めることなく、容量、アクセス性能とも

容易に拡張が可能なスケールアウト型アーキテクチャで

ある。

（２）信頼性

膨大な数のコンピュータやネットワークから構成される

ため、ハードウェアが壊れた際には、データを物理的に

異なるコンピュータ上に保存する、障害時に自動的にバッ

クアップからデータを復活させるなどの仕組みが実装さ

れている。

（３）運用性

コンピュータがシステムに接続されたときに、自動的に

それを認識し、動的に追加処理を行うプラグアンドプレ

イの仕組みや、ハードウェア障害などでコンピュータに

異常を検出した場合には、自動的に該当コンピュータを

システムから切り離し、正常系の処理を継続するなどの

仕組みを実装している。

　ユビキタスプラットフォームではこのEXAGEシリーズの中

図２  EXAGE / Stream
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からStream、Storage、KVSの３つの製品を採用している。

以下では、ユビキタスプラットフォームで採用されているアプ

リケーションの技術的な特徴について述べる。

3.1　EXAGE / Stream
　EXAGE / Stream（1） は リ ア ル タ イ ム 処 理 を 行 う

「StreamProcessor」と、イベント駆動およびスケジュール

起動で処理を行う「EventProcessor」の２つのアプリケーショ

ンで構成される。StreamProcessor は、データの収集、抽出、

加工といった複数の処理を連結することでフロー型のデータ

処理を実現する。単純な処理を大量に行うことに特化してお

り、時間軸に沿った統計処理やデータの中身に依存した分岐

処理を行うことに向いている。一方、EventProcessor はバッ

チ処理を分散環境で実行するための機能を提供する。複雑で

時間のかかる処理に特化しており、StreamProcessor によっ

て前処理されたデータを利用した横断的な分析処理への適用

などを想定している。共にそれぞれのアプリケーション上で動

作するビジネスロジックを用意するだけで、分散処理でリアル

タイム処理を実現することが可能となる。

　ユビキタスプラットフォームではDataProcessorのリアルタ

イム処理基盤として、EXAGE / Streamが利用されている。

3.2　EXAGE / Storage
　EXAGE / Storageは、容量と性能を柔軟にスケールアウト

可能なファイルストレージを実現する分散ファイルシステムで

ある。NFS、CIFS、iSCSIといった一般的なインタフェースプ

ロトコルに対応したユニファイドストレージであり、分散スト

レージでありながら、ファイルに対するランダムアクセスにも

対応している。また読み書きされるファイルを、複数の細かな

単位に分割し並列分散処理を行うことで、高いスループットを

実現するとともに、クラウドコンピューティング技術に準じた

データや処理の冗長化、フェイルオーバーの技術により高い信

頼性を提供する[３]。

　ユビキタスプラットフォームではDataStoreのストレージ領

域としてEXAGE / Storageが利用され、REST経由でシング

ルインスタンスマルチテナントを実現している。

図３ EXAGE / Storage 

（1）  EXAGE / Stream ： 開発時点の名称である。
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3.3　EXAGE / KVS
　EXAGE / KVSは容量と性能を柔軟にスケールアウト可能

なDBを実現するKey-Value型の分散データストアである。一

般的なRDBでは処理できないような大量なデータを扱うこと

に特化している。強力なスケーラビリティも備えているため、

データが増えても処理速度が低下しにくいという特徴がある。

EXAGE / KVSではブリュワーのCAP定理のうち、CA（一貫

性：Consistencyと可用性：Availability）を重視しているため、

データの一貫性を重視したアプリケーションにメリットがある。

　ユビキタスプラットフォームではDataStoreのKVS領域と

してEXAGE / KVSが利用され、REST経由でシングルインス

タンスマルチテナントを実現している。

  4.  利活用イメージ
　ここではユビキタスプラットフォームを利用した事例を紹介する。

4.1　変化点検知
　変化点検知は、データセンター内にある膨大な数のサーバか

ら一定間隔でユビキタスプラットフォームにアップロードされ

る、CPUやメモリ等のリソース情報を元にシステム障害の予兆

を検知するためのアプリケーションである。独自の機械学習技

術を応用することで従来のように計測値が閾値を超えるかどう

かを監視する手法では発見しにくい異常な計測値を事前に検

知することが可能となる。

4.2　電池残量マップ
　電池残量マップは、スマートフォンから一定間隔でユビキタス

プラットフォームにアップロードされる、位置情報と電池残量を元

に地図上に電池残量をマッピングするアプリケーションである。

このアプリでは、地図上のメッシュ単位で電池残量をリアルタイ

ムに集計することも可能であり、将来充電スポット設置に向けた配

置予測や必要となる電力の計算に役立てることが可能となる。

  5.  おわりに
　本稿ではユビキタスプラットフォームの基盤アーキテクチャ

およびその技術的特徴について述べた。２０１４年８月のサービス

開始後、さまざまなお客さまのフィードバックを活用しながら、

より使いやすいプラットフォームを目指して継続的に新技術の

投入を行っていく必要がある。

　今後インテックのユビキタスプラットフォームがつなげるサー

ビスが、人びとの生活を支え、豊かにすることができるように引

き続き貢献していく。

図４ EXAGE / KVS 
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