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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

北橋　竜雄　　　　林　和之　　　　松田　俊寛　　　　北野　景彦

概要
　近年、M2M（Machine to Machine）やIoT（Internet of Things）によって、スマートフォンやカーナビなど多種
多様なデバイスから発信されるデータの活用が本格化しつつある。その中で、多種多様なデバイスから発信される
データを融合（フュージョン）することにより個々のデータからは発見できない新たな知見を抽出する可能性のある、
データフュージョン技術（Data Fusion）がデータを活用する手段の１つと考える。
　当社では、これらデバイス群のデータを活用する技術の実現に向けて、リアルタイム・データフュージョン（RDF: 
Real-time Data Fusion）を開発した。RDF では、複数の移動通信機器のデータの「時刻」と「位置」を“のりしろ”
として統合し、その統合したデータを元に解析を行う技術である。
　本稿では、RDFが有する機能として近接デバイス探索機能、グループ統計収集機能、関連データ抽出機能を
紹介する。そして、RDFの上述の機能を利用したデータ活用ソリューションとしてみまもりアプリとテーマパーク
混雑状況把握システムを紹介する。

  1.  はじめに
　M ２M や IoT の普及に伴い、多種多様のデバイスからネッ

トワークを介してデータが発信されるようになった。例えば、工

場の機械等に設置されたセンサから収集される計測データや、

IC カードや携帯端末・カーナビから集まる履歴、位置データ、

ソーシャルメディアなどの CGM（ Consumer Generated 

Media ）データ、POS(Point of Sales) データなど業務か

ら発生するデータなど多種多様なデータが逐次発信、蓄積さ

れている。現在、このような多種多様なデータ群を融合（フュー

ジョン）することで、個々のデータからは発見できない新たな

知見を抽出する技術が求められている。

　本稿では、まず、複数のデータ群を融合する技術であるデー

タフュージョンの概要を説明し、その技術の現状と課題につい

  2.  データフュージョンとは
　データフュージョン（データ融合）とは、別々のサンプルから

得られた複数のデータ（マルチソースデータ）を単一のサンプル

から得られたデータ（シングルソースデータ）となるように統合

することである[1]。

　具体例として、「ターゲット層がより多く購入するきっかけと

なる（注意、関心を持つ）メディアを選択し、集中的に広告を打

つ」というマーケティング戦略を取る場合にデータフュージョン

がどのように利用できるかを例示する[２]。この戦略に対応する

て述べる。その上で、その課題を解決するために開発した、RDF

の機能とアーキテクチャを説明する。最後に、RDFを利用した

データ活用ソリューションを紹介する。
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  3.  データフュージョンの現状と課題
　第2章で説明したデータフュージョン技術は、同時に取得する

ことが困難な２つのデータを関連づけしてその関係を把握する

場合に有効な手段である。

　ただし、この手法は、フュージョンの対象となるすべてのデー

タ群がデータベースなどのデータ格納領域にあらかじめ格納さ

図 1  データフュージョンのイメージ
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ためには、「どの広告をどのメディアで見たか？」という広告接触

データと「どのような商品を購入したか？」という購買データを

複数人の同一対象者（シングルソース）から得る必要がある。し

かし、テレビ、新聞、雑誌、インターネットといった様々な媒体か

ら広告が提供されるが、同一対象者から同時にそれらの広告接

触データを得ることは困難である。加えて、広告接触データは

市場調査から、購買データはPOSシステムから取得することに

なるが、広告接触データと購買データが同一対象者から得たも

のであることは非常に稀である。

　そのような場合に、個別に取得した広告接触データと購買

データに対し、両者で共通の変数を”のりしろ”として統計的手

法を用いて統合し、擬似的に広告接触と購買の関係を保持する

データを作成することがデータフュージョンである。（図１参照）

このように、データフュージョンを用いることにより、マルチソー

スデータ間の個別のデータからそれらの関係性を見出すことが

できる擬似的なシングルソースデータを生成し、より良い予測

と意思決定を支援することができる。

れていることが必要である。例えば、共通の変数を用いたマハ

ラノビス距離による最適マッチング手法でデータ群を融合する

場合[３]、融合するそれぞれのデータ群が固定されていること

を前提とするからである。

　そのため、温度センサなどのセンサデータや、スマートフォン

やカーナビなどのデバイスデータなど、逐次発信されるデータ

に対して、このデータフュージョン技術をそのまま適用すること

は困難である。

　データフュージョン技術以外のデータ融合技術としてセンサ・

フュージョンがある。このセンサ・フュージョンは、複数のセンサ

データを統合して分析することにより単一のセンサデータから

は得られない情報を得る技術である。例えば、測距センサの測

距結果と画像センサの撮影画像に基づいたセンサフュージョン

システムで先行車を認識する先行車認識装置及び方法が開示

されている[４]。

　ただし、このセンサ・フュージョンが対象とするセンサはごく

限られた範囲に設置されている少数のセンサであり、前述の例

では車体に搭載されたセンサのみを対象としている。

　IoTと呼ばれる時代が到来しつつある中、例えば家電や車な

ど多数の様々なデバイスが、これまで以上にネットワークに接

続され、逐次大量の情報を発信するようになる。それらの情報

を活用するためには、多種多様なデバイスから発信されるデー

タをリアルタイムに融合し知見を抽出する技術を確立すること

が重要である。
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4.1  リアルタイム・データフュージョン（RDF）
　第３章で述べた課題を解決するため、リアルタイム・データ

フュージョン（RDF）システムを開発した。RDF は、スマートフォ

ンやカーナビなどの移動通信機器に焦点を当て、それらの移動

通信機器から発信されるデータの「時刻」と「位置」に基づい

てデータを統合する技術である。このRDFは、ユビキタスプラッ

トフォームで稼動し、移動通信機器のデータを活用する機能と

して提供している。

  4. ユビキタスプラットフォームで提供 
　　 するデータフュージョン機能

4.2  リアルタイム・データフュージョンで
　　  提供する機能
　RDF は、「時刻」と「位置」で統合したデータを元に解析を行

う機能として、次の３つの機能を有する。（1）、（２）は移動通信

機器データ同士の統合、（３）は移動通信機器データとあらかじ

め記憶装置に格納した静的なデータの統合を行う機能である。

（１）近接デバイス探索機能

　　ある移動通信機器から指定した距離内にある移動通信機

　　器を特定する。

（２）グループ統計収集機能

　　地域メッシュなど利用者が指定したエリア毎の移動通信機

　　器の数などを集計する。

図２  データフュージョン提供機能
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元に、距離が近いデバイスを特定
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エリア内のデバイスの数や、そのエ
リアに入った／出たデバイスの数を
集計します。また、エリアに滞在す
る時間を計測します。

店舗の情報などを位置情報と合
わせて登録しておくことにより、デ
バイスの位置から、近い店舗の情
報など、位置に関連したデータを
提供します。

解析結果配信機能
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図３  近接デバイス探索機能での“のりしろ”の設定方法

（３）関連データ抽出機能

　　店舗の情報などあらかじめ登録したマスタデータから、移

　　動通信機器と時刻、位置が類似する情報を抽出し、移動

　　通信機器のデータと統合する。

　その他、近接デバイス探索機能や、グループ統計収集機能

の出力データを REST API で配信する「解析結果配信機能」

や、RDF で提供するインターフェースを用いて近接デバイス探

索機能やグループ統計収集機能の結果を利用したサービス独

自の処理を組み込むことができる「サービス独自処理組み込み

機能」を持つ。（図２参照）

4.3  リアルタイム・データフュージョンで用いる
　　　“のりしろ”
　RDF は、データを統合するための共通の変数（のりしろ）と

して、「時刻」と「位置」を用いる。「時刻」は、センサデータ
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などのデータ生成時刻またはデータ発信時刻と、あらかじめ設

定した同一時刻のデータと見なす時間幅であるウィンドウ時間

を用いて算出した基準時刻を用いる。「位置」は、データが発

信された緯度、経度を元に算出した地域メッシュコード [５] を

用いる。グループ統計収集機能では、地域メッシュコード以外

に、例えば、市区町村コード [６] など場所を特定するコードを

指定することができる。これにより、市区町村毎の移動通信機

器の個数などを収集することができる。

　近接デバイス探索機能では、探索する範囲を考慮して、探索

の中心となる移動通信機器の位置に対し、その周辺の領域を

示す地域メッシュコードも“のりしろ”の値に指定する。これに

より、探索に必要な移動通信機器のデータを同一のスレッドに

集めることができ、“のりしろ”毎に別の計算ノードで分散して

処理を行うことができる。（図３参照）
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4.4  リアルタイム・データフュージョン（RDF）
　　  のアーキテクチャ
　RDF では、前述の機能を実現するために次の３つのアーキ

テクチャを採用する。（図４参照）

（1）EXAGE/Stream 上で動作するストリームデータ処理アプ

　　リケーション

　RDF では、逐次発生するデータを遅延なく処理するため

に、ストリームデータ処理として動作する。ストリームデータ

処理エンジンは、ユビキタスプラットフォームで提供される

ストリーム処理基盤である EXAGE/Stream を利用する。

（２）”のりしろ”による移動通信機器データの統合コンポーネント

　EXAGE/Stream はあらかじめ指定したキーに基づい

て、キーの値が一致するデータ毎に複数の計算ノードに分

散して処理することができる。RDF ではこの機能を活用し

て、大量データに対する近接デバイス統合機能、およびグ

ループ統計収集機能を実現する。具体的には、”のりしろ”

が一致するデータ毎に複数の移動通信機器データを分散

し、並列処理を実現している。これにより、処理対象とす

るデータ量が増大した場合でも、計算ノードを増加させる

（１）EXAGE/Stream上で動作
するストリームデータ処理アプリ
ケーション

データ
受信部

RDF Data
Store

データ振り
分け処理

EXAGE/Stream

（２）“のりしろ”による
移動通信機器データの統合コンポーネント

（３）「時刻」、「位置」による静的データの
統合コンポーネント

図４  RDF のアーキテクチャ

だけで対応することができる。

（３）「時刻」、「位置」を指定した静的データの統合コンポーネント

　関連データ抽出機能を用いると、例えば、店舗からの

タイムセール情報などの静的なデータと、移動通信機器の

データや近接デバイス探索結果、グループ統計収集結果

とリアルタイムに統合することができる。

　関連データ抽出機能では、静的データと、静的データから作

成した位置インデックス、及び時刻インデックスをあらかじめ各

処理ノードのメモリ上に格納する。位置インデックス、時刻イン

デックスは静的データをロードする際に自動的に生成する。

　静的データから問合せ値の時刻、位置に関連するデータを取

得する場合、まず、位置インデックス、時刻インデックスに問

い合わせて、問合せ値の時刻、位置に関連する可能性のあるデー

タを取得する。その後、その取得データのみを対象として、問

合せ条件に適合するデータを抽出する（図５参照）。上記手順に

より、静的データの中で関連する可能性のあるデータのみを対

象として、問合せ条件に適合するか判断すればよいため、高速

に処理を行うことができる。
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　RDF の提供する機能を用いて、スマートフォンからの位置

データを活用するデータ活用ソリューションとして、みまもりア

プリとテーマパーク混雑状況把握システムを紹介する。

  5. 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

5.1  みまもりアプリ
　みまもりアプリは、幼児や小学校低学年程度の子供を持つ

親向けのスマートフォンアプリケーションである。このアプリ

は、子供が親から一定以上離れた場所に行った場合にアラート

を通知する機能を持つ。この機能は RDF の近接デバイス探

索機能を活用することにより実現できる。具体的には、親が

所持するスマートフォン（以下、親スマホ）と、子供が所持す

るスマートフォン（以下、子スマホ）の位置を元に、近接デバ

イス探索機能を用いて親スマホの一定距離以内に子スマホが

存在するか確認する。子スマホが存在しない場合には、サー

ビス独自処理組み込み機能を用いて組み込んだアラート通知

処理により、親スマホへアラートを通知する。

5.2  テーマパーク混雑状況把握システム
　テーマパーク混雑状況把握システムは、テーマパークのアト

ラクションやレストランの利用者の滞在状況を把握するシステ

ムである。このシステムは RDF のグループ統計収集機能を活

用することにより実現できる。具体的には、スマートフォンから

発信される位置データを元に、グループ統計収集機能を用いて、

アトラクションやレストラン毎にその領域に存在する来園者の

数を一定時間毎に集計する。領域毎の来園者の数をリアルタイ

ムに把握できるため、例えば、空いているアトラクションへ誘

導するためのお知らせを通知することができる。

図６  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

子スマホが親スマホの近くに
存在するかチェック
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図５  「時刻」、「位置」を指定した静的データの統合
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  6.  おわりに
　スマートフォンやカーナビなどの移動通信機器から逐次発信

されるデータを統合し、それらのデータを解析する技術として、

リアルタイム・データフュージョンを紹介した。また、RDFで提

供する機能を利用したデータ活用ソリューションとして、みまも

りアプリと、テーマパーク混雑状況把握システムを紹介した。

　現在、RDFで扱える“のりしろ”は「時刻」、「位置」のみであ

る。IoT社会に対応するためには、「時刻」、「位置」以外の情報

も“のりしろ”として扱えるようにする必要があると考える。その

ため、今後は「時刻」、「位置」以外の情報を用いたデータ融合

方法を確立していきたい。
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