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あらまし  近年，センサを用いて人間や物体の状態を認識するストリーム処理技術に対する注目が高まっている．

例えば，人間に取り付けた加速度センサの波形を用いて静止中か歩行中かを認識する．認識できる波形は多いほど

様々な応用が可能になるが，ほとんどのセンサストリーム処理システムは，認識できる波形を多くすると，処理に

時間がかかるという問題があった．そこで本稿では，ダイナミックタイムワーピング(DTW: Dynamic Time Warping)

距離を用いたセンサストリーム処理システムの設計と実装を行う．DTW 距離は，時系列の伸縮に頑強で汎用性の

高い認識手法であり，センサストリームに適用することで，高い精度で多くの状態を認識できる．実装システムで

は，DTW 距離の計算を並列化することで，処理時間の短縮を実現している． 
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Abstract  In recent years，stream processing technology which recognizes the object states with sensors gets great attention．

For example，the system recognizes which the attached the sensor is walking or standing by using the wave pattern data from 

the acceleration sensor．The more the system，the more the application of the system increases． However，in the most sensor 

stream processing systems，the time to process the sensor data increases．Therefore，in this paper，we design and implement 

the sensor stream processing system using Dynamic Time Warping (DTW) distance．DTW is robust for changes in time，and 

the high recognizing performance．Therefore，it is possible to recognize many states with high accuracy by applying to the 

sensor data．In our proposed system，by parallelizing the calculation of the DTW distance，the processing time is reduced 

effectively． 
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1. はじめに  

近年のセンシング技術の発展により，センサを用い

て人間や物体の状態を把握できるデータストリーム処

理に対する注目が高まっている．データストリームと

は，センサから連続的に発生する一連のデータを指す．

データストリームに対して，保存しておいた他のデー

タストリーム（テンプレート）との類似度を算出し，

類似度の高い部分を認識することで，人間や物体の状

態を把握できる．例えば，以下の応用が考えられる．  

・人の腰に加速度センサを取り付ける．取り付けた加

速度センサから，あらかじめ，静止中，歩行中，乗

車中などのデータストリームをテンプレートとして

保存する．その後，加速度センサのデータストリー

ムと，幾つかのテンプレートとの類似度をリアルタ

イムに算出する．類似度が最も高いテンプレートの

状態を取り付けた人の状態と判断する．  

・空調機の温度センサで，ある温度に到達するまでの

温度の変化をテンプレートとして保存しておく．空

調機の使用時，テンプレートとの類似度を算出し，

将来，類似度の高い温度に到達すると予測する．  

他のデータストリーム処理の応用先として，株価の

変動予測や気象予測，インターネットのトラヒック分

析などがある．  

類似度の算出方法として，双方のデータストリーム

の各時点での値の差を足し合わせる方法，フーリエ変

換により周波数領域に変換して各周波数の差を足し合

わせる方法，データストリーム間の距離を定義しその

距離が短いほど類似度が高いとみなす方法など多数の

方法が提案されている．いずれの方法も，テンプレー

トごとに類似度を算出する必要があり，テンプレート

が多くなるほど計算量が多くなる．計算量が多く計算

に時間がかかると，リアルタイムに類似度を算出する

ことが困難になり，人間や物体の状態をすぐに把握で

きない．しかし，さまざまな状態を認識するため，多

くのテンプレートに対してデータストリーム処理をリ

アルタイムに行うことが求められている．  

そこで本稿では，類似度の計算を並列化することで，

多数のテンプレートに対してデータストリーム処理を

高速に行うことのできるシステムの設計と実装を行う．

データストリームを，複数の演算器をもつ計算機に送

信し，テンプレートごとに演算器を割り当てて，送信

されたデータストリームとの類似度を複数の演算器で

並列に算出することで，高速に類似度を算出できる．

本稿では，類似度の算出方法として DTW（Dynamic 

Time Warping）距離を用いる．DTW 距離は，データス

トリームが時間軸方向に伸張してもテンプレートとの

距離が変わらない手法であり，時間軸方向に伸張して

も同じ状態とみなせるデータストリーム処理によく用

いられている．例えば，DTW 距離は，同じテンプレー

トで遅い歩行と速い歩行やゆっくりとした温度変化や

すばやい温度変化に対応できる．  

以降 2 で関連研究について説明し， 3 で設計と実装

を行う．4 で評価を行い，5 で考察する．最後に 6 で本

稿をまとめる．  

 

2. 関連研究  

データストリーム処理システムは，近年活発に研究

開発されている．代表的なものとして STREAM[1]，

TelegraphCQ[2]，Aurora[3]や NiagaraCQ[4]が挙げられ

る．これらのシステムは，データストリームを保存す

るためのデータベースとの統合や，複数のデータスト

リームへの対応，データストリームに対する問合わせ

の最適化などシステムの構築を目的として研究開発さ

れている．しかし，複数のテンプレートに対する類似

度を並列に計算し，高速に判定を行うといった機能は

実装されていない．  

Stainhaouer らは，DTW 距離計算の並列化に関する

研究を行っている [5]．この研究では，あるデータスト

リームと 1 つのテンプレートとの DTW 距離の計算を

並列化している．1 つのテンプレートに対して，複数

の演算器を用いて部分的に DTW 距離を計算し，後に

計算結果を統合することで，高速に DTW 距離を算出

している．部分計算の順番を工夫することで，計算時

間を短縮できることが示されている．しかし，近年の

データストリーム処理のように複数のテンプレートを

対象としていない．1 つのテンプレートに対しては，

本稿のシステムにも応用可能と考えられる．  

DTW 距離を高速に算出する手法として，櫻井らの

SPRING がある [6]．本稿では氏らによって研究された

SPRING をもとにテンプレートの類似度計算を並列化

し，データストリーム処理システムを実装している．

以下に，DTW 距離および SPRING の概要を述べる．  

2.1. DTW 距離に基づくストリーム処理  

本節では，DTW の概要を述べる．長さ n のデータス

トリーム ),....,,( 21 nxxxX  と長さ m のデータスト

リーム ),....,,( 21 myyyY  の DTW 距離 D(X,Y)は式

(1)のように定義される．  
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ここで it yx  は 2 つの数値の距離を表す．単純には

差を取ることに対応するが，他の距離でも構わない．

ストリームデータ間の DTW 距離は動的計画法によっ

て求められる．動的計画法は，最適性原理を利用した，

段階を踏んで最適解を求める多段階決定法である．こ

れにより，時系列に伸縮しながら最適決定を順次行い，

データストリーム X とデータストリーム Y の DTW 距

離が求まる．ストリーム処理においては半無限長のデ

ータストリーム ,....),( 21 xxX  から，アプリケーシ

ョン側の求める波形パターンのデータストリーム

),....,,( 21 myyyY  に適合する部分を求める必要が

ある．適合する条件としては閾値を設定し，部分シー

ケンスとの DTW 距離が閾値以下であれば報告すると

いう方式が挙げられる．またそうすることで，データ

が到着する度に全探索する必要がなくなり，計算量及

び使用するメモリ空間が減少される．  

2.2. SPRING 

DTW 距離を高速に算出する枠組みが SPRING であ

る．SPRING では，データストリーム処理のために，

取得したデータを逐次的に順次処理して DTW 距離を

算出している．データストリームとテンプレートとの

類似度を，データを取得するたびに算出できる．  

SPRING の例を以下に示す．表 1 は，有限長として

表 す が 半 無 限 長 で あ る デ ー タ ス ト リ ー ム

,....),( 21 xxX  とアプリケーション側の求める波形

パターンのデータストリーム ),....,,( 21 myyyY  か

らなる行列である．SPRING ではこの行列をタイムワ

ーピング行列と呼ぶ．本稿でもそれに倣う． t は時刻

を表す．この場合，時刻 1 に値 5 のデータ，時刻 2 に

値 12 のデータ，時刻 3 に値 6 のデータ，時刻 4 に値

10 のデータ，時刻 5 に値 6 のデータ，時刻 6 に値 5 の

データ，時刻 7 に値 13 のデータが到着する．行列の各

要素について，上の値は距離つまり式 (1)の f を，括弧

内の値は開始点を示している．行列に表記されていな

いが，各要素は it yx  の値を持ち，この場合は差の

2 乗をとっている．これを d(t,i)と表すと，式 (1)から，

d(0,0)=0, d(t,0)=d(0,i)=∞である．閾値を 15 とすると，

1x =5 が到着したとき d(1,1)=36 となり，  f(1,1)=36 と

なる．f(1,2)は式 (1)から f(1,1)に d(1,2)を加え 37 となる．

これを繰り返し， f(1,4)=54 となるが閾値 15 より大き

いため最適経路候補とならない．次の 2x が到着すると

d(2,1)=1 となる．  f(2,1)=1 である．同様に繰り返し，

f(2,4)=110 となり閾値 15 以下とならず最適経路候補と

ならない．  f(3,2)の近辺である f(3,2-1)， f(3-1,2)，

f(3-1,2-1)の中で min であるのは f(2,1)であるため f(2,1)

から値を引き継ぐ． t=3 で f(3,4)=14 となり閾値 15 以

下なので最適候補とする． t=4 では最適候補は現れな

い．しかし SPRING では f(3,4)への経路を最適と報告

しない．これは t=5 で最適となる可能性が残っている  

表 1  タイムワーピング行列  

 

ためである．そして f(5,4)=6 となり，閾値以下の値を

とる． t=6,7 でもこの f(5,4)の値を更新しているためこ

の経路が最適と報告する．報告を 2 タイムステップ分

待つのは式 (1)において f(t,i-1), f(t-1,i), f(t-1,i-1)という

1 タイムステップ前の値を用いて更新を行うためであ

る．この様にして SPRING は経路決定つまり波形の類

似度を算出している．  

しかし，多くのテンプレートとの DTW 距離を算出

すると，計算に多くの時間を要するといった問題があ

る．本稿では，並列化することで，計算時間の短縮を

図る．  

 

3. 設計と実装  

3.1. MPI(Message-Passing Interface)並列化  

本稿では，センサストリーム処理システムにおいて

高い精度で多くの状態を認識するために DTW 距離の

計算の並列化システムの設計と実装を行う．並列化手

法には様々な種類があるが，本稿ではプロセス並列手

法 MPI(Message-Passing Interface)を用いる．MPI では，

各演算器に割り当てる処理をプロセスと呼ぶ．MPI は，

プロセス間のデータの送受信方法と，その関数群を提

供している．   

3.2. 設計  

本節では，DTW 距離の計算を MPI によって並列化

したデータストリーム処理システムの設計について述

べる．  

MPI における各プロセスにそれぞれ，データストリ

ーム処理においてアプリケーション側が検知したい波

形パターンを割り当て，ストリームデータを全プロセ

スに送信し SPRING を用いてそれぞれ DTW 距離を計

算する．その後各プロセスの計算結果を集約し，その

結果からパターンを選択する．このようにしてデータ



 

 

 

図 1  システム構成  

 

ストリームからイベントを検知し，何がイベントとし

て発生したのかを同定，報告する．例えば，計算機に

演算器が 3 個ある場合を考える．演算器 1 をデータス

トリーム取得用演算器とし，演算器 2 にテンプレート

1，演算器 3 にテンプレート 2 を割り当てる．演算器 1

がデータストリームを受信すると，他の演算器と MPI

通信を行い，データストリームを他のすべての演算器

に送信する．各演算器は，割り当てられたテンプレー

トとの類似度を計算し，結果を演算器 1 に送信する．

演算器 1 は，すべてのテンプレートとの類似度または

閾値をこえる類似度を受信すると，結果を報告する．  

システム構成を図 1 に示す．  

 センサデータ取得部  

センサからデータを一定周期で取得する．  

 センサデータ送信部  

複数の演算器を持つ計算機にデータストリーム

を送信する．並列化には複数の演算器が必要であり，

一般的な計算機ではマルチコアとしてもデュアルコア

どまりである場合が多い．そこで，本稿ではネットワ

ークを介して大型計算機で処理を行う．  

 センサデータ受信部  

ネットワークを介して送信されたセンサデータ

を受信する．これはストリーム処理部で用いられる計

算機で行われるためその計算機の特徴に沿った受信方

法を考慮する必要がある．  

 ストリーム処理部  

前述のように，MPI における各プロセスにそれぞ

れ，データストリーム処理においてアプリケーション

側が検知したい波形パターンを割り当て，ストリーム

データを全プロセスに送信し SPRING を用いてそれぞ

れ DTW 距離を計算する．ここで用いる計算機の演算

器の数はテンプレートの数に影響する．本稿ではより

多数のイベント検出を高速に行うことを目的としてい

るため演算器数の多い計算機が望まれる．   

 処理結果提示部  

各プロセスの計算結果を集約し，その結果からパ

ターンを選択して，ストリーム処理部での計算結果を

提示する．どのような形，タイミングで提示するかは

アプリケーション依存である．  

3.3. 実装  

本節では設計で示したシステムの実装について述

べる．まず加速度センサ及び，センサデータを，無線

通信を介して USB 接続から計算機にデータを送信す

る．加速度センサは一般的な行動状態を把握するのに

よく用いられている．  

加速度センサの値を取得し，取得時，データストリ

ームを視覚的に把握できるように画面に表示する．（図

3）ネットワークを介して大型計算機に加速度データを

送信する．そのため， SSH(Secure-Shell)クライアント

プログラム PUTTY を連携させた．SSH を用いること

で，インターネットのような安全性が保証されない経

路上でも安全な通信を行うことができる．加速度セン

サと大型計算機の間を取り持つ計算機が必要となるが，

これには一般的な計算機といえる IBM 社の ThinkPad 

X40 を用いた．大型計算機には京都大学学術情報メデ

ィ ア セ ン タ ー の 大 型 計 算 機 シ ス テ ム FUJITSU 社

HPC2500 を用いた．HPC2500 はフロントエンド 1 ノー

ド，バックエンド 11 ノードを持つ SMP(Symmetric 

Multi Processor)クラスタシステムである．最大 128 ノ

ード /16384CPU の大きなスケーラビリティを持ち，計

38TB のディスクが用意されている [7]．加速度センサ

は，そのデータを ThinkPad X40 に送信し，ThinkPad 

X40 は加速度センサより受信したデータを HPC2500 に

送信し，マッチング結果を HPC2500 より受信する．  

 

4. 評価  

本節では，実装したシステムの評価を行う．データ

ストリームの処理にかかる時間を評価値として扱う．  

処理にかかる時間には，データの送受信にかかる時

間，並列化に伴うオーバヘッド，DTW 距離を計算する

時間が含まれる．並列化を行うことによりオーバヘッ

ドが発生し，ストリームデータ処理時間が長くなる可

能性があるため，これらの時間を計測し，評価する．  

比較対象として，並列化せず逐次に全パターンを

SPRING で計算，選択する最も単純な手法を用いる．  



 

 

 

図 2  実装システムの構成図  

 

図 3  センサデータ表示画面  
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図 4  処理時間  
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図 5  遅延時間  

本評価では，ThinkPad X40 より加速度センサの値をイ

ンターネットを介して HPC2500 上の MPI を用いるプ  

ログラム，MPI を用いないプログラムに送信し，その

処理時間を計測した．なお，MPI を用いている実装シ

ステムについては比較対象とは異なり，データの送受

信にかかる時間も含むためこれを計測し，加算してい

る．  

4.1. 処理時間  

処理時間の結果を図 4 に示す．縦軸は計算処理に要

した時間，横軸は並列数を表す．”using MPI” は，MPI

を用いている実装システムを示し， ”without MPI”は

MPI を用いていない比較対象のシステムを示す．この

グラフより，計算時間という点では並列数が 6 を越え

たあたりから実装システムは比較対象より優れている．  

4.2. 遅延時間  

MPI 並列化を用いることにより遅延及びネットワー

クを介することにより遅延が発生する．遅延の計測結

果を図 5 に示す．縦軸は計算処理に要した時間，横軸

は並列数を表す． ”using MPI” は，MPI を用いている

実装システムを示し， ”Network communication”はネッ

ト ワ ー ク を 介 す る こ と に よ る 遅 延 ， ”Overhead by 

Parallelization”は MPI 並列化を用いることによる遅延

を示す．  

図 5 では，並列数が増加するほど並列化による計算

時間は増加している．これは並列化されたプロセス間

でのデータのやりとりや同期回数が増加していくこと  

によると考えられる．また，ネットワークを介するこ

とによる遅延は並列化による遅延に比べて非常に大き

い．   

 

5. 考察  

5.1. 並列化の効果  

前述のように提案システムには MPI 並列化を用いる

ことによる遅延およびネットワークを介することによ

る遅延が生じる．図 5 より推察できるようにネットワ

ークを介することによる遅延は並列数に依らずほぼ一

定の値を保つ一方で，MPI 並列化を用いることによる

遅延は並列数の増加に伴って増加し，その増加分は提

案システム全体の並列数の増加に伴う計算時間の増加

分とほぼ一致する．増加率は，図 4 からも確認できる

ように，DTW 距離の計算を並列化することによる処理

時間短縮の割合に比べ微小である．よって並列数の増

加に伴って，システム全体の観点からすると MPI 並列

化を用いることによる遅延及びネットワークを介する

ことによる遅延の影響は小さくなる．  

5.2. 遅延時間について 

 MPI 並列化を用いることによる遅延に関しては遅

延低減化に向けて様々なライブラリ等の研究，開発が



 

 

進められており，低減化が期待できると考えられる．

一方，ネットワークを介することによる遅延について

は本稿ではインターネットを介して HPC2500 に接続

している．ここでおよそ 3 秒という他の要素と比較し

て大きな遅延が生じている．この遅延の大部分は SSH

のセッション確立時間であり，これを解決するには，

SSH のセッション確立についての考察もしくは大型計

算機との通信にコストを要しない環境を整えるといっ

た手段がある．  

 

6. まとめ  

本稿では，DTW 距離の計算を MPI によって並

列化したセンサストリーム処理システムの設計

と実装を行った．実装したシステムではネットワ

ークを介して大型計算機 HPC2500 にセンサデータを

送信し，HPC2500 でストリーム処理を行った．MPI 並

列化を用いることによる遅延及びネットワークを介す

ることによる遅延がどの程度であるか確認した．今後，

テンプレート間の類似度を考慮したうえでさらなる高

速化を行うことや，SSH のセッション確立に要する時

間を短縮する．   
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