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IoT（Internet of Things），AI（Artificial Intelligence）という言葉が身近に感じられる
ようになりましたが，読者の皆様はそれらの技術がどのようなものか，またそれらが組み
合わされることで私たちの生活がどのように変化しようとしているかについて，正しく理
解・想像できているでしょうか．

IoT における，実環境の情報を収集するというアイデア自体はセンサネットワークとし
て既に 10 年以上前からありました．また，AI の分野でも機械学習を中心とした長い研究
の歴史があります．それらが近年，改めて脚光を浴び始めているのは，アイデアが優れて
いるというだけでなく，そのアイデアを実現できる技術的・社会的環境が整いつつあるか
らだと思われます．

IoT によって実社会のあらゆる情報がインターネット上の仮想空間へと集められ，AI に
よりそれらのビッグデータから新たな知が導き出される．更にはこのようにして獲得され
た知に基づき，IoT を介して現実社会の様々な ʻものʼが制御される．本小特集では，こ
のような IoT×AI が描く未来を，第一線で活躍される方々により解説して頂きます．

まず，我が国における IoT，AI に関する政策やロードマップについて解説して頂いた後，
IoT と AI，それぞれの分野における最新の研究動向を紹介して頂きます．最後に，IoT×AI
の応用例として 3 件の事例を紹介して頂きます．応用例に関しては，ネットワークオペレー
ションや通信インフラストラクチャの設備管理といった情報通信に関する例だけではなく，
ビジネスにおける意思決定に関しても紹介して頂きます．

技術の進歩により，私たちを取り巻く社会は，年々，その変化の速度を上げていますが，
本小特集を通して，特に若い読者の皆様が，IoT や AI に関する正しい知識を身に付けると
ともに，それらが描く未来において自分自身がどのように活躍できるかを想像する手助け
になれば幸いです．
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1 はじめに
内閣府においては，第 5期科学技術基本計画におい

て打ち出された「Society 5.0」という新たな概念の実
現や，同計画に定められている我が国における官民合わ
せた研究開発投資を対GDP比の 4％以上とするとの目
標の達成に向けて，様々な施策を展開している．
Society 5.0 の実現に向けては，重要な基盤となる人

工知能（AI）関連の研究開発の取組を強化することが
必要である．本稿において，政府及び内閣府における
Society 5.0 の実現と，その鍵となるAI の研究開発に
関する取組について紹介する．

2 Society 5.0 の実現に向けて
2.1　Society 5.0とは
Society 5.0 とは，IoT，ロボット，人工知能（AI），

ビッグデータなどの新たな技術をあらゆる産業や社会生
活に取り入れてイノベーションを創出し，一人一人の
ニーズに合わせる形で社会的課題を解決する新たな社会
である（図 1）．
この Society 5.0 とは，人類史の狩猟社会を第 1章

（1.0）とすると，米や小麦で安定した食料を手にした農
耕社会である第２章（2.0），産業化による大量生産が始
まった工業社会である第３章（3.0），通信とコンピュー
タが融合した情報社会である第４章（4.0）に続く，第
5番目の新たな社会を指すもので，人や�もの�が皆つ
ながり，全ての技術が融合してこれまで解決できなかっ
た問題を解けるようになる人類史の第 5章，新たな社
会の開幕の意味を込めている．
Society 5.0 のポイントは，①サイバー空間とフィジ

カル空間の高度な融合（図 2），②経済的発展と社会的
課題の解決の両立，③人間中心の社会である．

これまでの情報社会では，人がサイバー空間に存在す
るクラウドサービス（データベース）にインターネット
を経由してアクセスして，情報やデータを検索して入手
し，分析を行ってきた．Society 5.0 の新たな社会では，
フィジカル空間において張り巡らされたセンサなどから
IoTを通じて，環境情報，機器の作動情報，人の情報な
どのあらゆるデータがサイバー空間に収集され，フィジ
カル空間の膨大なデータがビッグデータとして集積さ
れ，サイバー空間において，この膨大なビッグデータを
人間の能力を超えたAI が解析し，その解析結果が高付
加価値な情報，提案，機器へ指示されることによって，
ロボットや自動走行車などのアクチュエータなどを通じ
てフィジカル空間の人間に作用（フィードバック）され
ることにより，新たな価値が創出される．すなわち，
AIは，Society 5.0 実現の鍵となる基盤技術として位置
付けられる．

2.2　第5期科学技術基本計画
科学技術基本計画は，科学技術基本法に基づき政府が

策定する，10年先を見通した 5年間の科学技術の振興
に関する総合的な計画をとりまとめた閣議決定文書であ
る（図 3）．また，第 5期科学技術基本計画は，2016
年度から 2020年度の 5年間における我が国の科学技術
イノベーション政策に関する基本計画であり，総合科学

図1　Society 5.0 とは
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技術・イノベーション会議（CSTI）として初めて策定
した計画である．
本基本計画は，政府，学界，産業界，国民といった幅

広い関係者が共に実行することにより，我が国を「世界
で最もイノベーションに適した国」に導くことを目的と
するものである．
第 5期科学技術基本計画の主なポイントとしては，

「Society5.0」という新たな概念を示しその実現を提唱
するとともに，若手人材の育成・活躍促進と大学の改
革・機能強化を中心とする「科学技術イノベーションの
基盤力強化」，企業，大学，公的研究機関の本格的連携とベ
ンチャー企業の創出強化などを通じた「人材，知，資金
の好循環システム」，官民合わせた研究開発投資を対GDP
比 4%以上，政府研究開発投資について対GDP比 1%

（総額の規模は約 26兆円）の確保を目指す「研究開発
投資の確保」を提言していることなどが挙げられる．

2.3　科学技術イノベーション総合戦略2017
科学技術イノベーション総合戦略は，5か年にわたる

基本計画の下，毎年の状況変化を踏まえて，年度ごとに
重点を置くべき施策を示すものである．科学技術イノ
ベーション総合戦略 2017は，第 5期科学技術基本計画
（2016～2020 年度）の２年度目の総合戦略であり，我
が国を世界で最もイノベーションに適した国に変革すべ
く推進する取組についてとりまとめている．
総合戦略 2017 の主なポイントとしては，プラット

ホームを支える基盤技術の強化として，特にAI 関連技
術については，人工知能技術戦略会議策定の産業化ロー

図2　サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合

図3　科学技術基本計画の経緯
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ドマップ等を国家戦略とし，研究開発から社会実装まで
政府一体で推進すること（3.参照）や，CSTI の司令塔
機能の強化を図りつつ，Society 5.0 の実現に資する科
学技術予算の量的・質的拡大を目指す「予算編成プロセ
ス改革」（４.の官民研究開発投資拡大プログラム
「PRISM」参照）などが提言されている．

3 人工知能技術戦略会議
3.1　経緯
人工知能技術戦略会議は，2016 年 4月 12 日に開催

された第 5回「未来投資に向けた官民対話」において，
安倍総理による「人工知能の研究開発目標と産業化の
ロードマップを本年度中に策定します．そのため，産学
官の叡智を集め，縦割りを排した『人工知能技術戦略会
議』を創設します．」との発言を受け設置された．
人工知能技術戦略会議は，我が国の政府におけるAI

研究開発の司令塔として，総務省，文部科学省及び経済
産業省の 3省が所管する五つの研究開発法人（情報通
信研究機構，理化学研究所，科学技術振興機構，産業技
術総合研究所及び新エネルギー・産業技術総合開発機
構）の研究開発の連携を図ることが主な目的とされた．
本会議の議長は安西祐一郎氏（日本学術振興会顧問）

が務め，各研究開発法人理事長，経団連未来産業技術委
員会委員長，東京大学及び大阪大学総長が構成員として
参加し，総務省，文部科学省及び経済産業省の 3省が
事務局を担当することとなった．

3.2　産業化ロードマップの策定
人工知能技術戦略会議は，2017 年 3月に人工知能技

術戦略を策定した．同戦略では，AI 研究開発の関係官
庁である総務省，文部科学省及び経済産業省が連携し，
我が国が有する現場の強みを踏まえ，研究開発から社会
実装まで一貫した取組の加速していく必要性があるとの
観点から，AI とその他関連技術の融合による産業化の
ロードマップを策定した．
具体的には，AI 技術の研究開発について，民間投資

を促進するための重点分野として，「生産性」，「健康，
医療・介護」，「空間の移動」の３分野を特定し，それぞ
れフェーズ 1，フェーズ 2，フェーズ 3（フェーズ 1と
2の境界がおおむね 2020年，フェーズ 2と 3の境界が
おおむね 2025 年～2030 年）に分けた上で，3段階の
フェーズごとに産業化の進展を整理したものである．併
せて，これらのチャレンジングな目標を実現するための
研究開発目標についてもとりまとめている．なお，重点
分野は，上記の 3分野に加えて，横断的な分野として
「情報セキュリティ」が挙げられている．

図 4，5，6に３分野の産業化ロードマップを示す．

3.3　司令塔機能の強化
「3.1経緯」に述べたとおり，人工知能技術戦略会議
は，AI 研究開発を所管する 3省による研究開発施策の
連携を主な目的として設置されたものである．しかしな
がら，AI については，今後，研究開発に加えて社会実
装の推進の重要性が増大することが予想される．
このため，人工知能技術戦略会議においては，今後，

図4　産業化ロードマップ（生産性分野）
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従来の研究開発戦略の観点のみならず，人材育成，制
度，振興など社会実装の戦略まで含めた課題について取
り組む司令塔として機能を強化すべく，2017年 12月，
会議事務局として，これまでの総務省，文部科学省，経
済産業省の 3省に加えて，AI の社会実装に関係する厚
生労働省，農林水産省及び国土交通省並びに政府全体の
とりまとめとして内閣府が参画することを決定した（図
7）．これに併せて，同会議構成員も，厚生労働省，農
林水産省及び国土交通省の関係国立研究開発法人の理事
長が新たに加わることとなった．

4 官民研究開発投資拡大プログ
ラム（PRISM）

GDP600 兆円経済の実現に向けて，成長のエンジン
である科学技術イノベーションの活性化を図るため，
CSTI と経済財政諮問会議の下に設置された経済社会・
科学技術イノベーション活性化委員会が 2016 年 12月
にとりまとめた「科学技術イノベーション官民投資拡大
イニシアチブ」において，官民研究開発投資拡大プログ
ラム（PRISM）の創設が提言された．

図5　産業化ロードマップ（健康／医療・介護分野）

図6　産業化ロードマップ（空間の移動分野）
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図7　人工知能技術戦略会議　司令塔機能強化

図8　PRISMターゲット領域の俯瞰図
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PRISMは，官民研究開発投資の量的・質的拡大を目
指して，2018 年度より開始されるプログラムである．
特徴としては，官民で民間投資誘発効果の高いターゲッ
ト領域を設定した上で，CSTI 及び産業界が選定した各
省の提案事業に対して推進費をアドオンすることによ
り，CSTI により各省主導の施策を民間投資誘発効果の
高い分野に誘導することを狙いとしていることが挙げら
れる．
ターゲット領域については，2017 年 4月の CSTI の

本会議において，当該領域への政府研究開発投資によ
り，①産業界の研究開発投資が誘発されるか，②研究開
発成果の活用による政府支出の効率化への貢献－の二つ
の視点で検討された．同会議においては，2018 年度に
設定することを前提に準備を進めるターゲット領域とし
て，AI，IoT，ビッグデータから成る「革新的サイバー
空間基盤技術」のほか，「革新的フィジカル空間基盤技
術」及び「革新的建設・インフラ維持管理技術」の 3
領域が決定されるとともに，2019 年度以降に設定する
ことが望ましい 10のターゲット領域候補についても決
定された（図 8）．
PRISMの主な目的は，以下の３点である．
① 　民間投資誘発効果の高い研究開発領域（「ター
ゲット領域」）に，各省施策を誘導すること

② 　SIP 型マネジメントを各省施策に展開すること
③ 　ターゲット領域で世界に勝つための戦略を検討
し，各省施策をそれに向けて糾合すること

 
なお，AI，IoT，ビッグデータから成る「革新的サイ

バー空間基盤技術」の領域統括は，「人工知能技術戦略
会議」議長の安西祐一郎氏が兼ねており，内閣府として
は，予算の裏付けを有するPRISMと人工知能技術戦略
会議において検討されるAI 戦略とを有機的に連動する
ことにより，「産業化ロードマップ」の重点 3分野に注
力しつつ，政府のAI 関連政策全体をコントロールする
ことを目指している．

5 おわりに
アベノミクスでこれまでに設定した「世界最高水準の

イノベーション環境を目指す」などの目標の達成のため
には，今後，これまで述べてきた具体的な取組の更なる
強化，加速化，拡大に向けて，我が国のイノベーション
政策の抜本的に強化していく必要がある．
具体的には，グローバルな技術開発競争が激化しつつ

ある中，我が国が強みを有する豊富な技術シーズを社会
実装に結び付けていくため，次期 SIP や PRISMによる
研究開発について，社会実装を念頭に置いた上で，国際
競争に勝ち抜くことを目標とした戦略的な取組が必要と
考えられる．
また，AI を活用しながら Society5.0 を真に実現して

いく上で，我が国に存在する様々な情報データを連結す
ることが重要であるが，我が国における情報データの収
集，蓄積とそれらの連結が必ずしも十分でないことか
ら，内閣府としては，我が国に分散する情報データを効
率的に連携するための仕組みの構築について，早急に検
討を進める必要があると考えている．
内閣府においては，今後，人工知能技術戦略会議を我

が国のAI 戦略の司令塔として，CSTI や各省庁におけ
るAI 関連施策を戦略的に推進することにより，我が国
における Society 5.0 の実現とそれによるイノベーショ
ンの更なる創出に向けた環境整備を推進していく予定で
ある．

新田隆夫
 1990 慶大・理工・電気卒．1992同大学院修士課程了．同年郵
政省入省．以来，主に電波行政，放送行政などに従事．現在，内
閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官（社
会システム基盤担当）として，政府の人工知能技術戦略，
Society 5.0 本格実装に向けたデータ連携基盤の検討などを担当．
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 1	 はじめに
近年全ての�もの’ をインターネットにつなぐと

いう IoT（Internet�of�Things）という考え方に基
づき，実社会の課題解決を目指した技術の研究・開
発が盛んに行われている．IoT では，気温や監視カ
メラの映像など実社会に関わる情報をインターネッ
トに接続された�もの’（以降「IoT 端末」と呼ぶ）
により収集し，クラウド上にて動作するデータ分析
技術を用いて分析・判断し，更にはインターネット
を通じて実社会にフィードバックする．これらによ
り，‘ もの ’ のデータ化やそれに基づく自動化が進
展し，新たな付加価値を生み出すのが�IoT�のコン
セプトである（1）．例えば，促成栽培において，作
物生育状況と測定した温度や日照などの関係を分析
し，ハウス内の温度を適切に保つよう暖房・空調設
備などを制御することで，作物の収穫量を高める．
本論文では，インターネットに接続し，このコンセ
プトを実現する ‘もの ’を�IoT�端末と呼ぶ．
IoT が大きく注目されている背景には，様々な要

因があるが，モバイル網に代表されるネットワーク
及びクラウドの成熟とディープラーニングに代表さ
れるデータ分析技術の発展が大きいと考えられる．
誰もがクラウド上のコンピューティング資源を必要

なときに借りることができ，その上で動作させる
データ分析ソフトウェアも数多くオープンソースと
して公開されている．ある程度の知識さえあれば，
誰もがネットワークに接続された端末からのデータ
をクラウド上に集め，クラウド上で分析するとい�
ったことが，現在容易に実現できる．
しかし，IoT を活用した様々なユースケースを考

えると，既存のクラウドネットワークには，以下に
示す様々な課題が存在する（図１）．
・�膨大な数の IoT 端末の収容：ネットワークに
つながる IoT 端末の数は，年率 12%から 15%
で増加を続け，2020 年には 300 億台になると
予想されている（2）．膨大な数の IoT 端末を，
安価にネットワークに接続する技術が求められ
ている．
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・�遅延削減：自動車の衝突回避といったユース
ケースでは，数十ms程度の遅延でお互いの位
置情報を交換する必要がある．しかし，クラウ
ドを経由した場合，この制約を満たすことは難
しいため，低遅延を実現する必要がある．

・�通信データ量の削減：高精細な監視カメラの映
像をクラウド上で分析するケースでは，ネット
ワーク帯域の圧迫を防ぐために，通信データ量
を削減する必要がある．また，後に述べる狭帯
域無線技術は，通信データ量を削減すること
で，適用範囲を広げられる．

・�膨大なデータの効率的な流通・管理：クラウド
上には膨大な量のデータが集まり，またそれら
を活用する様々なアプリケーションが動作す
る．膨大な情報を，適切に管理し，必要とする
アプリケーションに送るためのプラットホーム
が必要となる．

本稿では，先に挙げた IoT を活用する上での課
題を解決するための技術を解説する．2. では，多
数 IoT 端末からの情報を安価に収集するための無
線技術として，近年注目されている LPWAを解説
する．3. にて，低遅延・通信量削減のために活用
に向けた議論が進められているエッジコンピュー
ティングを紹介する．最後に，IoT 端末からの情報
を集め，必要とするアプリケーションへと流通させ
るためのプラットフォーム技術を，4. で説明する．

 2	 	多数の IoT	端末からの情報を安価に収集する LPWA	技術

多数のIoT端末からセンサデータなど少量のデー
タを送るために，より省電力かつ安価な無線技術が
求められている．また，IoT 端末は屋内だけではな

く，屋外でも利用されるため，この無線技術は省電
力であっても長距離到達可能である必要がある．こ
のような背景の下，近年 LPWA（Low-Power�
Wide-Area）と呼ばれる無線技術が開発され，活
用が始まっている．LPWAの位置付けを，図２に
示す．LPWAは省電力・長距離到達可能である代
わりに，通信速度は 100bit/s から 800kbit/s 程度
となっている．
主な LPWA方式として，免許不要で利用可能な

周波数帯（日本においては 920MHz 帯）を使用す
る SIGFOX,�LoRa と，免許が必要な周波数帯（LTE�
の周波数帯）を使用する eMTCや NB-IoT がある
（表１）．これらは，MIMO�非対応，半二重，デー
タ処理簡素化などにより，チップの構造を簡素化
し，チップコストを低減している．SIGFOX，
LoRa は，少ない基地局で広いエリアをカバーする
ために，雑音の影響を軽減し，長距離到達性を上げ
る技術を採用している．本稿では，2.1 にて LoRa
及び SIGFOXにおける雑音軽減・長距離伝送のた
めの技術について説明する．また，LTE を IoT 向
けに拡張した仕様である eMTCや NB-IoT に関し
ては，従来の LTE での制御の改良による省電力化
技術を 2.2 で説明する．

2.1　LoRa, SIGFOX
LoRaとはSEMTECH社が開発した変調方式（3），（4）

で，チャープ拡散（5）と呼ばれるスペクトル拡散方
式に独自拡張を加えたものである．チャープ拡散で
は，一次変調された信号の周波数を時間の経過とと
もに変化させて送信する（図３）．受信側の復号処
理では，周波数を変えながら時間方向に拡散された
信号を集め，元の信号へと戻す．この処理により，
帯域内の一部の周波数で発生する干渉，雑音の影響

表1　主なLPWA 方式

無線方式 LoRa SIGFOX
LTE

Cat.M1
（eMTC）

Cat.NB1
（NB-IoT）

日本での
周波数帯

920MHz 帯
（免許不要）

800/900MHz 帯
（免許必要）

運用帯域幅 125kHz 100Hz 1.08MHz 180kHz

伝送
速度

上り
～ 5kbit/s 100bit/s 800kbit/s

～ 22kbit/s

下り ～ 62kbit/s

運用形態
公衆

サービス
自営網

公衆サービス

図2　LPWA 方式の位置付け

1Gbit/s

10Mbit/s

100Kbit/s

1Kbit/s
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を軽減できる．LoRa では，どの程度信号を拡散さ
せ，雑音耐性を高めるかを，拡散率（Spreading�
Factor）というパラメータにて調整できる．拡散率
を上げることで，より雑音耐性が高くなり，伝送距
離が伸びるが，その分伝送速度は低くなる．
LoRa の上で動作する MAC� 層プロトコル

LoRaWANの仕様が，LoRa�Alliance（6）により策定
されている（図４）．LoRaWANでは，基地局実装
の簡素化のために，MAC層は基地局では終端せず，
ネットワークサーバで終端する．ある端末からの信
号は，複数の基地局での受信を可能とすることで，
受信性能を上げている．LoRaWAN仕様（6）は公開
されており，利用者は LoRaWANを用いた独自の
ネットワーク構築が可能である．
SIGFOX（7）は，SIGFOX 社が開発した LPWA技

術の一種で，雑音の影響を軽減するために次のよう

な工夫がなされている．まず，920MHz 帯の単位
チャネル 200kHz のうち 100Hz という超狭帯域
（Ultra�Narrow�Band）を使いスペクトル密度を上
げている（図３）．また，端末が周波数を変えて一
つのデータを複数回送信し，それを複数基地局が受
信できる仕様となっている．これらの工夫により，
雑音の影響を軽減し，より長距離なデータ伝送を実
現している．また，超狭帯域の使用により．多数の
端末が存在する環境下でも，端末間の干渉が発生し
にくくなっている．
SIGFOX社及びそのパートナーは，SIGFOX方式

を使った IoT 向け公衆通信サービスを提供してい
る（図５）．この通信サービスでは，より多くの端末
を収容可能とするために，一端末当り1日に送れる
メッセージ数を，最大140メッセージ（メッセージ
サイズは最大12Byte）までに限定している．

2.2　IoT 向けの LTE 技術 Cat.M1,Cat.NB1
Cat.M1（eMTC）,�Cat.NB1（NB-IoT） と は，

標準化団体 3GPP が規定する LTE 仕様における
IoT 向けの端末カテゴリーである．Cat.M1,�Cat.
NB1�では，チップコスト削減や収容端末数向上の
ために，使用アンテナ数を 1とし，更に送受信無
線 帯 域 を 従 来 の 1.4〜20MHz か ら そ れ ぞ れ
1.08MHz（Cat.M1）,�180kHz（Cat.NB1） に ま
で狭帯域化している（8）．また，PSM（Power�
S a v i n g � M o d e） や eDRX（e x t e n d e d�
Discontinuous�Reception）といった機構により，
省電力化が図られている（9）．
LTE における端末・基地局間の関係には，接続

状態とアイドル状態がある．端末は，アイドル状態
時には自身への着信を確認するために，一定時間ご
とに基地局からの信号を受信する．eDRXでは，こ
の受信待ち間隔を，従来最大 2.56 秒から，目的に
応じて最大 44 分（Cat.M1）若しくは 2.9 時間
（Cat.NB1）にまで拡大する．受信していない間，
無線機能を停止させ，電力消費を抑える．着信が不
要なケースでは，より省電力を実現する PSM�が利
用できる．PSMは，接続状態・アイドル状態に加
え，新たに定義された省電力状態のときに端末をス
リープさせる．このことにより，着信はできない
が，その分消費電力を大幅に削減できる．必要時，
端末からの送信を可能とするために，省電力状態に
おいてもコアネットワークとの接続状態は維持され
ている．通常 54分周期（10）で行う位置登録のタイ
ミングを 4時間から 413日（11）にまで拡大できる．

図3　チャープ拡散とUltra Narrow Band

図 4　LoRaWAN アーキテクチャとエコシステム

図5　SIGFOX 通信サービス
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 3	 	低遅延応答・通信量削減を実現するエッジコンピューティング

端末が取得した情報をクラウドに上げ，クラウド
上のアプリケーションが何らかの判断を行い，その
結果を端末に返すケースを考える．例えば，ある自
動車が自身の現在位置情報をクラウドに上げ，自身
に近付く自動車の情報を取得することで，見通しの
悪い交差点などでの衝突事故を回避するケースが挙
げられる．このケースでは，クラウドを経由しての
位置情報交換では，衝突回避に間に合わない可能性
が高い．より遅延が少なく位置情報交換ができるよ
う，より端末に近い場所にて処理を行い，素早く応
答を返すエッジコンピューティングの利用が期待さ
れている（図６）．
本章では，まず 3.1 にて LTE�網にて利用するモ

バイルエッジコンピューティング（Mobile�Edge�
Computing,�MEC），3.2 にてMECとモバイル網
を連携するための機能である SCEF（Service�
Capability�Exposure�Function）及び SCEF と連
携動作するモバイル網の通信スケジューリング制御
技術を紹介する．エッジコンピューティングは，低

遅延応答のほかに通信量削減を実現するためにも活
用されている（図６）．3.3 にて，エッジ処理によ
り，送信データ量を削減する技術を紹介する．

3.1　モバイルエッジコンピューティング
モバイルエッジコンピューティング（Mobile�Edge�

Computing,�MEC）とは，LTE基地局 eNodeBの近
傍に配置されたサーバにより端末から送られたデー
タを処理することで，低遅延な応答を実現する技術
であり，欧州の標準化団体である ETSI（European�
Telecommunications�Standards�Institute） に て
標準化が進められている *．MECの利用により，低
遅延な応答を必要とするサービスの実現が期待され
ている．例えば，先に述べた自動車の衝突事故を防
ぐケースでは，路車間・車車間の通信遅延を数十
ms�未満に抑える必要があるが，クラウド上で処理
する場合クラウドまでのデータ送信に時間がかかっ
てしまう（13）．しかし，MEC�を使い，基地局近傍
のサーバでの処理により，車車間通信の遅延を数十
ms未満に抑えることができる．
図７に ETSI で議論されているMECアーキテク

チャを示す．MEC�Hosting�Infrastructure は，い
わゆるサーバ仮想化を実現する仮想化基盤である．
前述の自動車における位置情報を交換するといった
MEC利用者が開発するアプリケーションは，この
仮想化基盤が提供する仮想マシン（VM）上で動作
する．また，MEC上でのアプリケーション動作を
支援するために，以下に示す幾つかのサービスが，
MEC�Application�Platform�Service として提供さ
れている．
・�Traffic�Offload�Function�（TOF）は，MEC上
で動作するアプリケーションにトラヒックを誘
導するためのサービスである．端末の IP アド
レスやアプリケーションで処理したトラヒック
を再度モバイル網へと戻すパススルーモード
と，アプリケーションが終端するエンドポイン
トモードの二つの動作モードが用意されてい
る．

・�Radio�Network�Information�Services�（RNIS）
は，アプリケーションが利用するための無線や
ネットワークに関する情報を提供する．例え
ば，端末がつながっている基地局の ID（Cell�
ID）や無線区間の負荷・スループットなどの
情報が提供される．

＊　 ETSIは，MECの適用範囲をセルラ網以外にも拡大するた
めに，2017年3月にMECがMobile Edge Computingか
らMulti-access Edge Computingの略称へと変更した（12）．

図6　エッジコンピューティング

図7　MEC アーキテクチャ（ETSI）
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・�Communication�Services は，アプリケーショ
ンがサービスや他のアプリケーションと通信す
るために pub/sub によるメッセージング機能
を提供する．

・�Service�Registry は，MEC サーバ上で動作す
るサービスの稼働状態を提供する．

3.2　SCEF
標準化団体である 3GPP では，MECがモバイル

網と連携するために SCEF（Service�Capability�
Exposure�Function）と呼ばれる機能が規定されて
いる（図８）．SCEF�は，3rd パーティのアプリケー
ションプロバイダがモバイル網上の幾つかの機能を
利用するためにRESTful�API を提供する．例えば，
このAPI で QoS 設定をすることにより，指定の端
末とアプリケーションの通信を他より優先するとい
う使い方ができる．
SCEFの活用例として，Communication�Pattern�

parameters�provisioning�procedure と呼ばれる
ケースが，3GPP が発行する文書（14）にて紹介され
ている．このケースでは，サービス側が，デバイス
の通信パターン情報を SCEFに登録することで，そ
の情報がHSS�（加入者サーバ）のUE�Context 情報
として登録される．このことにより，デバイスの通
信パターンごとに異なるネットワークの処理を適用
することが可能となる．
SCEF と連携することで，無線区間の負荷集中を

抑えつつ，IoT�端末ごとの許容遅延時間を守るため
のモバイルネットワークによる無線スケジューリン
グ技術（15），（16）が提案されている．周期的な通信を
行う IoT 端末の増加によって，特定のタイミング

に通信が集中し，無線区間に負荷が発生する可能性
がある．本技術では，モバイルネットワークが，
サービス側から SCEF を通して受け取った IoT 端
末の許容遅延時間，単位時間当りの通信量及び無線
区間の負荷状況に応じて，端末に対して利用可能な
タイムスロットを割り当てる．これらにより，各端
末の許容遅延時間を守りつつ，無線負荷の平滑化を
実現する．

3.3　エッジ処理による送信データ量削減技術
2. にて紹介した LPWAは低ビットレートである

ため，限られたアプリケーションでしか利用できな
い．エッジコンピューティングにて，データ圧縮や
簡単な分析を行い，送信データ量を削減すること
で，より幅広いアプリケーションでの利用が可能と
なる．
Kartakis（17）らは，地下にある水道管に設置され

た振動センサのデータを分析することで漏水・破裂
箇所を特定するケースにおいて，狭帯域な LPWA
ネットワークを利用可能とするために，送信データ
量を削減する方式を提案している．漏水・破裂箇所
の特定には，振動センサが 10kHz から 15kHz と
いったサンプリングレートで生成する時系列データ
が必要になるが，これらのデータを狭帯域な
LPWAで送るのは困難である．そこで，提案方式
では，センサに付随するプロセッサにて，時系列
データを軽量圧縮アルゴリズム（miniLZO（18））に
て圧縮する．通常時と異常時では圧縮率が異なるた
め，圧縮データの圧縮率を見ることで，異常発生の
有無を判定できる．また，Kartakis らは，水道管
の複数箇所の振動センサにおいて，異常を検出した

図8　Service Capability Exposure Function
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時刻のタイムスタンプを比較することで漏水個所を
推定するアルゴリズムを開発した．提案方式では異
常検知時にタイムスタンプのみを送信すればよいた
め，従来の時系列データをそのまま送信する方式と
比較し，送信すべきデータ量を 99%削減すること
ができ，狭帯域な LPWAの利用を可能とした．
黒崎ら（19）は，ライフログ向けの動画像解析をク

ラウド・エッジ間にて分散処理することで，クラウ
ド・エッジ間のネットワークが狭帯域であるときの
性能向上を実現している．動画像解析は，特徴量抽
出と画像分類の二つの処理から構成される．クラウ
ド上で全て処理する場合，狭帯域ネットワークでは
動画像をクラウドに送るのに時間がかかる．提案手
法では，エッジにて特徴量抽出を行い，クラウドに
は特徴量だけを送ることで，送信データ量を削減す
る．これにより，狭帯域ネットワーク使用時におい
て，単位時間にシステムが処理する動画像の量の増
加を実現している．

 4	 	大量の IoT	情報を利活用したサービスを実現するためのプラットホーム

クラウドに集められたデータを，複数のアプリ
ケーションにて活用するケースがある．例えば，交
通網の混雑状況は，行政機関による今後の都市計画
の参考にされる一方，ドライバのルート選択にも利
用される．また，一つのアプリケーションが複数の
センサ情報を利用するケースも考えられる．例え
ば，農業での収穫量向上のための分析には，温度，
湿度，日照から土壌の成分まで様々なセンサ情報を
活用する．
このようなケースに対応するために，クラウド上

には次の機能を備えるプラットホームの構築が求め
られる．
①�複数のアプリケーションを動作・連携させる機
能

②�複数のアプリケーションへ適切なコンテキス
ト情報を流通させる機能

①はクラウドの代表的サービスである IaaS が提
供する機能である．例えば，複数のアプリケーショ
ンが同一の分析をする場合，それぞれが別々に分析
するのではなく，あるアプリケーションが分析のみ
を行い，分析結果を必要とするアプリケーション間
で共有する方が効率が良い．このように複数のアプ
リケーションが動作するだけではなく，それらが連
携できる必要がある．②は，IoT 端末から送られて
きたデータをそのまま流通させるのではなく，コン

テキスト情報に変換し流通させる．例えば，様々な
種類の温度センサは，それぞれ独自の符号化を施し
て温度の測定値を出力するため，②ではこれらを統
一した形式に変換してアプリケーションに渡す役割
が求められる．また，温度センサ以外にも，湿度セ
ンサや日照センサなど異なるセンサを扱うために
は，測定値がどの種別の情報なのかも合わせてアプ
リケーションに通知する必要がある．そのため，②
は，IoT 端末から送られてきた情報を，属性（例 :�
温度）と属性値（例 :�26.5�℃）の組み合わせから
成るコンテキスト情報に変換し，その情報を必要と
するアプリケーションへと渡す．
①に加え，②を備えたプラットホームをここでは

IoT�プラットホームと呼ぶこととする．本章では，
オープンに利用可能な IoT�プラットホームである
FIWARE�を 4.1 で解説し，その後 4.2 にて，コン
テキスト情報に意味的情報（セマンティクス）を付
与することで，アプリケーションの再利用性を向上
させる取組について説明する．

4.1　FIWARE
FIWARE（20）は，欧州の官民連携プロジェクト

FI-PPP で開発された IoT プラットホームの一つで
ある．FIWARE は，スマートシティや農業など八�
つの領域での活用を目的として開発された，コンテ
キスト情報流通のためのサービス基盤であり，様々
なケースにて活用できる共通モジュール群
（Generic�Enablers,�GEs）と領域に特化したモ
ジュール群（Domain�Specific�Enablers,�DSEs）
から構成される．
また，誰もが利用可能なオープンな仕様を目指し

ている点が特徴である．モジュール間のインタ
フェースには，オープン仕様なインタフェースであ
るNGSI（Next�Generation�Service�Interface）が
採用されている．これらのインタフェースを持つ多
くの機能モジュールがリファレンス実装（Generic�
Enabler�reference�implementations,�GEris）とし
てオープンソース（OSS）で多数公開されている．
また，このインタフェースを使うことで，モジュー
ル間接続は疎結合となるため，3rd パーティの実装
を組み合わせて使用することも容易となっている．
3rd パーティも含むこれらのモジュール群は，
FIWARE�Catalogue（25）と呼ばれるWeb�サイトに
て分類され，紹介されている．これらの中から必要
なモジュールのみを組み合わせて利用することで，
独自の IoT プラットホームを構築することができ
る．
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NGSI とは，元々通信事業者網の機能をサービス
事業者によって操作するために定められたインタ
フェース仕様であり，標準化団体 OMA（Open�
Mobile�Alliance）にて標準化された．NGSI では，
呼制御，課金や携帯端末の位置情報・プレゼンス情
報取得といった多くの API が定義されている．
FIWARE では，このうちコンテキスト情報に関連
する NGSI-9�Context�Entity�Discovery�Interface�
と NGSI-10�Context�Information�Interface（21）を，
FIWARE�向けに拡張した仕様を採用している．
FIWAREには，4. の冒頭で述べた IoT プラット

ホームが持つべき機能①，②を提供する共通モ
ジュールのリファレンス実装GEris が用意されてい
る．①に関しては，メジャーなクラウド基盤ソフト
ウェアであるOpenStack（26）�や docker�（27）が用意
されている．他のGEris はこれらの基盤上で動作可
能なよう整備されている．また，②に関しては，
FIWARE におけるコンテキスト情報流通の中心を
担うContext�Broker�が Generic�Enabler として用
意されており，リファレンス実装 GEris として
ORION�Context�Broker（以後ORIONと表記）が
公開されている．ORIONは Publish/Subscribe モ
デルに基づき情報流通を担うモジュールである．ア
プリケーションはORIONに対してコンテキスト情
報の属性を含む購読�（Subscribe）メッセージを送
ると，ORIONはコンテンツ情報の属性値が更新さ
れたときに，そのコンテキスト情報を購読している
アプリケーションに対して更新されたコンテンツ情
報を発行�（Publish）する．
図９に FIWARE�のモジュール群を組み合わせて

構成した IoT プラットホームの一例を示す．以下，
各 GEs の 動 作 を 説 明 す る（IoT�Broker,� IoT�
Knowledge�Server�は 4.2 にて説明する）．
・�IoT�Agents� :� IoT�デバイスからのデータ転送

のために，HTTP�Ultralight,�MQTT や OMA�
Lightweight�M2M�（LWM2M）といった様々
なプロトコルが使用されている．FIWARE で
は，これらのプロトコルに対応した IoT�Agent
が，受け取った情報をNGSI 規定のデータモデ
ルに変換し，Context�Broker へと渡す．

・�Context�Broker� :� IoT�Agents により変換され
た情報を必要とする各モジュールへと通知す
る．

・�Short�Term�Historic�:�最大値 /最小値，平均 /
分散といった値を計算するために，時系列デー
タを保持する．保持されたデータは，要求に応
じて，必要とするモジュールへ Context�
Broker 経由で提供される．

・�CEP�（Complex�Event�Processing）:�ある一定
時間内に生成された複数のイベントを分析し，
それらをまとめた新たなイベントを，必要とす
るモジュールにContext�Broker 経由で通知す
るといった動作を行う．または，CEPモジュー
ルが分析後即座に必要な対応（例 :�管理者に
メール通知）を取ることも可能である．

4.2　 アプリケーションの再利用性向上のためのセマ
ンティック情報活用

スマートシティなどの IoT アプリケーションの
再利用を向上させるためには，センサなどから得ら
れるデータの意味を考慮する必要がある．例えば，
同じ種類のセンサから得られるデータであっても，
使われ方によって意味が異なる場合があるからであ
る．例えば，異なる都市間で同じ温度データが利用
されていたとしても，その温度が，“ある時刻にお
ける”�温度を指すのか，あるいは，“ある一定期間
の平均の”�温度を指すのかによって意味は異なる．
その結果，アプリケーションは，同じ“温度”�とい
う名前のデータであっても，その意味の違いによっ
て処理を変更する必要がある．

4.1 で述べた FIWAREも，同様な問題を持って
いる．FIWARE のアプリケーションはNGSI-9/10�
で規定されたAPI を使って，コンテキストデータ
（属性と属性値）にアクセスする．そのため，アプ
リケーションとデバイス間が疎結合になり，アプリ
ケーションの再利用性が向上している．例えば，
データが“温度”というコンテキストで管理されて
いれば，そのデータの生成源が，固定センサや巡回
バス，また，人が持つスマートフォンのように異
なっていたとしても，同じロジックでこの情報を扱
うことができる．しかし，先に述べたようにコンテ

図9　 FIWARE により構成された IoT プラットホームの
一例
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キストデータによる抽象化だけでは意味の違いには
対応できていない．
この問題に対応するために提案された IoT�

Broker（22）では，NSGI メッセージに付与されたセ
マンティック情報に基づいて，クエリが要求する
データを推論し提供することで意味の違いを吸収す
る．これにより，例えば，ある都市のセンサデータ
を使うアプリケーションを別の都市にて使用する場
合でも，IoT�Broker が各都市におけるデータの意
味の違いを吸収し，適切なデータをアプリケーショ
ンに渡すことができる．また，セマンティック情報
からデータの物理位置を特定することで，例えば，
地理的な範囲を指定したクエリを，その範囲のデー
タを持つブローカにのみ転送するといった効率化が
実現できる．セマンティックに基づいて IoT�
Broker が 意 味 変 換 の た め の ル ー ル は，IoT�
Knowledge�Server が管理する（22）．
図９では，IoT�Broker は，IoT�AgentsとContext�

Broker の間に配置され，様々な IoT�Agents から通
知されたデータの意味の違いを吸収する役割を担う．
IoT�Broker は IoT�Agents からデータを受け取ると，
IoT�Knowledge�Server が管理するルールに基づい
てデータを変換し，Context�Brokerに渡す．
セマンティック情報を扱うという考え方は，セマ

ンティックウェブ（23）と呼ばれる技術がベースと
なっており，現在この考え方の IoT プラットホー
ムへの適用が注目されている．例えば，IoT-
FIESTA（24）では，この考え方に基づいたテストベッ
ドを提供しており，利用者によってスマートシティ
などのアプリケーションの相互接続性に関する検証
が進められている．

 5	 あとがき
本稿では，IoTを活用する上での課題を解決する

ための技術を紹介した．本稿にて紹介した技術以外
にも，各種センシング技術，IoT 端末の管理技術，
ネットワークコンピューティングなどの通信・処理
基盤技術，データ分析技術など多岐に渡る技術が存
在する．本稿では誌面の関係から重要だと思われる
技術に絞って解説したが，本稿で触れられなかった
技術は，各自参考文献（28）〜（32）などを参照してほ
しい．本稿の内容が，今後の IoT 活用の発展の一
助となれば幸いである．
謝辞　本研究の一部は，総務省委託研究「IoT 共

通基盤技術の確立・実証」の成果です．また，情報
提供や内容確認に協力いただいたNECの同僚であ

る内田曜教氏，井上高道氏，藤波誠氏に感謝しま
す．

■ 文献
（1）� 総務省，平成�27�年度版情報通信白書，平成 27年 .
（2）� 総務省，平成�29�年度版情報通信白書，平成 29年 .
（3）� L.�Vangelista,�A.�Zanella,�and�M.�Zorzi�:�“Long-

range� IoT� technologies:� The� dawn� of� LoRa
（TM）,”�Future�Access�Enablers�of�Ubiquitous�
and� Intelligent� Infrastructures,� pp.� 51–58.�
Springer,�2015.

（4）� F.�Sforza,�“Communications�system,”�US�Patent�
8406275,�2013.

（5）� A.�J.�Berni�and�W.�D.�Gregg,�“On�the�utility�of�
chirp�modulation� for� digital� signaling,”� IEEE�
Trans.�Commun.�vol.�21,�no.�6,�pp.�748–751,�
1973.

（6）� “LoRa�Alliance,”�https://www.lora-�alliance.org/.�
（7）� “SIGFOX,”�https://www.sigfox.com/.
（8）� 中村武宏，永田　聡，梅田大將，高橋秀明，安藤　

桂 ,�“LTE-Advanced�Release�13�標準化技術概要 ,”�
NTT�DOCOMO�テクニカル・ジャーナル ,�vol.�24,�
no.�2,�pp.32–37,�2016.�

（9）� 武田和晃 , ウリ A. ハプサリ , 高橋秀明 , 藤島大輔 ,
ミャオ�シェン，“LTE�Release�13�における�IoT�を
実現する技術 ,”�NTT�DOCOMO�テクニカル・ジャー
ナル ,�vol.�24,�no.�2,�pp.�38–49,�2016.

（10）� 3GPP�TS�24.301,�“Non-Access-Stratum�(NAS)�pro-
tocol�for�Evolved�Packet�System(EPS)(Release15),”�
2017.

（11）�GSM�Association,�“LTE-M�Development�Guide�to�
Basic�Feature�set�Requirements,”,�https://www.
gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/09/LTE-
M-Deployment-Guide-CLP.29-v1.0.pdf,�2017.�

（12）�European� Telecommunications� Standards�
Institute�（ETSI）,�“ETSI� multi-access� edge�
Computing� starts� second� phase� and� renews�
leadership� team,”�http://www.etsi.org/news-
events/news/1180-2017-03-news-etsi-multi-ccess-
edge-computing-starts-second-phase-and-renews-
leadership-team,�2017.

（13）�松田尚久，高木健樹，堀内　翔，青木宏樹，芥川愛
子 ,�“NFVで実現する�IoT�ネットワーク，”NEC�技
報，vol.�68，no.�3，pp.�36–41，2015.

（14）�3GPP�TS�23.682,�“Architecture�enhancements�to�
facilitate� communications�with� packet� data�
networks�and�applications�（Release�13）,”�2015.

（15）�岩井孝法，長谷川　剛，若宮直紀，“モバイルコア
ネットワークへのアクセス負荷を平滑化するための
バックオフ機構の拡張，”信学技報，MoNA2013-
60,�pp.�67–72,�2014.

（16）�G.� Hasegawa,� T.� Iwai,� and� N.�Wakamiya，�
“Temporal� load� balancing� of�machine� type�
communications�in�mobile�core�networks,”�Proc.�
2015� IFIP/IEEE� International� Symposium�on�
Integrated�Network�Management�（IM）,�2015.

（17）�S.� Kartakis,�W.� Yu,� R.� Akhavan,� and� J.� A.�
McCann,�“Adaptive�edge�analytics�for�distributed�
networked�control�of�water�systems,”�Proc.�IEEE�
First� International�Conference�on� Internet-of-
Things�Design�and�Implementation�（IoTDI）,�pp.�
72–82,�2016.



20 通信ソサイエティマガジン　No.45  夏号 2018

（18）� J.�Kraus�and�V.�Bubla,�“Optimal�methods� for�
data� storage� in� performance�measuring� and�
monitoring� devices,”�Proc.� Electronic� Power�
Engineering�Conference,�2008.

（19）�黒崎裕子 ,�竹房あつ子 ,�中田秀基 ,�小口正人，“リア
ルタイム動画像解析アプリケーションフレームワー
クにおけるセンサ・クラウド間負荷分散の性能評
価，”� 信学技報 ,�Vol.�115,�No.�230,�DE2015-24,�
pp.�23–28,�2015.

（20）�“FIWARE,”�https://www.fiware.org/.
（21）�“NGSI� context�management,”� http://www.

openmobilealliance.org/release/NGSI/V1_0-
2 0 1 2 0 5 2 9 - A /OMA - T S - NG S I _ C o n t e x t _
Management-V1_0-20120529-A.pdf,� Open�
Mobile�Alliance,�2012.

（22）�F.�Cirillo,�M.�Bauer,�S.�Gessler,�G.�Solmaz,�B.�
Cheng,�and�E.�Kovacs,�“IoT�Broker,”�FIWARE�
Summit,�Malaga,�2016.

（23）�“W3C�semantic�web�activity,”�The�World�Wide�
Web� Consor t ium�（W3C）,� ht tps : / /www.
w3.org/2001/sw/.

（24）�“IoT�FIESTA,＂�http://fiesta-�iot.eu/,�2017.
（25）�“FIWARE�Catalogue,”�https://catalogue.fiware.

org/.
（26）�“The� OpenStack� project ,”� ht tps : / /www.

openstack.org/.
（27）�“Docker,”�https://www.docker.com/.
（28）�A.�Al-Fuqaha,�M.�Guizani,�M.�Mohammadi,�M.�

Aledhari,�and�M.�Ayyash,�“Internet�of� things:�A�
survey�on�enabling�technologies,�protocols,�and�
applications,”� IEEE� Commun.� Surveys� &�
Tutorials,�vol.17,�no.�4,�pp.2347–2376.

（29）�P.� P.� Ray,�“A� survey� on� Internet� of� things�
architectures,”�Journal�of�King�Saud�University-
Computer�and�Information�Sciences,�2016.

（30）�田中裕之，高橋紀之，川村龍太郎 ,�“IoT�時代を拓く
エッジコンピューティングの研究開発 ,”�NTT�技術
ジャーナル ,�vol.�27,�no.�8,�pp.�59–63,�2015.

（31）�D . � S abe l l a , � A . � Va i l l a n t , � P . � Kuu r e , � U .�
Rauschenbach,� and� F.� Giust,�“Mobile-edge�
computing�architecture:�The�role�of�MEC�in�the�

Internet�of� things,”�IEEE�Consumer�Electronics�
Mag.,�Vol.�5,�No.�4,�pp.�84–91,�2016.

（32）�飯田勝吉，“エッジコンピューティング研究開発の現
状と今後の課題，”信学技報 ,�vol.�117,�no.�187,�
IA2017-16,�pp.�25–30,�2017.

（平成 29年 11月 2日受付，平成 30年 1月 19日再受付）

鈴木一哉 （正員）
1997 都立大大学院工学研究科修士課
程了．同年NEC入社．ネットワーク
機器開発，経路制御・SDNの研究開
発に従事．2011 筑波大大学院ビジネ
ス科学研究科博士後期課程了．2014-
2018 電通大大学院情報システム工学
研究科客員准教授．現在，秋田県立大・
システム科学技術・准教授．博士（シ
ステムズ・マネジメント）．

森本昌治 （正員）
2004 神戸大・工・卒．2006 同大学
院自然科学研究科（情報知能工学専
攻）博士前期課程了．同年 NEC 入
社．2015 プリンストン大客員研究
員．2016 NEC北米支社を経て，現在 
NECシステムプラットフォーム研究所
主任研究員．SDN/NFVなどネットワー
ク制御の研究開発・製品開発に従事．

岩井孝法 （正員）
2002 信州大・工卒．2004 同大学
院工学研究科博士前期課程了．同年 
NEC入社．現在，NECシステムプラッ
トフォーム研究所主任研究員 . 慶大大
学院理工学研究科総合デザイン工学
後期博士課程に在学中 . IoT 通信ネッ
トワークの設計・制御技術の研究に従
事．2016 第 64 回電気科学技術奨励
会会長賞並びに電気科学技術奨励賞，
2017 IEEE CQR Best Paper Award 各受賞．



解説論文　時空間データ解析技術とその集団最適誘導への応用 21

小特集 IoT × AI が描く未来

 1 はじめに
近年，センサ技術の進歩により，社会インフラ，

医療，運輸，農業などのあらゆる分野でセンサによ
るモニタリングが導入されるようになり，膨大な量
のデータを収集できる環境が生まれている．‘もの’
のインターネット IoT （Internet of Things）とい
う新たな情報通信時代の幕開けと言える．IoT 時代
ではどのようなデータ分析が重要になるか，図 1
を用いて説明する．
一般に，データ分析技術は図 1に示すように，

現状分析か将来予測という分析目的の軸と，単一種
類のデータによる分析か複数種類のデータによる分
析かという対象データの軸で位置付けることができ
る．従来のデータ分析を代表する回帰分析は，複数
の説明変数を用いて目的変数を推定する．つまり，
客観的な変数（例えば，売上）が説明変数（要因）
の関数として表現できるかどうかを判断するための
分析技術である．一方，IoT 時代では，多種多様な
センサにより異種データが利用可能となる．それゆ
え，異種データを個別に分析することでは発見でき
ない，複数データにまたがる潜在的な情報を抽出す
る技術が必要となる．「多次元複合データ分析」は
正に本目的のための要素技術である（1）．

センシング技術の向上とスマートフォンアプリ
ケーションや IoT デバイス，更には高速移動通信
サービスの急速な普及に伴い，車や ‘もの’ の動き，
人間の行動や環境の変化など，様々な種類のビッグ
データをあらゆる場所でリアルタイムに測定・収集
することが可能である．更に，人，車，‘もの’など
の移動体を各種情報収集のためのセンサとして機能
させることで，時空間にリンクされた実世界の情報
を詳細に収集することが可能になりつつある．この
ようなデータを「時空間データ」と呼ぶ．図１での
時系列解析はデータ間の時間的な相関関係をモデル
化するのに対し，時空間解析はデータ間の空間的な
相関関係も同時に考慮するモデル化である．
図 2に示すように，いつ，どこで，何が起こる

かをリアルタイムで予測するための技術が時空間多
次元集合データ分析である．「集合データ分析」に
は，例えば人流データの場合，個々人の動きではな
く，集団としての流れを分析するという意味が込め
られている．集団としての分析は，プライバシー保

時空間データ解析技術とその集団最適誘導
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図1　 多次元複合データ分析及びその時空間データへの拡
張である時空間多次元集合データ分析の位置付け

†  日本電信電話株式会社，京都府
  NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE 
CORPORATION, Kyoto-fu, 619-0237 Japan



22 通信ソサイエティマガジン　No.45  夏号 2018

護の観点でも重要である．人流データ分析の場合，
個人情報保護の理由から個々人の行動は観測困難
で，メッシュ単位での人口のみが観測される．この
ような場合，個人ではなく集団として分析する必要
がある．

 2 時空間データ解析

2.1　時空間パターン抽出技術
時空間データ解析に関する研究はこれまで数多

くの研究がなされている（2）が，それらの大半は，
時空間内挿（時間と空間の相関関係を利用して未観
測のデータを補完，もしくは予測する技術）であ
り，人が可読できる特徴的な時空間パターンの抽出
は困難である．本節では，テンソル分解に基づく特
徴的な時空間パターンを自動抽出する技術（1），（3）を
紹介する．
スマートシティのセンサ監視システムでは，交通

流，購買記録，気象データなど，様々な種類の時空
間データが観測されている．これらのデータは，都
市における人間活動のダイナミクスと環境条件を理
解するために利用されている．しかし，センサノー
ドの数が増加すると，これらの時空間データの全て
の次元を人為的にチェックすることは不可能であ
る．現在の監視システムも常に安定しているとは限
らず，センサノードやデータ伝送エラーの問題のた
めにデータを観測できないことが多いため，実際に
は時空間データに含まれる欠損値に対処する必要が
ある．
非負値テンソル補完技術 NTC（Non-negative 

Tensor Completion）（1），（3）は欠損値補完のための
技術である．NTCは，観察された値から潜在因子
を同時に抽出し，欠損値を推測する非負テンソル因
子分解NTF（Non-negative Tensor Factorization）
の拡張である．テンソルは，データ属性を失うこと
なく，高次元のデータ配列を表現できるマトリック
スの一般化である．NTF は，非負値のテンソルを

疎（要素の大半がゼロの値）で解釈可能な潜在的な
要素（潜在パターン）に分解する汎用技術で，多く
のアプリケーションで多用されている（1）．しかし，
従来のNTCでは，時間軸の順序やセンサのトポロ
ジーなどの時空間データの性質を十分に利用してお
らず，これらの構造を潜在因子の制約条件として積
極的に利用すべきである．この問題に対処すべく，
NTCの新しいモデルと学習法を考案した（3）．
具体的には，一般化された gKL（Kullback-

Leibler）情報量を目的関数として，時空間構造を
考慮した制約付き最適化問題として定式化してい
る．時空間構造とは，直観的には，統計値の時間
的，空間的な連続性を意味する．また，理論的に
は，gKL の最小化は，データが非負整数値である
場合に有用なポアソン分布ゆう度を最大化すること
と等価である（3）．時空間構造を考慮するために，
グラフラプラシアンベースの正規化を導入した．こ
れにより，時空間構造を考慮しない従来法よりも有
意義な潜在的要因が得られることを実験的に確認し
た．更に，提案法は，線形方程式を解くだけでよい
という計算上のメリットもある（3）．
図 3（a）はデンマークのArhen で集められた，

CityPulse プロジェクト（http://www.ict-citypulse.
eu/page/）が提供している自動車交通データの各
サイトでの総車両台数を示している．図 3（a）の
水平軸及び垂直軸は，時間及び車両数に対応し，車
両数の日々の周期性を示している．図 3（b）の矢
印は，各モニタリングサイトの開始点と終了点に対
応している．矢印の色は，それぞれのサイトの車両
数の大小に対応しており，赤いほど車両数が多いこ
とを意味する．図 3（b）から，車両数が同じ方向
の道路での空間的連続性が確認できる．
提案法によるCityPulse データ（公開トラヒック

データ（4））からNTCにより抽出された空間的及び
時間的潜在パターン抽出例を図 4に示す．抽出さ
れた潜在パターンから自動車の動きには幾つかのパ
ターンが存在し，それらのパターンからその背後に
ある人間活動が理解可能となる．図 4（a）は抽出

図2　時空間多次元集合データ分析技術
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された 4パターン（因子）の重みを表し，図 4（b）
はパターンの出現時刻分布を表し，図 4（c）は抽
出されたパターンを表す．例えば，図 4（a）の第
一因子重みが周期的で，かつ，図 4（b）の第一因
子パターンは午前が主であることから，図 4（c）
の最左のパターンは車両がArhen のダウンタウン
に向かっていた平日の朝に発生した交通パターンで
あることが分かる．

2.2　時空間データからの人流推定
携帯電話やGPS（全地球測位システム）機能搭

載機器の普及により，時空間人口データを簡単に取
得できるようになった．例えば，モバイル空間統計
データでは，モバイルネットワークの運用データか
ら推計算された日本の都市部の 500 ｍ四方の時間
単位の人口を得ることができる．このようなメッ
シュベースの人口データの時間発展データのみから
人流を推定する技術を考案した．人流の推定は，災

図3　CityPulse データでの分析結果例

図4　CityPulse データでの潜在パターン抽出の例

（a）抽出された潜在パターン（日ごと）

（c）抽出された異なる三つの潜在パターン（移動パターン）

（b）抽出された潜在パターン（時間ごと）
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害時の人々の動きをシミュレートしたり，異常な人
の動きを検出したり，あるいは，現在の空間人口を
考慮した将来の空間人口を予測し，交通システムを
設計するなど，様々なアプリケーションに利用可能
である．
本技術では，図 5に示すように，経時的な各メッ

シュの人口データ（時空間人口データ）を対象とす
る．時空間人口データは，プライバシーを保護する
ため，または時間の経過とともに個人を追跡するこ
とが困難なため，移動情報は一切含まれない．各個
人の移動軌道が与えられれば，メッシュ間を移動し
た人の数，すなわち遷移個体数を数えることによっ
て，人々の流れを直接的に推定することができる．
しかし，集計されたデータでは，遷移母集団のサイ

ズを直接決定することは不可能である．「集合デー
タ分析」は，個々人のデータではなく，集団として
の統計値を分析するため，プライバシーの問題を回
避できる．
集合データからの人流推定問題を解くべく，集合

データの生成モデル（ベイズモデル）を新たに考案
した（5）．提案モデルは，個体がその位置及び時点
に依存する遷移確率に従って移動すると仮定する．
遷移集団は未知ゆえ，それらを隠れ変数として扱
い，遷移集団は，各メッシュの観察された集団に関
連し，あるメッシュの集団は，隣接メッシュからの
移動集団の合計に等しく，次の時点におけるメッ
シュの集団は，メッシュへの移動集団の合計に等し
いという人口の保存を制約とすることで，隠れた遷

図6　推定された人流

図5　東京及び大阪での時空間人口データ（色が濃いほど，人口が多いことを示す）

東京

大阪
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移集団及び遷移確率が同時に推定可能となる（5）．
提案モデルでは，時間を複数の時間帯（時間クラス
タ）に分割することによって，時間の経過とともに
人流の変化を観察することができる．明らかに，そ
の場合，遷移確率はクラスタ固有の値となる．
図 5に示す東京と大阪で得られた現実の時空間

人口データを用いて提案法を評価した．図 6は，
提案法によって推定された人流を示す． 0時から 6
時までの東京のデータでは，流れはほとんどなかっ
たが，その時間帯ではほとんどの人が自宅で就寝し
ているので，妥当な結果と言える．8時 30 分から
11時まで郊外から東京の中心への移動は主にビジ
ネスマンの出勤時間帯と推察される．また，18時
30 分から 23 時まで，市の中心部から郊外への流
れは，主にビジネスマンが帰宅の途に就く時間帯で
あることが分かる．大阪データでも，同様の時間的
流れパターンが抽出された．位置依存の混合モデル
を使用して，人流の空間相関の導入や曜日に関する
情報を使用することなどにより，本手法の更なる精
度改善が可能と考えられる．

 3 リアルタイム，先行的ナビゲーション

3.1　学習型マルチエージェントシミュレーション
近年の世界的な都市化により，我が国においても

首都圏への人々の集中が加速しており，今後ますま
す都市部での渋滞や大規模イベントなどで混雑が社

会的な問題となる．特に外国人観光客は，不慣れな
都市環境では道に迷うことが多くなるであろう．た
とえ人々が周囲に精通していても，緊急時の避難に
は困難を極めるだろう．実際，東日本大震災で日本
が深刻な自然災害を経験したとき，混雑のために多
くの帰宅難民が発生した．このような状況では，
人々のニーズに合わせた的確なガイダンス，ナビ
ゲーションサービスを提供することが今後一層重要
になる．
最近，マルチエージェントシミュレーション

MAS （Multi Agent Simulation）が人流の可視化
などで多用されている．MASは，人，車などの自
律的エンティティ（エージェント）の個々の行動を
モデル化し，それらのエージェントと周辺環境との
相互作用をモデル化し，マクロ現象を分析し予測す
る手法であり，近年，センサネットワーク，スマー
トグリッド，インテリジェント交通システム，防災
のための避難誘導シミュレーションなどに活用され
ている（例えば文献（6））．従来のMAS に基づく
解析手法では，歩行速度や歩行経路や流速などの航
行計画などのパラメータを手作業で設計し，それら
の効果を事前に評価するシミュレーションとして活
用することが一般的である（図７の従来型MAS）． 
しかし，これらのパラメータ及びナビゲーション策
は，少数の所定の組合せに限定されており，必ずし
も現実の観測と一致するとは限らないという問題が
あった．

図7　従来型MASと学習型MASの違い

及び
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3.2　人工データでの有効性の検証
理想的なナビゲーションシステムの要件として，

ナビゲーションは個人にとってではなく，集団全体
にとって最適化されるべきで，ナビゲーションに
よって新たな渋滞が引き起こされないようにすべき
であり，また，ナビゲーションはリアルタイムで実
行する必要がある．なぜなら，人々の流れは時々
刻々変化するので，その状況に応じて，最適なナビ
ゲーションを実施するべきである．更に重要な要件
として，ナビゲーションは先行的でなければならな
い．渋滞が起こってから誘導するのでは間に合わな
い．そのためには，近未来の人流の混雑状態を予測
し，予測に基づいて渋滞が発生する前に誘導を実行
することが重要である．そして，ナビゲーション
は，可能な限り各人の意図を考慮しながら，渋滞の
回避に対処する必要がある．つまり，できるだけ早
く多くの人が目的地に到達できるようにする必要が
ある．これらの要件全てを満たすシステムは実在し
ない．我々は，この課題に対し，既に考案した時空
間予測技術（7） を学習型MASに組み込み，リアル
タイムで混雑リスクを予測し，もし混雑が発生する
と予測された場合，そのリスクを回避するために，
どのような先行的誘導策が適切であるかをMAS上
で探索し，そのうち最も渋滞を回避し得る誘導策を
MAS上で実行するというプロセスを逐次繰り返す

という，リアルタイム，先行的ナビゲーションシス
テムを計算機上で構築した（8）．以下，本システム
の挙動について説明する．
混雑リスクのリアルタイム予測の一例を図 8に

示す．まず，直前の 15分間を近未来の予測のため
の学習データとし，5分，10分，20分の間の近未
来の混雑リスクを予測する．図 8の例では，スタ
ジアムに最も近い駅からスタジアムの北側の入り口
付近で混雑が発生すると予測されている．次のス
テップでは，この混雑リスクをできるだけ解消する
ための最適なナビゲーション策を見いだすべく，コ
ンピュータによって自動的にナビゲーション策の候
補を生成する．この例では，六つのスタジアム入り
口の一つを一時的に閉じ，観客を他の入り口に向か
わせることが一つのナビゲーション策に相当する
（図 9）．

このとき，閉鎖する入口，閉鎖する時間，または
特定の入口を完全にまたは部分的に閉鎖するかどう
かを考慮すると，可能な組合せの数は膨大になる．
膨大な数のナビゲーション候補を全てシミュレー

図9　自動導出された最適誘導策

図10　 入場シーンでの最適誘導策によるシミュレーショ
ン結果

図8　直近混雑リスク予測例
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ションすることは現実には不可能なので，いかに，
有用そうな候補を絞ってナビゲーション策を効率良
く探索するかが技術課題となる．この課題を解決す
べく，少数の探索結果から有望な候補を逐次効率的
に探索して最適なナビゲーション策を導くベイズ最
適化と呼ばれる機械学習手法を用いている．そして
そのナビゲーション策を実行することにより，近未
来に混雑が緩和するように人流が変化することが期
待できる．ただし，全ての人が必ずしもそのナビ
ゲーションに従うとは限らないが，提案ナビゲーショ
ンでは観測，予測，誘導というプロセスを逐次繰り
返して実行しているので，新たな混雑リスクが発生
すると予測されたときに逐次ナビゲーション策が実
行されるため，そのような問題も対処可能である．

3.3　実験評価
図 10に四つの駅から約 8万人の観客が駅からス

タジアムに入場するという設定でのシミュレーショ
ン結果を示す．人流はMASで生成した人工データ
である．駅から最短経路でスタジアムに移動する
ケース（誘導なし）と，先に説明したナビゲーショ
ン技術で誘導したケースの両者において，全員の到
着時間，また，到着人数，待機人数の時間変動を比
較した．1時間 20分後の人流（図 10（a））を見る
と，誘導なしでは，既にスタジアムの北側で混雑が
発生している（赤い部分）のに対し，誘導ありの場
合は，一部の箇所で混雑が発生しているものの，誘
導なしに比べ，到着人数がより多く，待機人数がよ
り少なく，良好な結果となっている．そして，図

10（b）に示すように，誘導ありの場合，約 2時間
で 8万人の観客が全て入場しているのに対し，誘
導なしでは，まだ多数の観客が待機状態にあり，先
行的誘導の有用性が確認できる．実際，誘導なしで
は全員が入場するには更に 1時間要していた．

 4 まとめと今後の展望
本稿では，時空間データ分析技術，更にはその重

要な応用であるリアルタイム先行的ナビゲーション
技術を概説した．時空間多次元集合データ分析は，
近未来の出来事についての予測を行うために，四つ
のデータ要素（「時間」，「空間」，「多次元」及び
「集合」）を考慮する．「集合」要素は，空間メッ
シュ内の人または車両の数を数える場合など，個人
が認識できない場合の人または交通の時空間的な流
れを推定するためのものであり，集計された統計
データのみが利用可能な状況での分析を意味する．
　3.で説明した人流誘導は人流に限らず，図 11に
示すように，時空間変動する様々な分野に展開可能
である．すなわち，センサやアクチュエータを備え
る多種多様な機器がネットワークに接続される IoT
時代では，リアルタイムに多種多様なセンサ情報が
入手できる．これらの情報を解読し，時空間予測
し，因果関係を推論し，隠れた予兆をいち早く検知
し，更に，これらを基に最適シナリオを探索（学
習）し，スマートな誘導や制御をデザインし実行す
ることで，持続可能な社会が実現できる．このよう
に環境そのものを知能化する人工知能は，環境知能

図11　入場シーンでの最適誘導策によるシミュレーション結果
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（Ambient AI）と呼ばれる．予兆検知と因果推論に
基づく多様な社会・産業インフラの安定制御と環境
負荷の低減など，社会変革をもたらす環境知能研究
は，正に IoT，ビッグデータ時代における重要な
AI 研究と言える．
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小特集 IoT × AI が描く未来

 1 はじめに
近年，ネットワーク上で多様なデータを収集分析

することでネットワーク異常 （故障など）を早期に
検知する技術や，ネットワーク仮想化技術などを活
用することでネットワーク制御を高度化・自動化す
る技術に注目が集まっている．中でも AI （人工知
能）の応用に対する期待が高まっている．第一次，
第二次 AI ブームを経て，現在は第三次 AI ブームを
迎え，機械学習，深層学習が注目されている（1），（2）．
機械学習は，データに潜むパターンを獲得すること
を可能にするものであり，識別，回帰・予測，クラ
スタリング，ルール抽出といった技術がある．深層
学習は，従来提案されていたニューラルネットワー
クの中間層数を増大させたものであり，画像認識な
どに応用される．従来の機械学習では，特徴量 （識
別のために着目すべきポイント）を専門知識を持っ
た人間が設計する必要があったのに対して，深層学
習では特徴量も自動抽出する．

ネットワーク上で収集される多様なデータに対
して機械学習や深層学習といった AI を活用して，
ネットワークオペレーションの高度化を図る技術開
発も進んでいる．問題の所在として，多様なネット

ワークサービス提供に伴い，性能劣化リスク （故障
やトラヒック集中によるふくそうなど）の要因が多
様化・複雑化することが考えられる．

特 に，Software Defined Network （SDN） や
Network Functions Virtualization （NFV）といっ
た，ネットワークの仮想化 （詳細は 5.1で述べる）
が進むと，仮想化による機能多重や網構成の頻繁な
変更に伴い，性能劣化リスク検知・特定が困難にな
ると考えられる．例えば物理 / 仮想リソースの対応
関係が変化し得ることで，要因分析の高度化が必要
となる（3）．一方で，仮想化されたネットワークで
は，物理リソースだけでなく仮想リソースも管理・
制御対象となり，その対象数が膨大になることが想
定されるため，制御の自動化が必要となる（4）．制
御の自動化が実現されると，ネットワークオペレー
タが従来手動で行っている業務の一部を自動化，あ
るいは複雑かつ即時的・高頻度な制御にも適用でき
るようになることが期待される．

本稿では，AI を活用したネットワークオペレー
ションの高度化，制御の自動化に向けた研究開発・
技術動向について解説する．まず，ネットワークオ
ペレーションにおける一連のフローを，性能劣化リ
スク （故障，ふくそうなど）の①検知，②要因分析，
③制御・復旧，の 3 フェーズに分ける．次にこの
各フェーズにおける研究・技術動向について述べ
る．最後に，筆者らの研究取組み内容についても紹
介する．

ネットワークオペレーションへのAI活用
Application of AI to Network Operation

川原亮一　Ryoichi Kawahara †，渡辺敬志郎　Keishiro Watanabe †，
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Summary 近年，ネットワークで収集される多様なデータを分析することでネットワーク異常 （故障など）を検知する
技術や，ネットワーク仮想化技術などを活用することでネットワーク制御を高度化・自動化する技術に注
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 2 ネットワークオペレーションフロー
著者らは，ネットワークオペレーションにおける

一連のフローを，図 1 に示すように性能劣化リス
クの①検知，②分析，③制御・復旧，の 3 フェー
ズに分けている（5）．本稿ではこの分類に沿って以
降の議論を進める．

各フェーズで必要となる技術は，以下のようになる．
① 性能劣化につながるネットワークの状態変化

を検知する技術【異常検知技術】
② 異常検知時における原因箇所や要因の特定技

術【要因特定技術】
③ 性能劣化を回避する制御技術，故障時の早期復

旧のための技術
以降では，各フェーズで用いられる技術に関し，

研究・技術動向について紹介する．具体的には，
3.で異常検知技術，4.で要因特定技術，5.で制御
技術と早期復旧のための技術について述べる*．また
5.の中で，ネットワークオペレーションフロー全
体の自動化に向けた取組みについても紹介する．

 3 異常検知技術
まず異常検知に関する技術課題について述べる．

ネットワークシステムの大規模化や多様なネット
ワークサービス提供に伴い，性能劣化リスク要因も
多様化すると考えられる．そのため，多様かつ膨大

＊　 3.～5.において，各節で対象とする技術に該当する文献を
紹介するが，例えば，3.の異常検知技術として紹介する文
献が，異常検知技術だけでなく要因特定技術も含むケース
もある．

なデータを監視し早期に異常を検知する必要がある
が，各監視項目に対する異常検知のルール （しきい
値など）を人手で適切に設定することは困難になる
と考えられる．またあらかじめ定めたルールでは検
知困難な事象 （サイレント故障など）の発生も予想
される．このような問題を解決するため，様々な異
常検知技術が提案されている．以下では，ルール
ベース異常検知も含めて異常検知技術を分類し，各
技術の特徴を述べる．

異常検知技術について，文献（6），（7）を参考
に以下のように分類する．まず学習に用いるデータ
の観点で，「教師なし」の手法と「教師あり」の手
法に分類する．例えばネットワークシステムにおい
て各監視項目に関するデータが一定周期ごとに収集
されているとし，それを入力データとする．それに
加え，実際の故障対応時などの記録 （トラブルチ
ケット）を教師データとして用いる場合とそうでな
い場合に分類する．

教師なしの場合，正常状態のみが規定されてお
り，観測事象の正常状態からのかい離 （外れ値）を
異常として検知する．つまり，入力データのうち，
正常時にのみ収集されたデータを用いて正常状態を
学習しておき，現在の値がそれから外れているか否
かで異常を検知する （図 2）．

 教師ありの場合は，正常状態 / 異常状態が規定
されており，観測事象の「正常状態とのかい離」や

「異常状態との類似度」で異常検知する．このとき，
学習で用いる入力データが異常時のデータであると
いうラベル付けを行う必要があり，それを教師デー
タを用いて行う．更に，かい離 / 類似判別方法で分
類すると，ルールベースと，統計・機械学習ベース

図1　 ネットワークオペレーションフロー （文献（5）に掲載した「図1」を基に作成．）ここでは，
仮想ネットワークにおける制御の自動化を想定し，これら一連のフローにより性能劣化を未然
に防ぐ「プロアクティブ制御型ネットワーク」のコンセプトを表している．



解説論文　ネットワークオペレーションへのAI 活用 31

小特集 IoT × AI が描く未来

の判別手法に分類される． 
 以下では，図 3 のマップに沿って，各技術につ

いて詳しく説明する． 
ルールベースで教師なしの場合とは，例えばある

数値ログに対してしきい値との比較により検知する
方法が挙げられる．教師ありの場合としては，観測
値に対するブラックリスト （異常状態）・ホワイト
リスト （正常状態）を用意し，観測値と当該リスト
とのマッチングにより判定する．具体的には，例え
ばテキストログにおける特定キーワードにマッチし

たら異常を検知する方法があり，この用途では OS
ネイティブのテキストログ監視用のコマンドがよく
利用され，また一般的な統合監視ソフトウェアでも
監視対象のテキストログに対するキーワード監視機
能が備わっていることが多い．なお，テキストログ
とはネットワーク機器の出力する機器の状態変化な
どに関するテキストログ （例えば syslog など）を
指す．

統計・機械学習ベースの検知技術は多数の研究報
告がなされている．このうち，本稿では典型的な手
法として，時系列モデルを用いる手法と，関係性モ
デルを用いる手法に分類して議論を進める．なお，
これらの手法では，あらかじめルールやしきい値を
設定する代わりに，監視データから正常状態を学
習・モデル化して異常を検知する．

時系列モデルに基づく異常検知では，例えばある
特定の監視項目 （あるリンクを流れるトラヒック量
など）に関し，過去の時系列データから予測モデル
を構築し，予測値と現在の観測値のかい離により異
常を検知する （図 4（a））．

例えば，筆者らは，カルマンフィルタによりモデ
ル化を行い，観測データ （トラヒックデータ）の周
期性を利用してトラヒックの予測を行って異常検知
を行う手法を提案している（8）．ChangeFinder（9）

では，AR （Auto Regression）モデルにより時系列
モデルを構築し，非定常な時系列データを扱えるよ
うに SDAR （Sequential Discounting AR） 学習ア
ルゴリズムを適用している．そのモデルを基に 2
段階学習により変化点を検出する．1 段階目で，各
時点での変化の度合いをスコアとして求め外れ値を
検出する．そのスコアを平滑化した上で 2 段階目
の学習を行い，雑音を除去することで本質的な変動
のみを検出している．なお ChangeFinder（9）では，
入力時系列は単一のトラヒック量に限らず，多次元
ベクトルの時系列であってもよい．

関係性モデルに基づく異常検知とは，例えば複数
の監視項目間の正常時の関係性モデルを学習により
構築しておき，現在の観測値がそのモデルからかい
離しているかどうかで異常を検知する （図 4（b））．
本稿では，関係性モデルの与え方により，更に２種
類の手法に分類する．一つは，複数の監視項目の相
関関係などをモデル化し，そのモデルからの観測値
のずれによって異常を検知する手法である．これを
相関ベース異常検知と呼ぶことにする．もう一つ
は，次元圧縮が代表的である．ここでは，複数の監
視項目から成る多次元データが低次元の要因から生
成されていると仮定して，次元圧縮することで元の

図3　異常検知技術マップ

図4　時系列モデルと関係性モデルに基づく手法

図2　教師なしの手法と教師ありの手法
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データの関係をモデル化し，観測値が正常時からか
い離しているかを判定することで異常を検知する．
これを次元圧縮ベース異常検知と呼ぶことにする．

相関ベース異常検知法として，文献（10）や
（11）の方法などがある．例えば文献（10）では，
正常時に観測された複数の監視項目データについ
て，ARX モ デ ル （AutoRegressive models with 
eXogenous inputs）を用いたペアワイズ回帰によ
り予測誤差が小さくなる場合に，そのモデルを 2
観測値間のインバリアント （平常時の不変な関係）
として学習し，インバリアントの崩れから異常を検
知している．文献（11）では，各変数間の関係性
に基づいて各変数をノードとしたスパースなグラフ
を構築し，テストデータと参照データのグラフを比
較することで各変数の異常度を計算する．また，多
種性能値の相対的な分析により複合的に異常を検知
する統合ログ分析技術（12）も存在する．

次元圧縮ベース異常検知法として，例えば主成分
分析を用いる手法（13）が報告されている．文献（13）
では，ネットワーク上の各リンクを流れるトラヒッ
ク量を入力データとして，異常の検知と，異常の発
生源である拠点間トラヒックの特定及びその異常ト
ラヒック量の推定，が可能であることを示してい
る．また，筆者らが検討しているオートエンコーダ 

（AE）を用いた異常検知技術（14），（15）が存在する．
AE は，データに内在する複雑な構造の学習を可能
とする深層学習の一種であり，AE による異常検知
技術に注目が集まっている．AE では中間層の次元
を入出力層より少ない次元に設定し，入力層のデー
タを出力層で再現するように学習することで，中間
層において次元削減を行う．正常なデータは低次元
表現が可能であるとし，現時点のデータを AE に入
力して入出力層のベクトル間の距離を異常度とみな
すことで異常検知を行う．

ほかにもネットワーク異常検知に関する研究は
多数発表されている．トラヒックデータを対象にし
た異常検知法に関する論文として文献（16）など
もあるが，各種異常検知技術については文献（7）
を参照されたい．また，多様なネットワークデータを
対象にした研究として，データ間の関係性を分析する
NICE（17）や，NICE の拡張版である異常検知技術
SYNERGY（18）などもある．

本章の最後に，上記で述べた各技術にネットワー
クデータを入力する際の前処理に関して述べる．ト
ラヒック量の時系列データといった数値データに関
しては，時間粒度の設定が重要になる．テキストロ
グについてはルールベースの手法を適用するのが主

流であると考えられる．一方で時系列モデルや関係
性モデルでテキストログを利用するには，異常検知
に有用な情報を集約しつつ数値ベクトル化する必要
がある．筆者らの研究グループでは，これまでに，
テキストログの自動分類技術（19）を提案してきた．
この技術を用いて，テキストログを ID 化して各 ID
の出現回数を用いて数値化し，AE を用いた異常検
知技術（14）への入力としている．また統合ログ分析
技術（12）は，大量のテキストログから特徴的なログ
パターンを抽出し，数値ログと合わせて分析するこ
とで異常検知や原因分析を行う技術である． 

 4 要因特定技術
異常検知後は異常の要因を特定する必要がある．

まずここでの技術課題について説明する．3.冒頭
で述べたように，ネットワークシステムの大規模化
や多様なサービスの提供に伴い，異常の要因も多様
になり，根本原因の特定が困難になると予想される．
例えばある機器での異常発生時にその影響が伝搬し
て様々な機器でアラートが発生すると，その異常な
機器の特定が困難になると考えられる．そのような
場合にも対応可能な要因特定技術が必要となる．

本稿では，要因特定技術について，以下の考え方
で分類する．異常要因の推定を，ネットワークにお
ける観測値 Y から，異常の要因 X を推定する問題
と考える．これを解くためには，Y から X を直接推
定・識別する考え方と，X が Y に及ぼす影響をモデ
ル化して，Y が生成される過程を考慮して X を推定
する考え方の 2 種類に大別される．そこで，前者
を識別モデルベース，後者を生成モデルベースと分
類することにする．

識別モデルベースの典型的な方法として，ルール
ベースがある．市中製品の多くはルールベースであ
り，検知する項目 （観測値）と，そのときの要因が
ルール （例えば if-then で記述できるようなルール
で，アラート A が発生したら要因は B など）とし
て決定されている．また，そのようなルールを自動
生成する技術が発表されている（20）．本技術では，
障害などの異常発生時にネットワーク装置などから
発せられるアラートなどの観測値から，その異常に
特有の観測値の組合せを抽出することで，異常の要
因と観測値のルールを導き出す．更に，保守者の
日々の運用の中でルールを学習することでルールの
精度を向上させる技術である．ほか，要因特定に向
けて，CPU 使用率などの時系列データとシステムの
タスク （disk-intensive task か CPU-intensive task



解説論文　ネットワークオペレーションへのAI 活用 33

小特集 IoT × AI が描く未来

かなど）といったイベントとの関係性を分析する方
法（21）や，イベント間のラグ （時間的な依存関係）
を分析する方法（22）等が提案されている．

一方，生成モデルベースの手法として，Shrink（23）

では，ネットワーク構成情報などを基に，図 5 の
ような因果グラフを構成する．ここで，Xi はネッ
トワーク装置 i の状態 （正常か異常か），Yj は観測
データ j の値 （例えばアラートが出ていれば 1，そ
うでなければ 0）を表す．Xi と Yj 間に因果関係が
ある場合には矢印でつなぎ，因果関係の度合いを確
率で表す．これは，例えばネットワーク構成情報を
基に，分析対象となる装置 （本図ではノード）i と
つながっているネットワーク構成要素 （本図ではリ
ンク）における観測データ j に対して矢印でつなぐ．
本因果グラフに従って Y が生成されるとモデル化
した上で，Yj が観測されたときに Xi を推定する問
題 （Yj が観測されたという条件の下での確率を最大
にするような Xi を計算）として扱っている．

また，Shrink のように因果関係を確率で表すよ
うなモデルにおいて，因果グラフの一部の確率を 1
か 0 に固定し，簡素化することで，計算量を削減
して高速化した Gestalt（24）や，ネットワークの性
能指標間の因果グラフをデータから推定して，異常
の要因となるイベントを特定する CauseInfer（25）

なども提案されている．筆者らは，観測状態が不正
確 （故障時にアラートを上げない場合など）であっ
たり，事前に想定した因果関係以外へも影響が出る
ような，非定型故障を対象にした検討を進めている

（26）．図 5 のような因果グラフを基に，前述したよ
うな観測状態の不正確さや想定外への影響にも対応
可能な拡張モデルを提案している．

 5 制御・復旧技術
5.1で，図 1 のようなオペレーションフロー全

体を自動化する上で重要となる仮想化技術の動向に
ついて述べる． 5.2で図 1 の制御フェーズで用い
られる制御アルゴリズムについて，5.3で図 1 の
復旧フェーズにおける技術について述べる．最後
に，5.4でオペレーションフローの自動化に向け
た研究動向についても述べる．

5.1　仮想化技術
一つの物理サーバの上で複数の仮想マシンを利

用可能にするサーバ仮想化と同様に，通信ネット
ワークにおいても SDN や NFV と呼ばれる仮想化
の概念が実現されつつある． 

SDN は，従来のようにネットワーク機器個別に
コンフィグレーション設定を行うのではなく，ネッ
トワーク全体を単位として，ソフトウェアにより一
体的に各機器を制御するという概念である．SDN
を実現するための主要な要素技術として位置付けら
れ る OpenFlow は，2011 年 に 設 立 さ れ た ONF 

（Open Networking Foundation）（27）が中心となり
標準化と普及に向けた取組みが推進されている．一
方 NFV は，従来専用アプライアンスという形で提
供されてきたネットワーク機器のソフトウェアと
ハードウェアを分離し，汎用サーバで構築された仮
想化基盤上でネットワーク機能を実現するという概
念である．NFV は，ヨーロッパの標準化団体である
ETSI （European Telecommunications Standards 
Institute）配下に 2012 年に設置された NFV ISG 

（Industry Specification Group）（28）において，標
準アーキテクチャ・仕様の策定が推進されている．
また，2013 年には同 ISG から，コンピュータ，記憶
装置，ネットワーク機器の仮想化と仮想化された機器
を 制 御 す る MANO （Management and 
Orchestration）のコンセプトが提示されている（29）．
同 ISG の提案する NFV アーキテクチャは主に VNF 

（Virtual Network Function），NFVI （NFV 
Infrastructure），NFV MANO から構成され，中で
も MANO は，物理リソース及び仮想リソースの管
理 機 能 （Virtualized Infrastructure Manager），
VNF の管理機能 （VNF Manager）及びオーケスト
レーション機能（NFV Orchestrator）を提供する
ことで，ネットワークサービスを迅速かつ柔軟に構
築・実行する上で重要な位置付けとなっている （図
6）．

ネットワーク仮想化技術に対応した製品の普及・図5　因果グラフ
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性能向上に伴い，通信キャリヤにおいてもネット
ワークリソースの効率的・柔軟な活用を目指した検
討が進んでいる．また，ホワイトボックススイッチ 

（ベアメタルスイッチ）や，OpenStack（30）などの
OSS （Open Source Software）を活用した NFV 基
盤構築の議論も活発化している．

ネットワーク仮想化技術の導入により，従来は
ネットワークオペレータが手作業で行っている機器
設定などの作業に対し，ソフトウェア操作により自
動化が可能となると期待される．具体的には，新し
くネットワークを開通させるために行っていた機器
ごとの IP アドレスや通信経路の設定などが SDN
制御ソフトウェアにより一括設定が可能となる．ま
た，専用アプライアンスの単位で設備を構築してい
たネットワーク機能も，汎用サーバから構成される
仮想化基盤上に VNF として準備することで，需要
に応じた設備の構築や柔軟な設備量の変更が可能と
なる．更には，これらの技術の活用により，仮想化
基盤上で VNF と通信経路を自由に組み合せて仮想
ネットワークを構築する （SFC: Service Function 
Chaining）ことで，オンデマンドにネットワーク
サービス提供を行うことができるようになると期待
される．そして将来的には，ネットワーク状態の情
報収集・分析と組み合わせることで，ある条件を満
たす場合に特定の制御を行う，あるいは，あらかじ
め指定する目的 （ネットワークリソース使用率の効
率化，負荷分散など）を満たすような通信経路を自
動計算の上で適用するといった高度な自律的制御の
実現が期待される．ONF が年 1 回開催している
Open Networking Summit（31）においては，オー
プンソース技術を中心にキャリヤ・クラウドサービ
ス事業者・OSS コミュニティから OSS を利用した
ネットワーク仮想化に関する取組みが報告されてお

り，近年では，ネットワークからのデータ収集及び
分析，フィードバック制御を行いながらのネットワー
ク 運 用 を 支 援 す る ONAP （Open Network 
Automation Platform）（32）に関する取組みが注目を
集めている．

5.2　制御アルゴリズム
5.1で述べたようなネットワークの自律的制御

を実現する上で重要となるのは，前述のようなあら
かじめ指定する目的をソフトウェア制御で実現する
ためのアルゴリズム （数理演算の手順）の構築であ
る．ネットワーク仮想化技術の研究においては，あ
らかじめ指定する目的を達成するように仮想ネット
ワークを仮想化基盤上に配置・変更することを仮想
ネ ッ ト ワ ー ク 埋 込 （VNE: Virtual Network 
Embedding）と呼び，制御の目的や仮想化基盤の
リソース制約条件などのアルゴリズムを導出するた
めの問題設定を VNE 問題と呼ぶ．

技術課題として，仮想化が進むにつれて多様な
サービス提供が可能となると，目的（関数）・制約
条件や，NFV とリソースに関する膨大な数の組合
せを考慮する必要がある．VNE 問題に関する研究
は数多く報告されている（33）が，VNE 問題の最適
解を求めることは NP- 困難であることが知られて
いる（34）．

文献（35）では，複数の VNF を経由させる SFC
を提供する際の VNE 問題を整数線形計画問題で定
式化し，比較的小規模なトポロジーにおいて商用の
数理最適化ソルバーにより解いている．また，その
問題に対するヒューリスティックな解法も提案して
いる．文献（36）では，VNF 配置と VNF 間経路
の同時最適化を混合整数線形計画問題で定式化する
方法を提案し，商用のソルバーを用いて解いてい

図6　 SDN/NFVによるネットワーク仮想化技術
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る．文献（37）では，VNF 配置及び経路と，それ
らの再割当コストを考慮した同時最適化問題を
ヒューリスティックに解く手法を提案している．文
献（38）では，VNF 割当に対してサーバリソース
のスケジューリングまで考慮した動的 VNE 問題を
タブーサーチに基づいて解く手法を提案している．
文献（39）では，動的なトラヒック変動も考慮し
た VNE 問題を強化学習により解く手法を提案して
いる．文献（40）では，複数の目的関数を持つ
VNE 問題に対して，目的関数の変更に対応可能な
フレームワークの提案，及び遺伝的アルゴリズムを
適用して高速にパレート解を算出する手法を提案し
ている．

VNE 問題において通信キャリヤが重視する観点
としては設備利用の効率性やサービスの性能劣化回
避・継続性が挙げられる．筆者らの研究グループに
おいても，時々刻々と訪れる仮想ネットワーク開設
の要求に対して，将来にわたって効率的 （収容可能
な仮想ネットワーク数を最大化）な配置法を提示す
るヒューリスティックなアルゴリズム（41）や，制御
の目的の異なる複数の VNF が混在する環境下で，
全ての制約条件を満たすように仮想ネットワークを
収容するための強化学習を利用した拡張性の高いメ
タヒューリスティックアルゴリズム（42），ネット
ワークのふくそう発生を回避するための予測型経路
制御アルゴリズム（43），（44）など，ネットワーク仮想
化技術の活用による自律的制御を実現するための検
討を進めている．

5.3　早期復旧のための技術
　復旧作業の迅速化・自動化に向けても研究開発

が進んでいる．一般に障害が発生した場合には，シ
ステムが自動的に記録するログのほかに，オペレー
タが障害の状況や復旧作業の履歴を記録するトラブ
ルチケットが作成される．新たな障害発生時には，
オペレータはシステムの状態を把握するためにシス
テムログを参照するとともに，その障害に関連した
トラブルチケットを検索し，過去の対応手順を参照
して，復旧作業を実施する．

ここでの技術課題として，迅速な復旧作業を実現
するために，大量に記録されているシステムログや
トラブルチケットから必要な情報を効率的に検索す
ること，また復旧手順を形式知化することが挙げら
れる． 

トラブルチケットやシステムログから効率的に
必要な情報を抽出するために，様々な研究開発が行
われている．例えば，トラブルチケットをクラスタ

リングし，システム障害のトレンドを把握する方法
として，階層クラスタリング（45），ルールベースの
単語マッチング（46），トピックモデルに基づく方法

（47）など様々な機械学習に基づく手法が提案されて
いる．また，復旧作業時間を短縮するための，発生
した事象に対応した復旧作業の把握手法としては，
トピックモデル（48）や深層学習（49）によって関連し
たトラブルチケットを提示する手法や，解決可能な
問合せ先の探索手法（50）が提案されている．これら
の方法では，関係するトラブルチケットを抽出した
後は，オペレータがトラブルチケットの内容を読
み，理解する必要がある．しかし，一般にトラブル
チケットは自由記述形式で記録されており，大量の
文章を読んで理解するための時間が必要になるた
め，迅速な対応が困難な場合がある．この問題を解
決するために，筆者らの研究グループでは，複数の
トラブルチケットから復旧作業手順のワークフロー
を作成し，可視化する技術を提案している（51）,（52）

（図 7）．
このように，ログを分析し，ビジネスプロセスな

どの有益な情報を抽出する方法はプロセスマイニン
グ技術と呼ばれている（53）．文献（54）では，シス
テムログを対象としたプロセスマイニングが提案さ
れている．これに対して，前述の文献（51）では，
自由記述形式で記録されたトラブルチケットを対象
としたプロセスマイニングが可能である．

一方，手作業で行うシステム運用手順をワークフ
ロー化し，ワークフローの実行を自動化することに
より運用を効率化するための，ランブックオート
メーション （RBA: Run Book Automation）と呼
ばれるツールが運用現場に導入されつつある．代表
的なツールとして，オープンソースプラットホーム
の StackStorm（55）のほか，ネットワーク機器ベン
ダが提供するツールもある．今後はこのような技術
を用いた復旧作業の自動化が進んでいくと考えられ
る．

5.4　オペレーションフローの自動化
図 1 のような検知から制御までのフロー全体の

自動化に向けた研究が進められている．例えば，制
御の自動化に向けて，制御手順の自動生成，及びそ
れに必要な専門知識の自動獲得に関する研究が行わ
れている（56）．AI を活用した NFV 自動障害復旧に
関する取組みとして，仮想化の異常予兆検知機能，
深層学習を活用した復旧手順の自動生成機能の開発
と検証環境での実証を行った旨の報告もなされてい
る（57）．ほか，完全に自律的なネットワークのビ
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ジョン（58）の発表もなされており，今後もネット
ワークオペレーション・制御の自動化に向けての研
究が進んでいくと考えられる．

 6 まとめ
本稿では，AI を活用したネットワークオペレー

ションの高度化に向けた研究・技術動向として，
ネットワーク上での多様なデータを分析してネット
ワーク異常を検知・分析する技術，ネットワーク仮
想化技術などを活用してネットワーク制御を高度
化・自動化する技術や，復旧作業の迅速化・自動化
に関する技術について解説した．また，筆者らの研
究取組み内容についても紹介した．

今後の課題として，例えば，ネットワークオペ
レーションをどこまで自動化できるかといった議論
があると考えられる．また，筆者らの研究として紹介
した異常検知技術（14）,（15）では，異常を検知するこ
とを目的として深層学習 （の一種であるオートエン
コーダ）を活用しているが，その出力結果を受けて，
オペレータが次のアクションを取る際に，出力結果
に対する解釈性が課題となる．すなわち，当該技術
では異常か否かだけを出力する．しかし，なぜ異常
と判定したかの理由がセットで出力されないと次の
アクションにつなげることができない．そこで筆者
らは，異常を検知したときのデータにおいて，どの
データが正常時と異なっているかによって異常要因
をサジェストする技術についても検討している（59）．
これはあくまでは一例であるが，深層学習の活用が
進むにつれて，ネットワークオペレーションの中で
自動化できる部分と，結果に対する解釈・判断が必
要な部分を見極めつつ，後者に関しては解釈できる

ような仕組みも必要になってくると考えている．
謝辞　本稿作成にあたり，多大なる御協力を頂き

ました，NTT ネットワーク基盤技術研究所通信ト
ラヒック品質プロジェクトトラヒックエンジニアリ
ンググループの石橋圭介氏，小林正裕氏，池田泰弘
氏，渡邉暁氏，松尾洋一氏，鈴木晃人氏に深謝致し
ます．

■ 文献
（1） ht tp : / /www.soumu.go . jp /main_conten t /

000400435.pdf （閲覧日 :2017 年 10 月）
（2） http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/

whitepaper/ja/h28/pdf/n4200000.pdf　（ 閲 覧 日 :
2017 年 10 月）

（3） R. Govindan, I. Minei, M. Kallahalla, B. Koley 
and A. Vahdat, “Evolve or die: High-availability 
design principles drawn from Google’s network 
infrastructure,” ACM SIGCOMM 2016, pp. 58-
72, Aug. 2016.

（4） R. Mijumbi, J. Serrat, J. L. Gorricho, S. Latre, M. 
Charalambides, and D. Lopez, “Management and 
orchestration challenges in network functions 
virtualization,” IEEE Commun. Mag., vol. 54, 
issue 1, pp. 98-105, Jan. 2016.

（5） 原田薫明 , 渡辺敬志郎 , 中野雄介 , 池田泰弘 , 松尾
洋一 , 小林正裕 , 鈴木晃人 , 川原亮一 , “プロアク
ティブ制御型ネットワークの実現に向けた取り組み
の紹介 ,”2017 信学総大，no. B-7-32, March 2017.

（6） 井出　剛，杉山　将，異常検知と変化検知（機械学
習プロフェッショナルシリーズ），講談社 , 2015.

（7） 福田健介 , “インターネットバックボーントラフィッ
クにおける異常検出 ,” コンピュータソフトウェア , 
vol. 30, no. 2, pp. 23-32, 2013.

（8） S. Harada, R. Kawahara, T. Mori, N. Kamiyama, 
H. Hasegawa, and H. Yoshino, “A method of 
detecting network anomalies in cyclic traffic,” 
IEEE GLOBECOM 2008, pp. 1-5, Nov.-Dec. 2008.

（9） J. Takeuchi and K. Yamanishi, “A unifying 
framework for detecting outliers and change 
points from time series,” IEEE Trans. Knowledge 

図7　ワークフロー可視化技術での出力イメージ図（文献（52）の p.21,22の図を基に作成）



解説論文　ネットワークオペレーションへのAI 活用 37

小特集 IoT × AI が描く未来

and Data Engineering, vol. 18, no. 4, pp. 482-
492, April 2006. ( 日本語解説：http://cl-www.msi.
co.jp/reports/changefinder.html（閲覧日 :2017 年
10 月 19 日）)

（10） G. Jiang, H. Chen, and K. Yoshihira, “Discovering 
likely invariants of distributed transaction 
systems for autonomic system management,” 
2006 IEEE Internat ional  Conference on 
Autonomic Computing, pp. 199-208, June 2006.

（11） T. Idé, A.C. Lozano, N. Abe, and Y. Liu, 
“Proximity-based anomaly detection using sparse 
structure learning,” the 2009 SIAM International 
Conference on Data Mining, pp. 97-108, 2009.

（12） NTT, “統合ログ分析技術 ,”  http://www.ntt.co.jp/
RD/active/201602/jp/pf/pf009.html ( 閲 覧 日 : 
2017 年 10 月 20 日 )

（13） A. Lakhina, M. Crovella, and C. Diot, “Diagnosing 
network-wide traffic anomalies,” ACM SIGCOMM 
2004, pp. 219-230, Aug. 2004.

（14） 中野雄介 , 池田泰弘 , 渡辺敬志郎 , 石橋圭介 , 川原
亮一 , “オートエンコーダによるネットワーク異常検
知 ,”2017 信学総大，no. B-7-33，March 2017.

（15） 池田泰弘，中野雄介，渡辺敬志郎，石橋圭介，川原
亮一，“オートエンコーダを用いたネットワーク異常
検知における精度向上に向けた一検討，”2017 信学
総大，no. B-7-34，March 2017.

（16） A. Lakhina, M. Crovella, and C. Diot, “Mining 
anomalies using traffic feature distributions,” 
ACM SIGCOMM 2005, pp. 217-228, Sept. 2005.

（17） A. Mahimkar, J. Yates, Y. Zhang, A. Shaikh, J. 
Wang, Z. Ge, and C. T. Ee, “Troubleshooting 
chronic conditions in large IP networks,” ACM 
CoNEXT 2008, Dec. 2008. 

（18） A. Mahimkar, A. Lall, J. Wang, J. Xu, J. Yates, 
and Q. Zhao, “SYNERGY: Detecting and 
diagnosing correlated network anomalies,”　
http://www.research.att.com/export/sites/att_
labs/techdocs/TD-7KEJWS.pdf ( 閲覧日 : 2017 年
10 月 11 日 )

（19） T. Kimura, A. Watanabe, T. Toyono, and K.　
Ishibashi, “Proactive failure detection learning 
generation patterns of large-scale network logs,” 
IEEE/IFIP CNSM 2015 (mini-conf.), pp. 8-14, 
Nov. 2015.

（20） NTT, “〜ネットワーク障害を高精度で判定可能とす
る“障害原因とアラームの因果関係”を自律的に導
出〜,”ht tp : / /www.n t t . c o . j p /news2017 / 
1701/170130a.html（閲覧日 :2017 年 10 月 20 日）

（21） C. Luo, J.-G. Lou, Q. Lin, Q. Fu, R. Ding, D. 
Zhang, and Z. Wang, “Correlating events with 
time series for incident diagnosis,” ACM KDD 
2014, pp. 1583-1592, Aug. 2014.

（22） C. Zeng, L. Tang, T. Li, L. Shwartz, and G. Y. 
Grabarnik, “Mining temporal lag from fluctuating 
events for correlation and root cause analysis,” 
IEEE/IFIP CNSM 2014, pp. 19-27, Nov. 2014.

（23） S. Kandula, D. Katabi, and J.-P. Vasseur, “Shrink: 
A tool for failure diagnosis in IP networks,” the 
2005 ACM SIGCOMM workshop on Mining 
network data, pp. 173-178, Aug. 2005.

（24） R. N. Mysore, R. Mahajan, A. Vahdat, and G. 
Varghese, “Gestalt: Fast, unified fault localization 
for networked systems,” USENIX ATC 2014, 
pp. 255-267, June 2014.

（25） P.  Chen,  Y.  Qi ,  P.  Zheng,  and D. Hou, 
“CauseInfer :  Automat ic  and dis t r ibuted 
performance diagnosis with hierarchical 
causality graph in large distributed systems,”  
IEEE INFOCOM 2014, pp. 1887-1895, April 
2014.

（26） 松尾洋一 , 中野雄介 , 渡邉　暁 , 渡辺敬志郎 , 石橋
圭介 , 川原亮一 , “非定型故障の原因箇所推定技術の
検討 ,” 2017 信学総大 , no. B-7-35, March2017.

（27） http://www.opennetworking.org/（閲覧日 : 2017
年 10 月 23 日）

（28） http://www.etsi.org/technologies-clusters/
technologies/nfv（閲覧日 : 2017 年 10 月 23 日）

（29） ETSI GS NFV 002 V1.2.1, http://www.etsi.org/
deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.02.01_60/
gs_NFV002v010201p.pdf （閲覧日 : 2017 年 10 月
23 日）

（30） https://www.openstack.org/（閲覧日 : 2017 年 10
月 23 日）

（31） http://events.linuxfoundation.org/events/open-
networking-summit（閲覧日 : 2017 年 10 月 23 日）

（32） https://www.onap.org/（閲覧日 : 2017 年 10 月 23
日）

（33） A. Fischer, J.F. Botero, M.T. Beck, H. deMeer, 
and X. Hesselbach, “Virtual network embedding: 
A survey,” IEEE Commun. Surveys & Tutorials, 
vol.15, no.4, pp. 1888–1906, Fourth Quarter 2013.

（34） D.G. Andersen, “Theoretical approaches to node 
assignment,” Unpublished Manuscript, Dec. 
2002, http://repository.cmu.edu/compsci/86/ ( 閲
覧日 : 2017 年 10 月 23 日 )

（35） M. F. Bari, S. R. Chowdhury, R. Ahmed, and R. 
Boutaba, “On orchestrating virtual network 
functions,” 11th International Conference on 
Network and Service Management (CNSM), pp. 
50–56, Nov. 2015.

（36） B. Addis, D. Belabed, M. Bouet, and S. Secci, 
“Virtual network functions placement and 
routing optimization,” IEEE International 
Conference on Cloud Networking (CloudNet), 
pp. 171–177, Oct. 2015.

（37） L. Cui, R. Cziva, F. P. Tso, and D. P. Pezaros, 
“Synergist ic pol icy and vir tual  machine 
consolidation in cloud data centers,” IEEE 
INFOCOM, pp. 1-9, 2016.

（38） R. Mijumbi, J. Serrat, J. L. Gorricho, N. Bouten, 
F. D. Turck, and S. Davy, “Design and evaluation 
of algorithms for mapping and scheduling of 
virtual network functions,” 1st IEEE Conference 
on Network Softwarization (NetSoft), pp. 1-9, 
April 2015.

（39） R. Mijumbi, J. L. Gorricho, J. Serrat, M. Claeys, F. 
D. Turck, and S. Latre, “Design and evaluation of 
learning algorithms for dynamic resource 
management in virtual networks,” Network 
Operations and Management Symposium (NOMS), 
pp. 1-9, 2014.

（40） M. Yoshida, W. Shen, T. Kawabata, K. Minato, 
and W. Imajuku, “MORSA: A multi-objective 
resource schedul ing a lgor i thm for  NFV 
Infrastructure,” Network Operations and 
Management Symposium (APNOMS), 2014 16th 
Asia-Pacific, pp. 1-6, Sept. 2014.



38 通信ソサイエティマガジン　No.45  夏号 2018

（41） 小林正裕，松村龍太郎，木村卓巳，土屋利明，則武
克誌，“サービス収容度を用いた効率的な仮想ネット
ワークへのリソース割り当て手法の検討，”信学技
報，NS2015-151，pp. 29-34，Jan. 2016 年 .

（42） 鈴木晃人，小林正裕，高橋洋介，原田薫明，川原亮
一，“NFV における制御アルゴリズム間の連携によ
る統合制御手法，”信学技報，IN2016-103, pp. 37-
42，March 2017．

（43） Y. Takahashi, K. Ishibashi, M. Tsujino, N. 
Kamiyama, K. Shiomoto, T. Otoshi, Y. Ohisita, 
and M. Murata, “Separating predictable and 
unpredictable flows via dynamic flow mining for 
effective traffic engineering,”IEEE ICC, 2016.

（44） 鈴木晃人，小林正裕，原田薫明，川原亮一，“大量ト
ラヒック発生に関する外部観測情報を活用した経路
制御，”2017 信学総大，no. B-7-37，March 2017．

（45） A. Medem, M.-I. Akodjenou, and R. Teixeira., 
“TroubleMiner: Mining network trouble tickets,” 
IFIP/IEEE International Symposium on Integrated 
Network Management-Workshops (IM’09), 
pp. 113-119, June 2009.

（46） R. Potharaju, N. Jainand, and C. Nita-Rotaru, 
“Juggling the jigsaw: Towards automated 
problem inference from network trouble tickets,” 
Networked Systems Design and Implementation 
(NSDI), pp. 127-141, April 2013.

（47） E.-E. Jan, K.-Y. Chen, and T. Idé, “Probabilistic 
text analytics framework for information 
technology service desk tickets,” IFIP/IEEE 
International Symposium on Integrated Network 
Management-Workshops (IM’15), pp. 870-873, 
May 2015.

（48） W. Zhou, L. Tang, T. Li, L. Shwartz, and G. 
Grabarnik, “Resolution recommendation for 
event tickets in service management,” IFIP/IEEE 
International Symposium on Integrated Network 
Management (IM’15), pp. 287-295, May 2015.

（49） W. Zhou, W. Xue, R. Baral, Q. Wang, C. Zeng, T. 
Li, J. Xu, Z. Liu, L. Shwartz, and G. Ya. 
Grabarnik, “STAR: A system for ticket analysis 
and resolution,” 23rd ACM Int. Conf. on 
Knowledge Discovery and Data Mining (KDD’
17), pp. 2181-2190, Aug. 2017.

（50） Q. Shao, Y. Chen, S. Tao, X. Yan, and N. Anerousis, 
“EasyTicket: A ticket routing recommendation 
engine for enterprise problem resolution,” 
International Conference on Very Large Data 
Bases (VLDB), pp. 1436-1439, Aug. 2008.

（51） A. Watanabe, K. Ishibashi, T. Toyono, T. Kimura, 
K. Watanabe, Y. Matsuo, and K. Shiomoto, 

“Workflow extraction for service operation using 
multiple unstructured trouble tickets,” IEEE/IFIP 
NOMS 2016 (mini-conf.), pp. 652-658, April 2016.

（52） 石橋圭介， “NW analytics によるオペレーション高
度化，” 第 2 回将来ネットワーク科学リサーチシンポ
ジウム，Jan. 2016.

（53） W. M. P. van der Aalst, Process Mining: 
Discovery, Conformance and Enhancement of 
Business Processes, Springer, 2011.

（54） M. de Leoni, F. M. Maggi, and W. M. P. van der 
Aalst, “Aligning event logs and process models 
for multi-perspective conformance checking: An 
approach based on integer linear programming,” 
11th international conference on Business 

Process Management (BPM’13), pp. 113-129, 
Aug. 2013.

（55） StackStorm, https://stackstorm.com/ （ 閲 覧 日 :
2017 年 10 月 11 日）

（56） 黒田貴之，中野谷　学，桑原拓也，下西英之 , “ネッ
トワークの運用における制御フェーズの自動化に関
する取組み─ AI 活用によるネットワーク運用の完
全自動化に向けて─，”2017 信学ソ大，no.BT-2-2，
Sept. 2017.

（57） 宮澤雅典，宮本達史，“AI を活用した NFV 自動障害
復旧に関する取組み，” 信学ソ大，no.BT-2-4，Sept. 
2017．

（58） https://www.juniper.net/us/en/dm/the-self-
driving-network/  ( 閲覧日 :2017 年 12 月 27 日 )

（59） 池田泰弘，石橋圭介，中野雄介，渡辺敬志郎，川原
亮一，“オートエンコーダを用いた異常検知における
スパース最適化を用いた要因推定手法，”信学技報，
IN2017-18，pp. 61-66，June 2017．

（平成 29 年 11 月 1 日受付，平成 30 年 1 月 18 日再受付）

川原亮一 （正員）
1992 早大大学院理工学研究科修士課
程了．同年，日本電信電話株式会社入
社．以降，通信ネットワークにおける
トラヒック制御技術やネットワーク測
定分析技術などの研究に従事．現在，
NTTネットワーク基盤技術研究所通信
トラヒック品質プロジェクトトラヒッ
クエンジニアリンググループグループ
リーダ．博士（工学）．

渡辺敬志郎 （正員）
2004 九大大学院システム情報科学府修
士課程修了．同年，NTTサービスインテ
グレーション基盤研究所入社．以降，映
像通信サービスの品質評価・管理技術に
関する研究開発に従事．2012 NTTコミュ
ニケーションズに転籍し，メールサービ
スの開発／管理業務に従事．2015 NTT
ネットワーク基盤技術研究所に転籍後，
現在までAI 技術の活用による保守運用高
度化に向けた検討に従事．

原田薫明 （正員）
2006 東北大大学院情報科学研究科博
士後期課了．同年，NTTサービスイン
テグレーション基盤研究所（現：NTT
ネットワーク基盤技術研究所）入社．
以降，通信ネットワークにおけるトラ
ヒック測定分析，トラヒック予測，ネッ
トワーク仮想化・制御に関する技術の
研究開発を経て，現在，AI 技術の活用
による自律制御型ネットワークの実現に
向けた検討に従事．博士（情報科学）．

川田丈浩 （正員）
1993 京大・工・数理卒．同年，日本
電信電話株式会社入社．以降，通信ネッ
トワークの設計・管理・性能評価技術
の研究，ネットワークコンサルティン
グサービスの開発，ネットワークセキュ
リティ分析技術の研究などに従事．現
在，NTTネットワーク基盤技術研究所
にて，AI 技術の活用による保守運用高
度化に向けた研究開発に従事．



解説論文　MMS（モービルマッピングシステム）を用いた3D設備管理技術 39

小特集 IoT × AI が描く未来

 1	 はじめに
NTT は 2017 年 3 月末時点で，光設備を用いた

フレッツ光サービス 20,053 千契約，光電話サービ
ス 17,759 千契約，メタル設備を用いたフレッツ
ADSL（Asymmetric	Digital	Subscriber	Line）サー
ビス 919千契約，加入電話サービス18,797 千契約
を顧客に提供している（1），（2）．
我々はこれらの各種サービスを提供するために，

NTTビルとユーザ宅を結ぶ通信ネットワーク（以
下，アクセスネットワーク）を構築している．図１
に，NTTのアクセスネットワークにおける光通信
設備の構成例を示す．光通信設備では，通信の経路
となる光ケーブル以外にも，光ケーブルを地上に布
設するための電柱，地下に布設するためのとう道，
接続・分岐するためのクロージャなど，様々な設備
が用いられる．サービス提供のため，広域かつ面的
に配置される設備は，電柱が約1,184 万本，ケーブ

ルが約211万 km（3）であり，それらの健全性を維持
するために，日々の保守・点検に努めている．
今後も引き続き，安心・安全なサービスを確実に

提供するためには，膨大な所外設備の安定した維持
管理に加え，長期的な視点から保守・点検業務を実
施する必要がある．現在，電柱の保守・点検では，
材質によりコンクリート柱及び鋼管柱と呼ばれる電
柱を，それぞれの材質に応じた点検項目について，
複数年の周期にて作業員が全数を目視で点検してい
る．しかしながら，当該業務を含む全ての業務にお
いて，生産年齢人口の減少に伴う人員の確保が重要
な課題であるため，アクセスネットワークにおける保
守・点検業務のより一層の効率化が求められている．	
我々は，電柱やケーブルなどの設備における保

守・点検業務のより一層の効率化を目的に，モービ
ルマッピングシステム（MMS:	Mobile	Mapping	
System）を用いた三次元（3D）設備管理技術の研
究・開発を進めている（4）～（12）．

MMS（モービルマッピングシステム）を用いた
3D設備管理技術
3D Facility Management Technology Using Mobile Mapping System

MMS（モービルマッピングシステム）を用いた

和氣正樹　Masaki Waki†，後藤　隆　Takashi Goto†，片山和典　Kazunori Katayama†

Summary FTTH(Fiber To The Home) によるサービス提供は成長期から成熟期に差し掛かり，顧客へ安定的にサー
ビス提供を続けるために，膨大な光通信設備の保守・点検業務の効率化が求められている．我々は，今後，

作業者が減少した場合でも効率良くかつ正確に業務が継続できるように，3D 設備管理技術の開発に取り組んでいる．

Key Words 電柱 , 傾き・たわみ , 保守・点検 , 稼働削減 , 3D 点群
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図1  FTTHを提供するための光通信設備
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本論文では，MMSを用いて取得した 3D点群情
報から，後述する手法で電柱を 3Dモデル化し，そ
の状態から各々の設備の健全性を把握する方法につ
いて述べる．その際，どのようなアルゴリズムを用
いることが，最良であるかを明らかにする．

 2	 3D 点群及び画像の取得
図 2 に，本検討に用いるMMSの外観を示す．

MMSは，上部に走行位置を取得するための全地球
測位システム（GPS：Global	Positioning	System），
画像取得のためのカメラ，3D点群取得のための
レーザスキャナ等を搭載した車両である．
本検討に用いる 3D点群とは，レーザスキャナに

より物体に照射・取得された際にGPS などと連動
することで三次元の位置情報（x,y,z）を有する点
の集合を指す．レーザスキャナは 1秒間に数万～
数百万点の 3D点群を取得することが可能であり，
本検討では 100 万点／秒のレーザスキャナを用い
ている．
図 3に，図 2のMMS が取得したカメラ画像及

び 3D点群を示す．左は，車上に搭載されたカメラ
で撮影された画像であり，任意に指定した車両の走
行距離に応じて撮影することが可能である．右は，

レーザスキャナにて撮影された 3D点群であり，前
述のとおり，各々の点が三次元の位置情報を有する．

 3	 三次元設備モデルの構築
図 4に，3D点群を 2D地図上に重畳した 3D点

群画像（上図），当該 3D点群から電柱，ケーブル
を抽出した 3D設備モデル（下図）を示す．電柱や
ケーブルの設備状態（傾き・たわみ，ケーブル地上
高）を確認する場合に，3D点群をそのまま使用す
ると，視認性が非常に悪い．また，NTTが有する
膨大な設備を目視にて確認するのは，大変な労力が
必要となる．そこで本検討では，保守・点検が必要
な設備のみを自動抽出・認識し，かつ，3D点群が
有するGPS の座標データから定量的な設備状態を
把握するために 3Dモデルを作成することとした．
加えて，3Dモデルは，電柱の裏側などレーザス
キャナが照射できずに 3D点群が取得できない部分
についても，外形を推測してモデル化しているため
に形状を把握することができるという利点がある．

3.1　電柱モデルの抽出
無数の 3D点群の中から任意の電柱を 3Dモデル

として抽出する場合，その位置情報が正確に分かる
のであれば，当該位置情報に対して既知の電柱モデ
ルを適用する，いわゆるパターンマッチングなどの
手法が考えられる．しかしながら，膨大な設備量を

図2　3D点群及び画像取得に用いるMMS

図4　地図上に重畳した3D点群及び3D設備モデル図3　MMSにて取得した画像
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鑑みた場合，または，電力会社など他社
が持つ約 2,000 万本の電柱も対象とした
場合，全ての位置情報を正確に把握する
ためには，大変な労力と時間が必要とな
る．よって，本検討では別の手段で設備
抽出を実施している．
図 5に，電柱を構成する 3D 点群から

3Dモデルを抽出する手順の概要を示す．
電柱の 3Dモデルを抽出するアルゴリズム
は次のとおりである．
本検討では，3D点群（1）の中から電柱

のみを自動抽出するため，図 6に示すように当該
3D点群の持つ位置情報からレーザスキャナの走査
線をクラスタ化し，“スキャンライン”として取り
扱う．
スキャンライン化することにより，3D点群の中

から電柱に近い形状（円柱・円すい）の物体を認識
することが可能となる．図 7に，平面（左図）と
電柱（右図）のそれぞれをスキャンした場合のス
キャンラインを示す．図から，電柱は曲率を有する
物体であるため，平面と比較してスキャンラインの
配置が曲線的であり短いことが分かる．このスキャ
ンラインの配置によって，電柱や信号柱などの円
柱・円すい状の物体における位置を 3D点群の中か
ら認識することが可能となる．
次に，図 5の 3D点群の中から認識された円柱・

円すい状の物体に対して，任意の高さの水平面にて
円を推定し，これを鉛直方向に 4cm間隔にて繰り
返し，かつ円の中心座標の位置が鉛直な同一直線上
に乗るか否かを判断して，図 8に示す円の連続モ
デルを抽出する（図 5の 2）．最後に，円の連続モ
デルの中で著しく直径 dが異なる円モデルは，電
力トランス等の各種付属物である可能性が高いた
め，雑音成分として，このような円モデルを除外す
る（図５の 3）．雑音成分の除外を実施した円の連
続モデルを円すいモデルとして扱い，高さ方向にお
ける直径 dの変化量（テーパ度）などから電柱の
仕様にて規定された数値と合致するモデルのみを電
柱モデルとして抽出する．
ここで，スキャンライン同士の間隔は，走行する

MMSの速度によって変化していく．本検討で使用
するレーザの走査速度は 50Hz であるため，走行速
度が 10及び 40km/h の場合，スキャンライン同士
の間隔はそれぞれ 55.6 及び 222.2mmとなる．ス
キャンラインとそれを構成する 3D点群それぞれの
本数及び個数が多ければ多いほど，より正確な円モ
デルが抽出できるため，正確な形状を持った電柱の

3Dモデルを抽出するこ
とが可能となり，ひいて
は，より正確な電柱の傾
き及びたわみの計測が可
能となる．そのため，本
技術ではスキャンライン
とそれを構成する 3D点
群同士の位置関係から，
その中央に新たなスキャ
ンラインを創出するアル
ゴリズムを実装し，3Dモデル化を実施している．
電柱を 3Dモデル化することにより，実際の電柱

が存在する場所に赴かずに，その電柱の位置情報や
設備状態が机上にて確認することができる．ここ
で，電柱の設備状態において，安全性を定量的に判
定する物理量が傾きとたわみである．図 9に，図 8
の円の連続モデルから電柱の 3Dモデルを作成する

図5　電柱における3Dモデルの抽出手順

図7　抽出対象によるスキャンラインの違い

図6　3D点群のスキャンライン化

図8　3D点群から抽出した
円の連続モデル
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際，電柱の傾きとたわみをそれぞれ分離するための
手法を示す．
初めに，地面から高さ 2m地点までの円の連続モ

デルにおける中心座標を結び，高さ方向に延伸させ
た線分を基準軸，円の連続モデルにおける中心座標
を地面から電柱の頂点まで結んだ線を中心軸とし，
任意の高さにおける基準軸と中心軸の距離をたわ
み，電柱の最底面と最上面の中心点を結んだ線が成
す角度を傾きと定義した．本検討では，地面から
5m地点でのたわみ量を，その電柱のたわみ値とし
て用いている．この定義により，電柱の傾きとたわ
みを別個に表現することができ，定量的に電柱の安
全性を表すことが可能となる．

3.2　3Dモデルの精度（抽出率）
本検討において，電柱が漏れなく正確に自動抽出

できているか，いわゆる抽出精度について，当該抽
出に用いるアルゴリズムの網羅性及び正確性をそれ
ぞれ適合率（precision）及び再現率（recall）にて評
価し，それぞれの調和平均であるF値	（F-measure）（13）

にて当該アルゴリズムの実用性を評価する．3D点
群から電柱の自動抽出を実施する場合，実際に存在
する電柱の本数をC，樹木など電柱以外の物体（誤
抽出）を含んで抽出した本数をN，抽出した本数
のうち，電柱であった本数をRとすると，再現率，
適合率及び F値は式（1）及び（2）にて表される．
一般に，再現率と適合率は他方を上げると他方が下
がる，いわゆるトレードオフの関係になることが多
く，F値の高さにて性能を評価する必要がある．

 precision = R
N ,	recall = R

C 	 （1）

F −	measure = 2・recall・precision
recall + precision 	 （2）

表 1に，高さや太さが異なる電柱を設置した実
験環境において，布設してから 10～40年ほど経過
した 96本の電柱において，平均速度 10，20，30，
40km/h にて走行させたMMSを用いて 3D点群を
取得し，3Dモデル化を実施した結果を示す．また，
MMSに搭載しているレーザスキャナを垂直方向に
走査するように設置して取得した 3D点群を使用し
ている．
表から，レーザスキャナを垂直に走査して取得し

た 3D点群を用いて 3Dモデル化した結果は，走行
速度を上げるにつれて，再現率及び F値が著しく
低下していることが分かる．これは，抽出できたモ
デルは全て電柱であった（適合率）ものの，抽出漏
れがある（再現率）上に走行速度が上がるにつれて
その数が多くなっているということを示している．
この原因としては，MMSのレーザスキャナのレー
ザの角度が，水平方向に対して 90° となるように
搭載していることが挙げられる．
図 10に，車速が変化した場合のスキャンライン

間隔の変化について示す．車速を上げるにつれて
3D点群が創り出すレーザの走査線（スキャンライ
ン）の間隔が大きくなるため，電柱の自動抽出に必
要なスキャンラインの本数が不足したことが再現率
及び F値が低下する要因として考えられる．実際
に，得られるスキャンラインの本数を計算すると，
50Hz のレーザスキャナを搭載したMMSが，直径
30cmの電柱にて 10km/h で 3D点群を取得した場
合は 5本，30km/h の場合で 1本である．一つの
円を 3D点群から推定する場合，最低でも 3点必要
となる．そのため，垂直方向で走査した場合，
17.5km/h 以上の速度で走行すると電柱の 3Dモデ
ル化に必要な円モデルを抽出することができないこ
ととなる．
MMSにて 3D点群を取得する際に走行可能な速

図9　電柱の傾き及びたわみの分離手法

表1　電柱の抽出率（垂直にレーザスキャナを走査）

走行速度 適合率 再現率 F 値

10 km/h 100.0% 56.3% 0.720

20 km/h 100.0% 31.3% 0.476

30 km/h 100.0% 13.5% 0.239

40 km/h 100.0% 7.3% 0.136
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度を向上させることは，本技術の実用化を鑑みた場
合，公道での他車両の通行を妨げないこと，3D点
群の取得に必要な時間の削減（コスト低減）となる
ことから，前述の課題を解消する必要がある．そこ
で，MMSに搭載するレーザスキャナ及び抽出アル
ゴリズムについて，下記 2点に示す最適化をそれ
ぞれ実施した．
・レーザスキャナの搭載角度を斜め方向とする
・	スキャンライン間に新たにスキャンラインを創
出するアルゴリズムとする

図 11に，斜め方向に 3D点群を取得した場合の，
3D点群と走行速度との関係性を示す．
MMSに搭載するレーザスキャナの走査方向を斜

めにした場合，MMSの走行速度を大きくするとス

キャンラインの間隔が大きくなることは
変わらないが，縦方向にスキャンした場
合と比べて，電柱に多くのスキャンライ
ンが走査できるため，電柱の自動抽出を
実施できる可能性は大きくなる．
加えて，前節にも記載したとおり，ス

キャンラインとそれを構成する 3D点群同
士の位置関係から，その中央に新たなス
キャンラインを創出するアルゴリズムを
実装することにより，直径 30cmの電柱
がMMSから 10mの距離に位置していた
場合，新たに創出したスキャンラインを
含めた，スキャンラインの本数は電柱の
下端で 135 本となる．このことから，垂
直方向にスキャンした場合と比較して，
より正確な 3Dモデル化が可能となってお
り，より高速な走行をした場合でも，高
い F値を維持することが期待できる．
表 2に，レーザスキャナを斜め方向に

走査するように設置して取得した 3D点群
を，スキャンラインを創出するアルゴリ
ズムを用いて 3Dモデル化した結果を示
す．なお，実験は表 1 と同じ実験環境，
電柱本数に対して，平均速度 10，20，

30，40km/h にて走行させたMMS により取得し
た 3D点群を用いて 3Dモデル化した結果である．
表から，走行速度を上げるにつれて，表 1では

低下していた再現率及び F値が高い値を維持して
いることが分かる．これは，走行速度の増減にかか
わらず，抽出漏れがほぼなく（再現率），抽出がで
きたモデルは全て電柱であった（適合率）ことを示
している．これらの結果から，MMS に搭載する
レーザスキャナ及び 3Dモデルの抽出アルゴリズム
について，レーザスキャナの搭載角度の最適化及び
新たな抽出アルゴリズムの実装により，3D点群の
取得における速度依存性を抑制することができた．

3.3　3Dモデルの精度（傾き及びたわみ）
3Dモデル化した電柱における傾き及びたわみの

精度を明らかにするために，長さや角度の測量に用
いられるトータルステーション（TS）を用いて比
較を実施する．図 12 に本検討で用いた TSの外観
を示す．TSの長さ及び角度における精度はそれぞ
れ 2mm+2ppm及び 5" である .
図 13に TSにて高精度に測量した電柱の傾きと，

MMSを用いて計測した電柱の傾きについて，実験
環境における電柱のうち 12本の電柱を比較した結

図10　 垂直方向で取得したスキャンラインとMMSの走行速度との
関係性

表2　電柱の抽出率

走行速度 適合率 再現率 F 値

10 km/h 100.0% 100.0% 1.000

20 km/h 100.0% 99.0% 0.995

30 km/h 100.0% 100.0% 1.000

40 km/h 100.0% 95.8% 0.979

図11　 斜め方向で取得したスキャンラインとMMSの走行速度との
関係性
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果を示す．ここで，横軸及び縦軸はそれぞれ TSを
用いて測量した電柱の傾き及び 3Dモデルから測定
した電柱の傾きを表す．なお，MMSによる 3D点
群の取得は平均速度 10km/h にて実施した．
図から，双方の測定結果を比較すると，傾きが

1º 以内の範囲で精度良く一致していることが分か
る．このことから，3Dモデル化した電柱の傾き測
定が高精度に実施できることを確認した．
次に 3Dモデルにおけるたわみの精度を確認する

ため , 図 13 における 3本の電柱（電柱A，B，C）
において，電柱下端を原点とした電柱の中心位置に
おける高さ方向の変位を図 14に示す . ここで，横
軸が電柱の高さ，縦軸が電柱の中心位置における変
位を表す．
図から，各々の電柱において，3Dモデルと TS

にて測定した電柱の中心位置における変位を比較す
ると，3本の電柱のそれぞれにおいて，3Dモデル
の測定と TS測量の結果が良好に一致しており，最
大でも 2cm以内の誤差で分布していることが分か
る．また，高さ方向における変位の分布を詳細に見
ると，電柱Aは，電柱の高さと中心位置の変位が
ほぼ比例する．すなわち，電柱の中心軸と基準軸の
かい離が少ないため，電柱が単純な傾斜をしている
ことが分かる．一方，電柱 B，Cは，電柱 Aと異
なり，電柱の高さと中心位置の変位が比例していな
い．すなわち，電柱の中心軸が基準軸から乖離して
いることから，電柱にたわみが生じていることが分
かる．このことから，3Dモデル化した電柱のたわ
み測定が高精度に実施できることを確認した．
次に，実験環境における 96 本の電柱について，

平均速度 10，20，30，40km/h にて走行させるこ
とによって，合計約 400 本分の電柱を 3Dモデル
化し，それぞれのモデルにおける傾きとたわみを
TSと比較し，その誤差を「ぶれ量」として計測し
た．図 15に 400 本分の電柱における 3Dモデルと
TSのぶれ量を示す．ここで，横軸及び縦軸はそれ

ぞれ傾き及びたわみの値及び各々の階級値における
電柱モデルの数を表している．傾き及びたわみのぶ
れ量における最大値はそれぞれ 1.0°，1.9cm，平
均値はそれぞれ 0.2°，0.5cm，中央値はそれぞれ
0.2°，0.4cm であった．また，傾き及びたわみに
ついても，速度依存性は認められなかった．
この結果は，約 10mの長さを有する電柱におい

て定量的な傾き・たわみの計測を高精度に実施する
ことが可能であることを示している．これは，
MMSにて取得した 3D点群を本技術にて 3Dモデ
ル化することで，実際に電柱が布設されている場所

図13　TSを用いた電柱の3Dモデルの傾きにおける比較

図14　TSを用いた電柱の3Dモデルの変位における比較

図15　電柱における計算値と実測値のぶれ量

図12　トータルステーション（TS）
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に赴かずに机上で安全性を確認することができるた
め，点検業務の抜本的な効率化を実現できる可能性
を示している．

 5	 まとめ
現在，NTTにてサービス提供している FTTHな

どのサービスは，電柱・ケーブルなどの所外設備を
用いている．近年は膨大な所外設備の安定した維持
管理に加え，保守人員の減少が課題であるため，ア
クセスネットワークにおける保守・点検業務のより
一層の効率化を目的として，研究・開発を実施して
いるMMSを用いた 3D設備管理技術について報告
した．本稿では，MMSを用いて取得した3D点群か
ら，電柱をモデル化する場合において，抽出アルゴ
リズムの最適化などを通じて電柱の傾き・たわみを
高い F 値にて高精度に実現し，点群の取得時の
MMSにおける速度依存性を抑制することが可能と
なったことで，高い精度にて3Dモデル化が可能で
あることを示した．今後は，モデル化を実施する対
象物の拡大やモデルなど，3D設備管理技術の更なる
高性能化に加えて，実際の保守・点検業務において
適用した場合に，どのような効果が得られるかを詳
細に算定するなど，実用化に向けた検討を実施する．
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1 要約
AI に効果的な意思決定をさせるための次世代データ

分析技術として，処方分析（prescriptive analysis）が
注目されている．この解説では，小売業務における商品
価格最適化という具体的な応用に沿って，処方分析の紹
介と，その技術課題を解説する．

2 導入
近年のAI ブームに伴い，様々な産業において機械学

習技術に基づく予測分析が導入されている．予測分析の
応用先の例として，店舗における商品需要予測や，電力
需要予測，会員サービスにおける解約予測などが挙げら
れ，産業分野も多岐に渡る．また，ゲームAI（チェス，
将棋，囲碁…）の分野において，人間を超える意思決定
を行えるAI の活躍が注目されている．予測分析の発展
と，ゲームにおける意思決定AI の発展に伴い，「人間
の意思決定がAI に代替される日も近い」という論調が
絶えない一方で，ゲームにおける意思決定と実応用にお
ける意思決定は異なるという意見もある．
AI に意思決定をさせるための次世代データ分析技術

として，処方分析（prescriptive analysis）が提唱され
ている．処方分析は北米のマーケットにおいては普及し
ている概念であり，「何が起こるか」を示す予測分析と
比較して，「何をすべきか」を提示するのが処方分析の
特徴である．実応用においてAI に効果的な意思決定を
させることは，いかにして処方分析を達成するか，とい
うことに言い換えることができる．
この解説においては，処方分析を，価格最適化という

具体的な応用に沿って紹介し，処方分析の付加価値を説
明するとともに，処方分析の技術的課題を紹介する．特
に，以下の三つの疑問に答えることを目標とする．
疑問（ i ）： なぜ予測分析の枠組みではAIが（人間を

超える効果的な）意思決定をできないのか
疑問（ⅱ）： 処方分析（AIによる意思決定）を行うに

はどのような状況設定が必要か
疑問（ⅲ）：処方分析における技術課題は何か

3 数理最適化に基づく処方分析
処方分析の概念を，価格最適化という具体的応用に

沿って紹介する．

3.1　小売店舗における価格最適化問題
小売店の店主の立場で，図 1に表される過去の販売

履歴データを基に，複数商品の価格設定を決定するとい
うタスクを考える．図 1は，三つの飲料の価格設定と，
対応する販売数の履歴データの例である．ここでの目的
は売上額＝価格×売上数を最大化することとする．（利
益＝売上額－コストの最適化も同様に定式化できるた
め，記述の簡単化のために売上額を考える．）

3.2　価格最適化における予測分析の限界
以上に紹介した価格決定業務において，予測分析を用

いる場合の典型的な定式化手法を考える．

・店主行動予測
過去に店主が天気や季節などの情報を用いて価格を

決定している場合に，店主の決定する価格設定をAI に
予測させることで，店主の意思決定をAI が代わりに行
うことができるだろう．しかし，この手法で店主が想定
できないような売上額の増加を達成することは，原理的
に不可能である．このアプローチの利点と欠点を以下に
まとめる． 
利点：AIにより意思決定の自動化が可能
欠点：人間の意思決定以上の効率化ができない
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・売上数予測
過去の価格設定と売上数の関係を予測し，それを参考

に人間が意思決定を行うことで，売上額を増加させるこ
とが可能である．しかし，このアプローチは人間が介在
し，AI の予測結果を人間が解釈，判断することが必要
である．また，図２の交差弾力性を例とする複雑な商品
間の相互作用に基づき，価格設定を人力で効率化するの
は困難である．以上の内容は以下のようにまとめられ
る．
利点：人間の意思決定の改善
欠点： AI による自動化ができない．予測結果の活用

が困難
以上に典型的な予測分析のアプローチを二つ挙げた

が，予測分析の枠組みにおいて意思決定の自動化と売上
額の改善を両立することができないことが分かる．この
予測分析の限界が，疑問（ i ）の回答である．

3.3　処方分析による価格最適化
AI による意思決定の自動化と効率化を両立するため

に，処方分析を，予測に基づく数理最適化として定式化
しよう．予測に基づく最適化は，以下のように予測と最
適化の二段階によって構成される：商品 n（n＝ 1, 2,…, 
N）に対して，価格を xn, 売上数を ynで表す．

予測：売上数を価格の関数として表す

yn ＝ fn （x1, x2, …, xN）

最適化： 予測式を基に，売上額を最大化する価格設定
を求める

max ∑
N

n＝1
 xn yn ＝∑

N

n＝1
  xn fn （x1, x2, …, xN）

   s.t.　xn∈｛0.5Ln, 0.6Ln, …, Ln｝

ここで，fn は価格と売上数の関係式であり，Ln は商
品 n の定価（list price）として，定価，1割引，…，5
割引を価格候補としている．ここでは簡素化のために価
格候補を以上のように決めているが，実際は様々な価格
候補を用いることができる．予測を行い，予測式を入力
として数理最適化を行うのが，数理最適化に基づく処方
分析である．
予測に基づく最適化を行うには，予測に用いるデータ

に加えて，最適化を定式化するために以下の二つの情報
を機械に追加で入力する必要がある．
目的関数： 最大化する対象（売上額）の表現（価格×

売上）
制約：設定できる価格候補
疑問（ⅱ）に対する回答として，処方分析を行うため

には，予測分析の設定に比べて，意思決定の目的と制約
を，AIに入力する必要がある．

4 数理最適化に基づく処方分析の技術課題
前章では，価格最適化は販売数予測と予測式に基づく

最適化として定式化されることを紹介した．予測と最適
化各々は盛んに研究されているので，これらを用いるこ
とで処方分析を容易に実現できるように思われる．しか
し実際は，予測と最適化を組み合わせることによって，
新たな技術課題が生じる．ここでは，図３の予測最適化
の各段階で生じる四つの問題である，①因果モデルと予
測モデルの違い，②予測モデルと最適化モデルの相性，
③最適化における予測誤差の影響，④楽観性バイアスの
問題，を紹介することにより，疑問（ⅲ）に回答する．

4.1　予測モデルと因果モデルの違い
たとえ十分なデータが得られ，高精度の予測モデルが

得られたとしても，最適化には不適な場合がある．この
現象を，具体例を用いて解説しよう．
傘の価格最適化をするために，傘の需要予測をするこ

とを考えよう．履歴データにおいて，店主は雨の日に傘
が売れることを知っていて，雨の日には高額で，晴れの
日には低額で傘を売っていたとする．傘の売上数は，晴

図1　 価格最適化に用いる販売履歴データ．価格設定と，
対応する販売数の履歴が与えられる．

図2　 交差弾力性の説明．代替可能な関係にある２商品（み
かん，りんご）の片方を割引すると，もう片方の需
要が減少する．

解説　処方分析に基づくAI の意思決定自動化における技術課題 47

小特集 IoT×AIが描く未来



Technology Reviews and Reports 小特集 IoT×AIが描く未来解　説

れの日に少なく，雨の日に多いとする．履歴データにお
いては，価格が高い日（雨の日）には売上数が多く，価
格が低い日（晴れの日）には売上数が少ないので，「値
段が高いほど売れる」という予測モデルは高精度であ
る．しかし，この予測モデルを基に晴れの日に高額で傘
を売った場合には，予測モデルからは想定できない売上
数の減少を招くだろう．
この現象は，予測モデルと因果モデルの混同により引

き起こされている．予測に基づく最適化を行うために
は，単に予測精度の高いモデルではなく，因果的に正し
いモデルを用いなければならない．このケースにおいて
因果モデルは図４の左に示されるが，予測式は図４の右
の因果を表現している．一般に，データから因果を完全

に推定する手法は存在しない．（データからは，図４の
左と右を区別することはできない．）
データからできるだけ因果情報を取り出す「因果推

論」という手法が存在する（1）．しかし，因果推論には
非常に大きなデータを必要とするなどの制約がある．

4.2　予測モデルと最適化モデルの相性
仮に正しい因果モデルが得られたとしても，価格と売

上数の関係モデルがブラックボックスの場合に，最適化
が非常に困難となる．また，予測モデルがホワイトボッ
クスで与えられたとしても，最適化アルゴリズムによっ
ては計算時間がばく大となる可能性がある．
解決策として，予測モデルとして異種混合学習（2）の

ようなホワイトボックスのモデルを用いることが有力で
ある．また，価格最適化に関しては，交差弾力性と劣モ
ジュラ性の関係を基に，高速なアルゴリズムが提案され
ている（3）．このように，問題の性質を用いた最適化ア
ルゴリズムを使用することが有力である．

4.3　予測モデルの誤差の影響
有限のデータを用いて計算された予測モデルは必ず

誤差を含む．誤差を含む式を用いて最適化を行うと，最
適化を行う前に比べて売上額が悪化することがある．こ
の予測誤差の影響を低減する方法として，ロバスト最適
化法が知られている．ロバスト最適化は，予測誤差に応
じたペナルティを加えて最適化を行うことで，データが
少なく誤差が大きい，不確かな戦略（5割引など）を避
け，データが大きく誤差が小さい，確かな戦略（定価な
ど）を選びやすくする効果をもたらす．
図５は，文献（4）の論文における価格最適化に対す

るロバスト最適化の適用結果である．単純な予測＋最適
化（λ ＝ 0）に比べて，適切なペナルティを加えたロバ

図3　 予測に基づく最適化のフローと，各段階で生じる技
術課題の対応．

図4　 傘の販売数を表す真の因果関係（左）と予測式を最
適化に用いたときに誤認される因果関係（右）．
オレンジの矢印は正の作用を表し，青の矢印は負の
作用を表す．

図5　 ロバスト化による利得の向上と偏差の低下（文献
（4）から引用）．横軸は予測誤差に応じて加えるペ
ナルティの大きさを表し，縦軸は平均利得，エラー
バーはその偏差を表す．

図6　 最適化により生じる楽観性バイアス．
青線が予測最適化により求められた戦略における見
積もられた利得，緑線が真の最適戦略における利得，
赤線が求められた戦略における真の利得．
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スト最適化（λ ＝ 3）は平均売上額とその偏差（リスク）
の両面において優れていることが分かる．このように，
予測誤差に応じた適切な最適化法を用いることが重要で
ある．

4.4　楽観性バイアスの問題
4.3では予測誤差が最適化により選ばれる戦略へ悪

影響を与えることを説明したが，これに加えて，最適化
は予測誤差を都合良く解釈し，売上額の改善を過剰に見
積もってしまうというバイアスの問題が知られている（5）．
図６は，真の最適売上額をまたいで，最適化後の売上額
見積もりと実際の売上額の間に大きなかい離があること
を説明している．予測に基づく最適化を実用に移す場合
には，このバイアスを考慮して効果を見積もる必要があ
る．

5 まとめ
この記事では，AI に自動で効率的な意思決定をさせ

るための処方分析の紹介と，その技術課題の解説を行っ
た．処方分析によりAI に自動で効果的な意思決定をさ
せるためには，人間が意思決定の目的と制約を明確化
し，様々な技術的課題に注意深く対処することが重要で
ある． 
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