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ICNの特徴

■情報検索の目的や対象をあいまい化することが可能[2]
・例：本当に検索したい場所の他にダミーの場所も一緒に指定
・例：本当に検索したいパラメータの上位概念のパラーメータで検索(小学5年生→小中学生)

■Z記法[3]などを使用して検索する位置や時間範囲を任意に設定可能
・例：「横浜市都筑区内の監視カメラの映像」など検索地域を限定
・例：「横須賀市内の13:00-14:00の間の温度計の情報」など時間範囲を限定

■COPSS[4]などを用いて情報提供者の移動に追随可能
・例：情報提供者が移動に伴って位置登録を更新

■属性暗号により情報提供者側から提供可能な提供先の属性指定が可能[6]
・例：カメラ映像を警察や消防には提供してもよいがその他へは提供不可など設定
・例：在宅情報を特定の宅配業者にだけは提供してもよいが他へは提供不可など設定

■情報のキャッシングが可能[7]
・例：他の情報取集者が収集したデータは情報転送ルート上のノードにキャッシングされ、他の情
報収集者が同一の情報を収集する場合はキャッシュから取得可能(ネットワーク負荷低減)

・例：情報提供者がネットワーク接続不可能になった場合でもキャッシュ上に情報が残っていれば
情報取得可能(コンテンツ保有者のネットワーク接続が切れてもコンテンツ取得可能)
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ICNを用いるメリット
■多数のデバイスの情報を一括で取得可能：IP網の場合はデバイスごとにIPを指定して情報を収集するが、

ICNでは指定した属性に合致するデバイスの情報が一括で取得できる

■IPが不明なデバイスの情報も取得可能：IP網では検索エンジンなどで情報を保有するデバイスのIPを取得し
て情報を取りに行くが、ICNではIPが不明であっても指定した属性に一致したデバイスの情報が収集できる

■ネットワーク内に情報のキャッシュが可能：IP網では情報源のデバイスのIPを指定して情報を取得するが、
ICNでは情報の属性が合致すれば情報が取得できるため、ネットワーク内に情報をキャッシュしておけば、
情報源のデバイスまで辿らなくても情報が取得できる
特に、多数のユーザがアクセスするような人気の情報などに有効である
また、開示先を限定したい情報であっても属性暗号化を施せばキャッシングが可能である

■デバイスが移動する場合でも情報が取得可能：IP網ではデバイスの移動でIPが変わってしまうとそのデバイ
スの保有する情報が取得ができなくなるが、ICNではデバイスが移動しても指定した属性に合致すれば情報
が取得できる
更に、ICNでは情報がネットワーク内にキャッシュされていれば、例え情報元のデバイスがネットワークから
外れても情報が取得できる

■デバイスやノードでのデータ加工が可能：IP網では情報はそのまま取得するが、ICNでは動画などの大容量
データやプライバシー保護が必要な情報については、デバイスやネットワーク内のノードで、指定された属性
の情報に必要な最低限の情報に加工して提供することができる

■情報取得先のあいまい化：情報を取得したい属性の範囲を意図的に広くすることで、取得したい情報をあい
まい化できる(ex.位置指定の場合：情報を取得したい位置以外の位置も指定することで目的の位置があい
まい化できる)
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ICNの特徴を活かしたIoTソリューションの例

ｿﾘｭｰｼｮﾝ 火事検出 犯人追跡
荷物集配

集配業者側 集配先側

概要 消防が特定地域の
温度計情報を収集
し火事を検出

警察が監視カメラ
の映像を辿って犯
人を追跡

集配先情報と荷物
IDから最適配送
ルートを決定

自宅あて荷物の配
送予定を取得

情報 温度など
画像

カメラ映像 荷物のID
トラックの位置
集配先情報(個人宅
在宅情報含む)

荷物のID
トラックの位置
集配予定

情報収集者 消防 警察 集配業者 個人宅
集配BOX

情報収集時
の属性指定

エリア限定 エリア(小エリア)と
時刻を限定

エリア限定
集配要望内容限定

エリア限定
自宅宛荷物限定

開示先限定 画像は消防のみ 警察のみ 集配先のみ 集配業者のみ

ICNの効果 エリア内情報一括取
得、不特定デバイスか
らの情報取得、エッジ
での情報加工、キャッ
シュ、情報秘匿/あい
まい化

エリア内情報一括取
得、不特定デバイスか
らの情報取得、エッジ
での情報加工、時刻
限定、情報秘匿/あい
まい化

エリア内情報一括取
得、移動デバイスから
の情報取得、情報秘
匿/あいまい化

エリア内情報一括取
得、移動デバイスか
らの情報取得、情報
秘匿/あいまい化



4

火事を検出するソリューション(1)

■構成：
・情報収集者：消防署員(消防用PC)、個人(個人スマホ)
・情報1：各地にある温度計の温度情報 (誰でも取得可能)
・情報2：各地にある映像情報 (消防署のPCでしか解読できない暗号をかけておく、ただし個人
スマホはその個人の自宅の映像だけは解読可能としておく)

■火事検出方法：
・情報収集者は定期的に、監視エリア内の温度情報を取得
・温度情報がある閾値を越えた場合は火事の可能性ありとして、その場所の映像を取得
・消防用PCは映像を解析して火事かどうかを判定、個人スマホは閾値を越えた温度がその個人
の自宅である場合のみ映像を見ることが可能

■小規模実験装置：
・ICNにはIP上で動作するCOPSSを、暗号はABEを、それぞれ実装
・監視エリア内に4つのエリアを設けて、それぞれに温度計とカメラのペアを配置
・消防PCと個人スマホの2つの情報収集を同時に実行(実験装置ではいずれもPCで実現)
・ある特定の温度計のみドライヤーで加熱して閾値を越える温度にした際に以下を確認
⇒温度情報が加熱によって変動すること、温度が閾値を越えた場合に映像取得を開始
⇒閾値を越えた温度計が当該個人宅のあるエリアであれば両PCともに映像が表示されるが、
その他エリアでは消防側のみ映像表示されて個人側は映像表示されない

※IP上に実装したCOPSSとABE暗号で所望の動作ができることが確認できた



5

火事を検出するソリューション(2)

■デモ装置の概要
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火事を検出するソリューション(3)

■デモ装置の写真

消防PC
個人スマホ(実験ではPC)温度計(/0/0,/0/1)

温度計(/0/2)

温度計(/0/3)

カメラ(/0/1)

カメラ(/0/2)

カメラ
(/0/0)

COPSS用
Randezvous
Node

カメラ(/0/3)
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火事を検出するソリューション(4)

■実験映像(動画)
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犯人を追跡するソリューション(1)

■構成：
・情報収集者：警察署(警察用PC)
・情報1：各地にある防犯カメラの映像

■犯人追跡方法：

・事件が発覚した場合、事件現場をトレース開始地点、事件発生推定時刻をトレース開始時刻と
してトレースを開始

・警察用PCから地点と時刻を指定して防犯カメラ映像を収集し、犯人映像の有無を判定
・犯人映像があればトレース地点と時刻を変更してトレースを継続、映像がなければ地点や時刻
の捜索範囲を広げながら映像を観測

・トレース時刻が現時刻に近くなったら、トレース結果の場所に急行して犯人を逮捕

■シミュレーション：
・64X64(1辺100m)のメッシュの仮想地域上で犯人逃走モデルを構築して追跡
・カメラと犯人の距離が100m以内の場合に犯人検出可能としてモデル化
・犯人検出可能な場合においてもある確率で未検出、犯人がいなくてもある確率で誤検出が発
生するようにし、外乱へのロバスト性も評価

※防犯カメラの映像をICNで効率よく収集することで犯人追跡が可能であることがわかった
また、追跡アルゴリズムによってはある程度の誤検出があっても追跡ができることがわかった
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犯人を追跡するソリューション(2)

■犯人追跡のイメージ
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犯人を追跡するソリューション(3)

■トレースアルゴリズム：
・方式1(エリア拡大を優先する方法)：前回推定位置から検索を開始し、犯人を検出したカメラが
見つからなければ、捜索エリアを前回位置の周りに1回り大きくする。エリア拡大の規定回数
まで見つからなければ、時間を1つ増やしてまた前回推定位置から順次エリア拡大をする。こ
れを繰り返す。

・方式2(時間拡大を優先する方法)：前回推定位置から検索を開始し、犯人を検出したカメラが見
つからなければ、同じ位置で時間を1つずつ増やして検索を続ける。時間拡大の規定回数ま
で見つからなければ、エリアを1回り大きくして繰り返す。

・方式3(時間とエリアの拡大を融合させる方法)：犯人を検出したカメラが見つからなければ、時
間とエリアで構成される3次元空間において半球状に検索範囲を拡大し、これを繰り返す。

■評価方法：

・犯人映像が見つからない場合は捜索範囲を広げて捜索を繰り返すが、捜索範囲を広げるにお
いては、エリアも時間も最大範囲を設定しており、これを超える場合は「LOST」として捜索を終
了する

・LOSTせずに最終時間に到達した場合を成功として、
検索成功率＝検索が成功した回数／試行回数

を評価指標とする
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犯人を追跡するソリューション(4)
■成功例

■LOST例
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犯人を追跡するソリューション(5) 誤検出=0%
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犯人を追跡するソリューション(5) 誤検出=0.512%



14

犯人を追跡するソリューション(6)

■犯人の検出をデバイス側で実施させてもよいか、その場合はインタレストに画像を用いること
が可能(静止画像、音声、動画像など電子ファイル化できるものであれば何でも可能)

■何度も同じデバイスに
同じ画像を送信するよ
うな場合は、キャッシン
グを用いて再送を省略
することも可能

■異なるデバイスへの送
信であっても、送信
ルートが同じ区間があ
れば、途中のノードに
キャッシングしておき、
ネットワーク負荷を低
減することも可能
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荷物を集配するソリューション(1)

■構成：
・情報収集者：荷物集配業者(集配サーバ)、個人宅(個人用PC)
・情報1：トラックに積載されている荷物のID(荷物にRFIDを貼り付け、トラックに搭載のRFIDリー
ダで積載荷物を随時確認し、その情報をサーバにアップ)

・情報2：トラックの位置情報(トラックに搭載のナビゲーションまたはGPSを使用)
・情報3：個人宅の在宅情報(配送業者にしか解けない暗号化を実施)
・情報4：集荷情報(個人宅あるいはコンビニなどの集荷所)
・集配サーバとトラックの情報のやりとり：LPWA(セルラ,非セルラ)を使用

■荷物トレース方法：
・荷物にはRFIDを貼り、配送先情報等が格納された集配サーバにてIDを管理
・トラックの荷台にある荷物に対して、一定時間ごとにIDを読取り、積載情報に変化が生じたらト
ラックから配送サーバに情報を送信(どのトラックにどの荷物があるかを常に管理)
荷台から荷物が消えた場合は配送完了かどうか確認

・個人用PCは、配送サーバを介して自分宛の荷物の所在地を検索(ICNを用いて検索可能)
・トラックは、集配サーバを介して個人宅の在宅情報を取得(ICNを用いて取得可能)して集配
ルートを最適化、再配達も同様に集配ルート最適化が可能

■実証実験：
・実験装置・機材等の準備中
※小規模のモデルで実証を行う予定
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荷物を集配するソリューション(2)

■イメージ図

梱包後荷物

RF-ID

個人宅からのTracking
在宅情報の発信

業務用Handyによる
完了通知・ID廃棄

配送照会
積荷確認
温度Tracking
配送ルート(残積荷での再検索)

セルラ
LPWA
(広域)

セルラ

集配サーバ

非セルラLPWA
(限定エリア内)

RF-ID Reader

RF-ID伝票

非セルラLPWA
(近接トラック間)

セルラ,WiFi

固定回線

・RFIDのIDと配送先などの情報の対応付け
・最適配送ルートの算出
・在宅情報の収集と管理
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荷物を集配するソリューション(3)
■集配業者が最適配送ルートを算出する場合：
・集配サーバはトラックを指定してそのトラックの全積み荷のIDを取得
・集配サーバはトラックに搭載されている積み荷の配送先の在宅情報を取得(当該の配送業者への
在宅情報開示が可能な住宅の情報のみ取得)、その際には配送先のあいまい化を行う

・集配サーバは配送先が在宅の積み荷を抽出して最適ルートを算出(在宅情報提供不可の宅は在
宅とみなすが、在宅情報提供にインセンティブを与えることで在宅情報提供宅をなるべく増やす)

・集配サーバはトラックに最適集配ルートを送信(在宅情報はリアルタイムに収集してルートに反映)
・在宅情報開示可能な住宅への配送がある場合はその宅へ配送予定時間を送信(Push配信)

×

×

〇

〇

〇

〇

×
〇在宅

×不在

Amedon書籍
6月19日
13:30頃
配送予定

集配サーバ
在宅情報

在宅情報

最適集配
ルート

配送予定を
Push送信
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荷物を集配するソリューション(4)

■在宅者が自分あての荷物の配達有無や配送時間を確認する場合：
・集配サーバが積み荷のID情報を取得するのは前例に同じ
・個人用PCから集配業者を指定して、本日自分宛の配送荷物があるかの情報を取得(情報Pull)
・もし自分宛の配送荷物があれば、集配サーバに問い合わせてその荷物の配送予定時間を取
得(情報Pull)

・予定時間に不都合があれば、配送希望時間を集配サーバに送信して配送ルートを変更しても
らう(リアルタイムに最適ルート計算に反映)

× 〇

〇

〇

〇⇒×
(変更)

×
〇在宅

×不在

Amedon書籍
6月19日
13:30頃
配送予定

OK 変更

集配サーバ

配送希望変更により
集配ルートを変更

最適集配
ルート
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まとめ

■ICNの特徴やメリットを抽出

■ICNの特徴を活かしたソリューション例を3つあげて検討
・火事検出：小規模実験装置により、COPSS方式とABE暗号で所望の動作ができることを確認
・犯人追跡：シミュレーションにより、点在するカメラ映像から犯人追跡が可能であることを確認

また、多少誤判定があっても追跡できる方式を考案
・荷物集配：ユースケースをまとめ、小規模実験の準備を開始

■今後は、荷物集配の実験を行いながら、 ICNに無線環境を取り込んだ場合特有の課題を抽出
してその解決策を検討する予定
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本研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究により得られたものです。


