
FUJITSU. 66, 4, p. 55-61 （07, 2015） 55

あ ら ま し

IoT（Internet of Things）は，全てのモノ，ヒト，コトがつながる環境が整備され，集
められたデータが価値ある情報としてヒトに様々な体験を与えたり，判断の支援や新し

い発見をもたらしたりする。従来のソーシャルビッグデータに加えて，IoTによる新しい
ビッグデータの活用が形成されようとしている。IoTによる新しいビッグデータを活用す
るには，大量の機器やセンサーから発生する大量なデータの中から有効なデータを探し

出し，収集したデータの分析をリアルタイムに，かつ高度なセキュリティ処理をすると

いった要件が挙げられる。更にそのような要件が時間や期間，イベントなどの外部環境

に応じて変化することが考えられる。これらの要件を1か所で対応するのではなく，エン
ドポイント，ゲートウェイ，クラウドなど様々な場所に処理を分散させることや，どこ

でどのような処理をすれば効率的かなど，要件や環境によって動的に変更できる機能が

重要になる。その際，各コンポーネントをつなぐネットワークによる分散システムが重

要な役割を果たすことになる。

Abstract

The Internet of Things (IoT), an environment for connecting all things, people and 
events, provides a variety of experiences and offers decision-making support and new 
discoveries to people by allowing them to use gathered data as valuable information.  In 
addition to the existing social big data, enterprises are starting to utilize big data based 
on this new IoT technology.  Assumed conditions specific to IoT include the condition 
that large volumes of data are generated from numerous devices and sensors, and 
such data may contain pieces of data that do not provide useful information or require 
real-time processing and advanced security processing.  In addition, these conditions 
may vary depending on factors of the external environment such as the time, period 
and event.  To meet these conditions, it is important to distribute processing steps over 
various locations including endpoints, gateways and clouds, rather than performing 
all processing tasks in one location.  It is also necessary to have a function to allow 
dynamic changes to be made depending on what processing needs to be performed, and 
where, according to the requirements and environment to achieve high efficiency.  In 
the process, a distribution system based on a network connecting between individual 
components plays a key role.

● 須賀高明

新しいビッグデータ活用を支える
IoTプラットフォーム

IoT Platform for Utilizing New Big Data



FUJITSU. 66, 4 （07, 2015）56

新しいビッグデータ活用を支えるIoTプラットフォーム

データをできるだけそぎ落とし，有効なデータを
探し出すプロセスが重要になってくる。
（3） セキュリティ処理
セキュリティと一言でいっても範囲が広い。IoT
ならではの要件としては，センサーや機器といっ
たエンドポイント側に必ずしもPCやスマートデバ
イスのようなインテリジェンスやリソースが期待
できるとは限らない点が挙げられる。むしろ，そ
のような期待ができるケースの方が圧倒的に少な
いと思われる。
（4） 要件の動的変化
この要件をクリアすることが最も難関と思われ
る。IoTでは，システムに接続されるエンドポイ
ント数や発生するデータ量といった規模，あるい
は上述のリアルタイム処理やセキュリティ処理と
いった要件が，イベントや時間などの環境によっ
て変化する。例えば大型ショッピングモールに設
置されているカメラを用いて各店舗への来店者数
を把握するシステムがあるとする。普段はカメラ
の映像は不要で，カメラ映像から人数を抽出する
画像分析によって人数のデータを蓄積しておけば
よい。しかし，迷子になった子供を探すといった
突発的なイベントが発生した場合，「青い服を着て
いる」という特徴を捉えて画像を分析し，該当す
るカメラを抽出し，監視センター側からそのカメ
ラ映像を確認する必要がある。更にプライバシー
に考慮すれば，青い服を着ていない人の顔にモザ
イクをかけるといったリアルタイム処理が求めら
れる。
大量のデータが発生し，エンドポイント側のリ
ソースやインテリジェンスが期待できない環境の
中で，有効なものをどう見極めるかが重要である。
本章で挙げたIoTならではの要件を並べてみると，
従来のシステムではなかった新たな要求が加わっ
ていることが分かる。

IoTシステムのコンポーネント

IoTならではの要件に対応するためには，どのよ
うなシステムが必要となるのか。まずは全体像を
図-1に示し，各コンポーネントについて説明する。
（1） エンドポイント
実際にデータを発生させる機器やセンサーを指
す。スマートデバイスや最近注目を集めているウェ

IoTシステムのコンポーネント

ま　え　が　き

IoT（Internet of Things）は，世界の政治や経
済のリーダーが集まるダボス会議を運営するWEF
（世界経済フォーラム）が提唱している「ハイパー
コネクテッド・ワールド」の原動力と言われている。
2020年には，およそ500億のモノやヒトがつなが
ると言われている。（1）もちろん，つなぐことだけが
目的ではなく，つなぐことによって集められた大
量のデータを価値ある情報に変える「ビッグデー
タ活用」と結びつくことにより，様々なイノベー
ションが起きることが期待されている。従来のソー
シャルビッグデータに加え，このIoTによる新たな
ビッグデータが形作られようとしている。（2）その適
用領域は製造，リテール，交通，ヘルスケア，ホー
ム，公共など幅広く，スマートシティなどの分野
を横断した適用の取組みも始まっている。
では，この新たなIoTによるビッグデータ活用を
支えるには，どのようなシステムが必要になるの
だろうか。富士通は，従来の企業システムやイン
ターネットとは異なる要件に対応するための新し
い機能が必要になると考えている。
本稿では，IoTによる新しいビッグデータ活用の
要件（以下，IoTならではの要件）に対応するた
めに必要となる機能の中から，特にIoTプラット
フォームに焦点を当て，富士通の技術や取組みに
ついて述べる。

IoTならではの要件

本章では，IoTならではの要件をまとめる。
（1） リアルタイム処理

IoTでは，大量のセンサーや機器からデータが発
生する。その中には，障害発生やしきい値を超え
たことの通知や収集したデータを分析し，結果を
すぐに現場にフィードバックするリアルタイム処
理が求められるデータが多く含まれている。
（2） データの有効性
ヒトの行動がソーシャルメディアに蓄積される
ソーシャルビッグデータと比べ，センサーや機器
からのデータも加わるIoTでは，データ入力にヒト
が介在しないため，必ずしも全てのデータが有効
とは限らない。むしろ，かなりの確率で不要なゴ
ミデータである可能性が高い。したがって，ゴミ

ま　え　が　き

IoTならではの要件
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（4） アプリケーション
ビッグデータやIoTによるつながりのシステム
を業務に生かす SoE（Systems of Engagement）
と，従来からある業務アプリケーションを指すSoR
（Systems of Record）から成る。このSoEとSoRが
連携，融合して新たなイノベーションを起こして
いく。（3）

（5） マネジメント
各コンポーネントが連携して実現できる管理系
のシステムを指す。システム，セキュリティ，リソー
ス，データといった面から管理する機能を有する。
分散システムの機能，役割については次章で詳し
く述べる。

IoTのキーテクノロジーとなる分散システム

IoTシステムが，IoTならではの要件に対応する
に当たり，キーとなるネットワークによる分散シ
ステムを中心に説明する。（4）

ネットワークによる分散システムの考え方，お
よび前章で説明した各コンポーネントの配置を
図-2に示す。IoTならではの要件で挙げたリアルタ
イム処理，データの有効性といった要件に対して，
従来型システムのように全てをクラウド側で処理
するのには限界がある。そこで分散システムのよ
うに処理を行う機能をデータ発生源である現場側，
クラウド側，あるいは広域ネットワーク内に具備
することで，機器やセンサーで発生したデータに
即したリアルタイム処理を現場に設置してあるGW
で行うことができる。またGWに分析機能を搭載し
ておくことで，生データではなく，分析した結果

IoTのキーテクノロジーとなる分散システム

アラブルデバイスも含まれる。
（2） IoTプラットフォーム
機器やセンサーからデータを収集する部分であ
る。本稿では，現場側に設置されるゲートウェイ
（以下，GW）と，ネットワークを介して接続され
るクラウドを含めてIoTプラットフォームと呼んで
いる。GWの役割は，直接ネットワークを介してク
ラウドにデータを送信する機能を持たない機器や
センサーからのデータを収集することや，逆に分
析結果から機器を制御する際のインターフェース
を担うことである。また，スマートデバイスがGW
の役割を担う場合もある。富士通は，GW専用装置
FUJITSU NETWORK M2M-GW for FENICSを
商品化している。
クラウドは，様々なアプリケーションとデバイ
ス，センサーを接続する際に共通的に必要となる
データ管理（データリポジトリ，正規化など）と，
デバイス管理を提供するプラットフォーム機能を
有している。更にアプリケーション開発の負荷を
軽減する役割も担う。
（3） ミドルウェア

IoTプラットフォームで収集，加工，正規化され
たデータを活用するための分析や見える化を行う
ビッグデータ活用ソフトウェアを指す。
大量に発生するデータを価値ある情報に変換し
ていくキーとなる部分である。代表的な技術とし
ては，バッチ処理の高速化，常にデータやツール
を追加・蓄積するための分析システムの深化，新
たな領域でデータを利活用するためのリアルタイ
ム処理が挙げられる。

ネットワーク

センサー

スマートデバイス/
ウェアラブル/PCアドホック

ネットワーク
機器

ゲートウェイ

クラウド

アプリケーション（SoE/SoR）

マネジメント
（システム，セキュリティ，
リソース，データ）

ビッグデータ活用ソフトウェア（分析・見える化）

アプリケーション

クラウド

ネット
ワーク
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図-1　IoTシステム全体構成
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発者は，処理，タグ付け（検出条件付け），検知，
通知の処理フローと配備ポリシーを策定する。配
備ポリシーとは，リソースを配備する際の基本的
なルールを定めたもので，例えば重視するものを
トラフィック抑制にするか，レスポンス優先にす
るかによって，配備の結果が変わってくる。この
リソース再配備の仕組みにより，開発者はインフ
ラ環境の変化に応じて人手で再設計，構築，運
用していた期間を大幅に短縮できる。また，ト
ラフィック削減・レスポンス性向上によるQoE
（Quality of Experience）向上，および人手では対
応できない数万台規模の分散システムに対しても
短期間で再配備が可能になる。一方，運用者もシ
ステムの変更への対応や最適化が自動化されるこ
とで，頻繁な変更にも運用工数を掛けずに迅速に

のみをクラウドに送信できるため，収集するデー
タの有効性の要件に対応することも可能である。
更にデータを送信する際に必要に応じてGWがデー
タを無害化（秘匿部分の暗号化など）することで
セキュリティの強化にもつながる。ただし，処理
機能を分散化しただけでは，IoTならではの要件（4）
の動的変化には対応できない。富士通が開発した
分散システム（5）は，この動的変化に対応するため，
一定の処理ルールやポリシーのもとに，処理を現
場で行うかクラウドで行うかを算出し，ダイナミッ
クに処理を再配置できる。その動作をリアルタイ
ムに状況監視することで，余剰リソースを見極め，
再度の処理位置算出・再配置を行う機能を具備
した。（2）

リソースを再配備する仕組みを図-3に示す。開

図-2　ネットワークによる分散システム

図-3　リソースの再配備
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GW①付近にいる公算が高まったとすると，GW①
の画像分析機能をOFFにして，リアル動画をクラ
ウドに転送し，迷子になった子供を探す。このと
き，GW①からの動画像転送にネットワークやクラ
ウドのリソースを多く割り当てられるよう，無関
係と思われるほかの場所のGW②，③はデータ転送
を停止していく。迷子になった子供を探すという
優先事項が発生した場合，一時的に来場者数や従
業員の動線が把握できないとしても，問題にはな
らない。
このように，分散システムを適用することによ
り，全てのカメラから動画像を転送できるだけの
リソースを用意する必要はない。つまり，ピーク
に合わせたシステム構成を取る必要はない。また，
迷子探しといった要件の変化に対しても，運用者
はポリシーを変更するだけで，目的を達成するた
めの，「どこでどのような処理を行えばよいか」と
いうリソースが自動的に配備される。
分散システムが適用されていない場合，このよ
うなケースに対応するためには，常時カメラ映像
をクラウドに転送し，更にはプライバシーを守る
ための画像処理を行うためのリソースをネット
ワークやクラウドで用意する必要がある。仮にGW
に画像処理機能を配備して処理を分散したとして
も処理が固定化されていると，イベントが発生し
た際の「リアルタイム動画像が欲しい」といった
要件の変更に対応できない。

対応できるといったメリットがある。

分散システムの適用例

「IoTならではの要件」の章の（4）要件の動的
変化を説明する際に取り上げた大型ショッピング
モールでの迷子検知を例に，分散システムの適用
例を示す（図-4）。
大型ショッピングモールに配置したカメラの映
像で来場者数を抽出し，無線アクセスポイント
（AP）経由で従業員が所持しているセンサーから
位置情報を検知し，従業員の動線把握をしている
と想定する。現場に設置されたGWは，カメラ映像
から人数を抽出する画像分析機能と従業員のセン
サー IDを検知する機能を有している。GWは決め
られた間隔でクラウドに来場者数と従業員の位置
を定常データとして送信している。
仮に，この大型ショッピングモールで子供が迷
子になり，その子供のおおよその身長と青い服を
着ていることが分かったとする。マネジメント（分
散基盤）に身長と青い服を着ている人物を探すよ
う指示が伝わると，分散基盤は各GWの処理機能を
変更し，画像から人数を抽出するのではなく，該
当する人物を検知したことを知らせるようにする。
更に，詳細条件（例えば立ち寄った場所の情報な
ど）を加えて，対象を絞り込む，あるいは付近に
いる従業員を位置情報から割り出す，といった指
示を与えることも可能である。そして最終的には，

分散システムの適用例

図-4　分散システムの適用例
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分散システムは，IoTならではの要件に対応する
システムにおいて，キーテクノロジーになると考
えている。

IoT活用モデルの取組み

IoTは，今後の巨大市場として期待されているが，
現時点ではIoTを活用したビジネスモデルを確立し
ている例はまだ少ない。富士通は，様々なお客様
とこのビジネスモデルを作り上げていく「共創ビ
ジネス」を進めるため，以下の活動を始めている。
（1） IoT活用モデルの作成

IoT活用モデルとは，富士通の考えるIoTの適用
シーンの仮説であり，お客様がビジネスモデルを
検討する際のきっかけ作りになることを目的とし
たものである。もちろん，単なる仮説ではなく，
実現のためのフィージビリティスタディができて
いることが前提である。「工場・現場の作業環境改
善，作業員の安全確保」「いつでもどこでも安心，
高齢者見守りサービス」といった適用シーンをま
とめたものを数十種類用意している。
（2） PoB（Proof of Business）

IoT活用モデルによって，お客様のビジネスモデ
ル作りが進み始めたとして，次はそのビジネスモ
デルが本当に成立するかどうかを実証する必要が

IoT活用モデルの取組み

ある。富士通では，そのビジネスモデル実証をPoB
と呼んでいる。お客様のビジネスモデル実証の内
容に合わせて，専門スキルを有したメンバーによ
るPoB推進体制を整備している。
（3） IoTプラットフォームをはじめとする商品提供

IoT活用モデルとPoBによってビジネスモデル作
りが進み始めると，プロトタイプ作りに入る。そ
の際，データを受け取るGW，ネットワーク，デー
タを蓄積するクラウド，制御系といったインフラ
を迅速に提供するためのIoTプラットフォームを富
士通では提供している。IoTの役割は，様々なアプ
リケーションに共通して必要となるデータマネジ
メント機能（データ収集，蓄積，正規化など），デ
バイス，機器，ネットワークの管理機能を提供す
ることにより，アプリケーションとデバイスやセ
ンサー間を効率的に接続することにある（図-5）。
このプラットフォームは，プロトタイプから商
用へも移行できるよう，スモールスタートとスケー
ラビリティを両立したものになっている。本稿で
説明した分散システムは，このIoTプラットフォー
ムの中核機能の一つとなる。IoTプラットフォーム
以外にも，富士通には図-1で示したIoTシステム全
体にわたる商品，技術を有している。
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図-5　IoTプラットフォーム
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（4） お客様の事業化支援
最終的にお客様の事業としてスタートさせるた
めには，富士通からIoTプラットフォームやアプリ
ケーション，デバイスといった商品や技術を提供
するだけではなく，お客様事業に組み込むための
修正が必要になる。富士通ではお客様機器にネッ
トワーク機能を組み込むM2Mビジネスの経験によ
り，同様のノウハウを蓄積しており，お客様の事
業化支援を進めていく。

む　　す　　び

本稿では，富士通が考える新たなIoTによるビッ
グデータの形成をテーマに，IoTならではの要件，
その要件に対応するシステムとキーテクノロジー
になる分散システム，更にはIoT活用モデルの取組
みについて説明した。
冒頭述べたように500億のモノやヒトがつなが
り，新たなビッグデータが活用される時代はすぐ
目の前にきている。この新たなIoTによるビッグ
データは，社会の様々な課題を解決するソーシャ
ルイノベーションや企業の新しいビジネスを作り
出していくビジネスイノベーションにつながって

む　　す　　び

いくと期待されている。富士通のIoTテクノロジー
を活用し，より多くのお客様のイノベーションに
貢献していきたい。
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