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機械学習・データ科学センタが推進するビッグデータ技術の横断的研究開発

NTT研究所におけるビッグデータ
分析技術

多種多様なビッグデータに対する分
析技術として，機械学習，データマイ
ニング技術が有望視されています．し
かし，ビッグデータを活かした革新サー
ビスの実現には，単一のコア技術だけ
では不十分で，それらを融合した複合
技術が不可欠です．また，大量のデー
タを効率的に処理するには並列分散計
算基盤も必要です．さらに，実フィー
ルドでの技術検証やビジネスニーズの
発掘には応用領域の専門家との密な議
論も欠かせません．このような背景の
下，NTT研究所において，2013年 4 月
にビッグデータ分析の所間連携組織

「機械学習 ・ データ科学センタ（MLC: 
Machine Learning and Data Science 
Center）を設立しました（1）．私たちは，
研究所間連携のみならず，NTT事業会
社，グループ会社，他企業，他研究機
関との連携によるオープンイノベー
ションを推進すべく，NTTグループ内
外のさまざまなビッグデータ分析のた
めの研究開発，技術支援を行っていま
す．現在，MLCでは，次の技術に注力
して研究開発に取り組んでいます．

・ 機械学習，データマイニングエンジン

・ Jubatusをベースとする高効率 
計算エンジン

・ 時空間多次元集合データ分析
・ ネットワーク故障予兆検知
このようなNTT研究所におけるビッグ

データ分析の取り組みのことを私たちは
himicoというブランド名で推進していま
す．これらのテーマの各々の具体的な内
容については後の各特集記事で詳しく
説明しますが，本稿では，テーマの概要
およびその重要性について紹介します．

モノのインターネット

ビッグデータなるコンセプトが提唱
されたのは 5 年以上前になりますが，
当初は概念が先行し，ビジネスインテ
リジェンスと何が違うのか，ビッグ
データ分析は従前の分析技術とどう違

うのかなど，そもそもビッグデータお
よびビッグデータ分析の定義そのもの
が不明瞭でした．その後，センサ技術
の進歩とともに，社会インフラ，医療 ・
ヘルスケア，交通，農業などのあらゆ
る領域がセンサに覆われ，リアルタイ
ムに大量のデータが収集 ・ 分析できる
環境が整備されつつあります．いわゆ
る「モノのインターネット（IoT: Inter
net of Things）」という新たなコンセ
プトが誕生し，ビッグデータの輪郭が
あらわになってきました．

MLCが目指すIoT時代でのビッグ
データ分析技術の研究開発ビジョンを図
1に示します．従来のデータ分析の代表
技術として，回帰分析があります．ここ
では複数の説明変数を用いて目的変数
を説明するという分析が行われます．
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図 1 　IoT時代での基盤分析技術

機械学習 ・データ科学センタの取り組み

NTT研究所において，多種多様なビッグデータから革新的なサービスを
創出するためのビッグデータ分析技術の研究開発拠点として，2013年 4 月
に「機械学習・データ科学センタ」を設立しました．当センタでは，NTT
研究所が得意とする機械学習技術，データマイニング技術を土台とし，さ
らに，高効率かつリアルタイムなデータ分析を実現するためのオンライン
並列分散処理フレームワーク（Jubatus）を用いて各種ビッグデータ分析技
術の開発，サービス支援を推進しています．本稿ではそれらの概要につい
て紹介します．
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回帰分析は，目的変数（例えば売上高）
がどのような説明変数（要因）の関数と
して表現できるかを特定するための分析
技術といえます．回帰分析の著名な事
例として，オーリー・アッシェンフェル
ター氏によるワインの価格推定がありま
す．氏は，ワインの価格（目的変数：y）が，
3 つの説明変数（冬の降雨量， 育成成
期の平均気温， 収穫期降雨量）を用いて

y＝12.145＋0.00117×冬の降雨量＋

0.0614× 育 成 成 期 の 平 均 気 温 −

0.00386×収穫期降雨量

と表現できることをデータのみから導
き，1989年のボルドーのワインの価
格を収穫前に的中させ，データ分析の
有用性を実証しました．当時はビッグ
データ分析と呼ばれていなかったもの
の，明らかに本分析はビッグデータ分
析の典型例といえるでしょう．

また，データの背後に潜む潜在的な価
値を抽出すべく，ビッグデータから，特
徴が類似したクラスタ（グループ）を抽
出するクラスタリング技術もビッグデー
タ分析では重要です．しかし，IoT時代
では多種多様な異種データ集合を個別に
分析するのでは発見できない，異種デー
タ間にまたがる潜在情報を抽出する技術
が必要です．これに対し，NTT研究所
では，複数の異種データを同時に分析可
能とする「多次元複合データ分析」手法
を開発し，実フィールドでの実証実験に
おいて手法の有効性を検証しました．

時空間多次元集合データ分析

さらに，IoT時代では，各種センサに
より，時間と空間（場所）に紐付いた実
世界の情報が収集されるようになります．
このようなデータは時空間データと呼ば
れます．図 1に示す時系列解析は，デー
タ間の時間的な相互作用あるいは因果関
係のモデルですが，時空間解析ではデー

タ間の空間的なダイナミクスも考慮した
モデル構築となります．NTT研究所では，
人やモノの時空間的挙動を分析するため
に，多次元の各軸で時間と空間を考慮し，
ある一定期間の過去データから人，モノ，
情報などの「流れ」に対する時間と空
間の相互関係を学習し，「いつ」「どこで」

「何が」をリアルタイムに予測するため
の「時空間多次元集合データ分析」な
る研究テーマを立ち上げました．そして，
その実応用として時空間予測に基づく
先行的人流誘導技術の研究開発に着手
し，5000人規模の大規模イベントを模し
た計算機上でのシミュレーションデータ
で先行的誘導の重要性と提案手法の有
効性を検証しました．これらの話題の詳
細については，本特集記事『多次元複
合データ分析から時空間多次元集合
データ解析技術へ』で説明します．

オンライン並列分散処理フレーム
ワーク（Jubatus）

IoT時代では膨大かつ多種多様な
データが時々刻々生成されます．それ
ゆえ，こうしたストリームデータをリア
ルタイムに分析可能とする高効率な処
理基盤が必要となります．本特集記事

『オンライン機械学習向け並列分散処
理フレームワークJubatusの最新動向』
ではJubatusの概要および最新の開発
事例，さらに今後の展開について説明
します．

Jubatusは，MLC設立以前（2011年）
に，Preferred Infrastructure社と
NTT研究所との共同開発によるオー
プンソースソフトウェアです．蓄積
データに対するバッチ型の並列分散処
理基盤であるHadoopに対し，Jubatus
はオンラインデータ処理向きの並列分
散処理基盤という点でIoT時代に適し
た処理基盤といえます．先にSNSの
高速データ分析に適用してJubatusの

有用性を実証していますが，最近では，
監視カメラ映像からのリアルタイム画
像認識（服装，動作など）への応用な
ど，各種応用分野に適用しています．

超高速グラフマイニングエンジン

従来の表形式のデータに対し，人・モ
ノ・場所など多様な情報の関連性を表
現するグラフ構造データは非構造化デー
タと呼ばれます．グラフ構造データは，
各データをノード，データ間のつながり
をエッジとしてグラフ表現されたデータ
で，Webページでのリンク関係，ソーシャ
ルネットワークにおける交友関係，道路
網など多岐にわたります．グラフ構造
データからつながりの強いノード群を抽
出など，グラフ構造に隠された有用潜在
情報を抽出する処理はグラフマイニング
と呼ばれ，近年，データマイニングの研
究分野で勢力的に研究されています．

NTT研究所では大規模グラフデータ
を超高速に分析するグラフマイニング
エンジン「Grapon」の研究開発を推進
してきました．Graponの重要な応用例
として，等粒度クラスタリング技術があ
ります．NTTデータはマルチエージェ
ントシミュレーションに基づき，交通渋
滞解消のための信号制御の実証実験を
中国で実施しましたが，そこでは
Graponがシミュレーションの高速化に
役立っています．具体的には，道路網
をグラフデータと見なし，大規模グラフ
を等粒度のグラフに高速分割し，渋滞
予測の並列処理負荷を平準化すること
で高速な並列シミュレーションを実現し
ています．これらの話題については，
本特集記事『大規模グラフ向けの先進
的な処理 ・ 分析技術』で紹介します．

ネットワーク故障検知・予兆予測・
最適化

近年，ネットワークの大規模化 ・ 複
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雑化に伴い，ネットワークの故障検知
や要因特定が困難なケースが増加し
ています．NTT研究所では，これま
で有効利用されていなかったシステム
のログデータ（シスログデータ）など
ネットワーク運用データやトラフィッ
クデータから機械学習 ・ データマイニ
ング技術を援用して状態を推定すると
いったネットワーク分野での新たな
ビッグデータ分析の研究開発に着手し
ました．具体的には，運用データ，ト
ラフィックデータなどから，ネットワー
クの運用課題（故障，混雑など）の予測，
検知，状況把握 ・ 可視化，要因特定な
どの技術開発を行っています．

従来のシスログからの故障検知で
は，あらかじめ定めたルール（経験知）
に基づく方法が一般的でしたが，
SDN（Software Designed Network）
ではネットワーク機能のソフトウェア
化 ・ 仮想化に伴いネットワーク機器 ・
構成，発生ログ，発生パターンなどが
動的に変化するため，事前ルール策定
が困難となっています．この問題に対
し，NTT研究所ではログの発生パター
ンに基づく故障検知方法を開発しまし
た．これらの話題については，本特集
記事『機械学習 ・ データ分析による
ネットワーク設計 ・ 運用高度化』で説
明します．

ビッグデータ融合技術による
トライアル検証

MLCではビッグデータ分析の要素技
術開発のみならず，NTT内外のパート
ナーと連携して技術検証を実施してい
ます．一例として福岡観光トライアルが
あります．NTT研究所で開発したビッ
グデータ分析技術を融合して，高度高
性能ビッグデータ活用技術として確立
し，その有効性を検証すべく，福岡での
訪日外国人向けの観光トライアルに参加

しました．具体的には，外国人観光客
に配布されたスマートフォンアプリから
得られる位置情報，属性情報から，福
岡を中心とする九州エリアでの外国人
観光客の回遊活動の分析を行い，興味
深い回遊パターンを発見でき，かつ回遊
行動分析に基づくプッシュ配信開封率
の向上にも寄与しています．詳細は，本
特集記事『高度高性能ビッグデータ活
用技術とトライアル検証』で紹介します．

今後の展開

MLCではNTT研究所間連携 ・ 外部
連携により単一組織では実現困難な課
題解決にチャレンジしています．ネッ
トワーク，人流，交通流を含む広義の
トラフィックデータについては，時空
間多次元集合データ分析技術の高度化
により，事象の発生場所 ・ 時期を高精
度かつリアルタイムに予測する技術開
発，さらにはプロアクティブな制御 ・
誘導技術を確立し，快適なトラフィッ
クの実現を目指します（図 ₂ ）．特に
ネットワークについては，事業の期待
も大きく，世界的にも類をみないサイ
レント故障や輻輳の要因特定技術の確
立を目指し，プロアクティブなネット
ワークオペレーションを実現します．

IoTビッグデータ時代を迎え，MLC
はNTTグループ一丸となってお客さ
まに選ばれ続ける「バリューパート
ナー」として，パートナーとのコラボ
レーションを図り，次世代のビッグ
データビジネスを展開する所存です．

■参考文献
（1） http://www.kecl.ntt.co.jp/rps/lab/mlc.html
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機械学習技術はビッグデータ，IoT時代に
おいてそのポテンシャルが論じられていま
すが，新価値創生はビジネスパートナーと
の密な連携，情報共有が成立して初めて結
実します．ぜひ，皆様のご支援，協力をお
願いします．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
 機械学習 ･ データ科学センタ

TEL ₀₇₇₄-₉₃-₅1₀₈
FAX ₀₇₇₄-₉₃-₅1₀₅
E-mail　ueda.naonori lab.ntt.co.jp
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図 ₂ 　広義のトラフィックデータ分析による快適な世界を実現


