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位置情報を中心としたビッグ 
データの活用

2020年に向けて，大規模イベント
開催時における周辺混雑状況の把握と
混雑解消や，通信ネットワークの安定
化が，重要となってきています．同様
に，大規模災害発生時においても，社
会インフラの安定化が求められていま
す．このような課題に対して，広く普
及したスマートフォンやカーナビゲー
ションシステムの位置情報の大量な
データ，いわゆるビッグデータを活用
し分析することで，混雑把握や解消を
実現することが期待できます．

特にNTTでは，ビッグデータの活
用方法として位置情報などを単独で分
析するだけではなく，ユーザのさまざ
まな属性や行動，周辺の地理情報，天
気情報といった複数のカテゴリを横断
的に一括して分析することで，単一カ
テゴリのデータからは見出せなかった
特徴を発見することをターゲットとし
た研究開発を行っています．このよう
な分析をすることで，近い将来，イベ
ント開催時に，位置情報 ・ ユーザ属
性 ・ 時間帯 ・ 天候等の要因にマッチし
た情報を提示し，誘導するサービスや，
災害時に，人の流れやネットワークの

流れの変化を，さまざまな要因から予
測し，誘導制御を行うサービスに適用
していくことができるようになると考
えています．

本稿では，位置情報を中心とした多
種カテゴリのデータを横断的に分析す
るために開発した「高度高性能ビッグ
データ活用技術」について紹介します．

高度高性能ビッグデータ活用技術

高度高性能ビッグデータ活用技術
は，位置情報などの行動ログを分析す
る人流解析を主なターゲットに開発し
た技術です（図 1 ）．

近年，スマートフォンなどの携帯端
末からGPSなどによる緯度経度を取
得することが容易になりましたが，こ
のような移動軌跡データは大量の系列
データであり，平均や集計などの一般
的な統計処理ではユーザの行動（観光
や宿泊など）を分析することは困難で
した．本技術で提供される「滞在地推
定」技術は，この課題を解決し，測位
誤差やノイズ，欠損値の多い移動軌跡
データから各ユーザが訪問 ・ 滞在した
場所を推定することができます．

また，本技術の核となるクラスタリ
ング技術である「多次元複合データ分
析」は，推定した滞在地情報を含め，

ユーザの属性（年代や居住地など）や
天気情報などの多種カテゴリのデータ
を横断的に一括して分析することを可
能とします．

さらに，リアルタイムに位置データ
を解析する「リアルタイム滞在者数推
定」技術を備えており，ユーザの位置
情報をリアルタイムに解析することに
よって，未来（例えば 1 時間後）の人
流（ユーザの人数）を予測することが
できます．

これら 3 つの分析コア技術を， 1
つの基盤上で扱えることも本技術の特
徴となります（図 2 ）．同一基盤でデー
タ分析者が統合的に分析する環境と
し，簡易なユーザインタフェースの提
供や共通的なデータの前処理，予測結
果の可視化などを実現することで，分
析者にかかる負荷を低減できます．
■滞在地推定

ユーザ移動軌跡データを分析する際
には，まず，どのような場所にどのく
らいの時間立ち寄ったかといった情報
に変換することが求められます．また，
スマートフォンが取得する位置情報を
用いた場合，測定誤差によるノイズの
影響も考慮しなければなりません．
NTTサービスエボリューション研究
所が研究開発した滞在地推定技術は，

人　流 クラスタリング 予測技術

高度高性能ビッグデータ活用技術と
トライアル検証
2020年に向けて訪日観光客が増加すると想定されていますが，どのよう
な状況下でも交通・通信サービスなどの社会インフラを安定的に利用でき
ることが求められています．NTTは，これらの課題に対して，ビッグデー
タ分析技術を用いたソリューションを実現するための研究開発を行ってい
ます．本稿では，高度高性能ビッグデータ活用技術について紹介するとと
もに，訪日観光客向けサービスの実証実験（福岡トライアル）に適用した
事例を紹介します．
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ノイズの重畳した移動軌跡データか
ら，ユーザが滞留した地点を推定し，
さらに実際の訪問場所（公園やカフェ
など）を推定するための技術です．距
離的な近さだけではなく，滞留した時

間の長さやユーザの嗜好などを考慮し
て推定することで，精度の向上を図っ
ています．

加えて本技術では，各ユーザの移動
軌跡データの解析を並列化して行うこ

とで処理を高速化し，多数のユーザ移
動軌跡データでも短時間で推定結果を
出力することを可能としています．
■多次元複合データ分析

多種カテゴリのデータを横断的に一

図１　高度高性能ビッグデータ活用技術の概要
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括して分析する核となるクラスタリン
グ技術であり，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』でも詳しく解説さ
れている複合非負値テンソル因子分解
法（NMTF: Non-negative Multiple 
Tensor Factorization）をベースとし
ています．多種カテゴリのデータを同
時に分析する場合，計算対象は，非常
に大きくスパース（疎）なデータとな
りますが，NMTFは，計算コストを
抑え，効率的な分析を可能としてい
ます．

クラスタリング結果として出力され
た結果を，可視化，意味解釈すると，
例えば，「土日の日中，西地区にある
カフェは東地区在住の30代女性が多
い」といった，複数の要因を組み合わ
せた特徴となります．これにより，単
純な組合せでは見られなかった特徴を
見出すことができます．

実際の分析作業においては，パラ
メータ（入力データの重みやクラスタ
数など）を変化させ，分析を繰り返し
ながら結果を意味付けする作業が必要
となります．本技術では，分析を実行
するGUIを具備し，分析アルゴリズム
の詳細を把握しなくとも，分析を行う
ことができます．
■リアルタイム滞在者数推定

本技術では，位置情報をリアルタイ
ムに解析することによりエリアごとの
滞在者数の予測を実現しています．分
析対象の中心となる位置情報，行動ロ
グといったデータは，時々刻々と変化
するため，蓄積された時系列データに
加え，直近のデータを加味して分析す
る，リアルタイム性が求められます．
リアルタイムでの分析を実現するた

め，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」（1）を
利用しています．

分析結果は，地図上にヒートマップ
を重畳したGUIを用いて可視化しま
す．実際の分析作業では，予測結果と
実測結果を並べて比較し，学習の
チューニングを実施することで，予測
精度を高め，エリアごとの滞在者数予
測を行うことを想定しています．

例えば，イベント開催時に，時々刻々
変化する人の流れから，各エリアの
ユーザ属性ごとの滞在者数を予測し，
先回りした人員の配置などに，本技術
は適用できると考えています．

福岡観光トライアルへの適用

本技術の有効性を検証するため，訪
日外国人観光客を対象としたトライア
ルに参加し，実際に分析を行った結果
を紹介します．

福岡市および周辺観光地を訪れる外
国人観光客を主な対象とするスマート
フォンアプリケーション（観光アプリ）
を配布し，無料Wi-Fiに簡単に接続で
きる機能や，ユーザの行動や状況に合
わせて観光情報 ・ 割引クーポンなどを
配布するサービスを提供し，あらかじ
め許諾を得たユーザから性別 ・ 誕生
年 ・ 居住国などのユーザ属性や滞在中
の位置情報，アプリの操作ログなどを
収集しました．

これらのデータに高度高性能ビッグ
データ活用技術を適用することで，外
国人観光客の回遊行動パターンの抽出
や，エリアごとの観光客数の推定など
の分析を実施しました．
■回遊行動パターン分析

収集した移動軌跡データは一定時間

ごとの緯度経度データですが，このま
まではデータ量が多く，移動中の位置
情報も含まれることから，「どの店舗
からどの観光スポットを回遊したか」
という回遊行動分析のための対象デー
タとしては適切ではありません．そこ
で，本技術の滞在地推定技術を用いて，
滞留点データ（ユーザが 1 つの場所に
とどまったと推定される位置情報）に
変換し，さらに約500 m四方のエリア
に区切り，各エリア内の滞留回数を
ユーザごとに集計することで，滞留エ
リア間の遷移行動を分析できるように
しました．

このようにして，ユーザごとの滞留
エリア ・ 時間帯 ・ 性別 ・ 年代 ・ 居住
国 ・ エリア間の遷移パターンなどから
なる多次元データを準備し，本技術の
多次元複合データ分析技術によるクラ
スタリングを行いました．

九州全体を対象とした広域な回遊行
動パターンと，福岡市付近を対象とし
た詳細な回遊行動パターンとの 2 種
類の分析を行った結果，それぞれで特
徴的な回遊行動パターンを発見しまし
た（図 3 ， 4 ）．これらの行動パター
ンを考慮した観光キャンペーンを行う
ことは，旅行に対する満足度の増加，
観光客の増加につなげられると考えて
います．

（1）　広域な回遊行動パターン
・  韓国と香港からの観光客が多く

を占め，長崎，熊本，別府といっ
た，九州北部の主要な観光地を広
範囲に周遊するパターン

・  台湾からの若い世代の観光客が
多く，由布院（大分県）や黒川

（熊本県）など，温泉地を巡る
パターン
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（2）　詳細な回遊行動パターン
・  韓国や香港からの30代前後の観

光客が顕著で，福岡市街地の中心
部を回遊するパターン

・  台湾からの30代の観光客を中心
とし，日中は福岡市街地を東西に
わたり広範囲に移動し，夜間は福
岡市中心部に戻るパターン

■回遊行動分析に基づくプッシュ
配信開封率の向上
ユーザの位置情報や属性に加えて，

各エリア内にあるスポット（観光地や
店舗など）のカテゴリ情報を用いて多
次元複合データ分析を行うことで，「観
光名所が多い」「飲食店が多い」など，
エリア特性を考慮したクラスタリング
を行うことができます．ユーザ属性と，
ユーザが訪問する可能性が高いエリア
やカテゴリとの関係を推定できるた

図 3 　広域な回遊パターンの発見
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図 4 　詳細な回遊パターンの発見
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め，属性に応じた効果的なレコメンド
に応用することも可能です．

今回のトライアルでは実際のクラス
タリング結果を基に，ユーザの居住
国 ・ 年代 ・ 性別の組合せに対してもっ
ともマッチするカテゴリのスポット情
報を観光アプリのプッシュ配信機能を
用いて配信を実施したところ，手動で
配信ルールを決めた場合と比べて， 3
倍以上の確率でプッシュ配信が開封さ
れることが確認できました（図 5 ）．
■リアルタイム滞在者数推定技術
の精度確認
位置情報を用いて繁華街エリアでの

数時間先の人数を予測する滞在者数推
定分析を実施しました．滞在者数推定
では，過去の位置データに欠損がある
と精度が劣化してしまうため，本技術
統合インタフェースで提供している位
置情報補間機能を用いた整形を行って

から推定を実施しました．
2014年12月 1 日 〜2015年 3 月22日

の期間のデータを逐次入力しながら推
定を実施した結果， 2 月下旬から 3
月上旬のいわゆる春節時期に観光客の
数がほかの時期と比較して倍増しまし
たが，この増加にもきちんと追随した
良好な推定結果が得られることを確認
しました．

今後の展開

今後は人流分析にとどまらず，交通
や通信サービスを含めた社会インフラ
の安定化をターゲットとした研究開発
を進めていきます．また，分析 ・ 予測
するだけではなく，制御も含めたビッ
グデータ活用の技術実証を積み重ねて
いきます．

■参考文献
（1） http://jubat.us/ja/

図 5 　プッシュ配信実験結果
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NTTグループ内外と広く連携し，ビッグ
データを活用した新たな技術の研究開発，
サービスの実現に取り組んでいます．ご意
見，ご要望等をお待ちしています．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
	 プロアクティブナビゲーションプロジェクト
TEL　046-859-8117
E-mail　bigdata-dev-ev lab.ntt.co.jp


