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IoT時代の情報通信への要件と	 	
技術の役割

PC，インターネット利用や携帯電
話が普及したことで，情報通信は社会
活動 ・ 生活に不可欠な技術となり，こ
れまで利用の進展とともに，その価値
も変わりながら社会に浸透してきま
した．

人と人とのコミュニケーションを
目的に電話に代表されるつながるこ
とが価値の時代から，近年は，イン
ターネットにアクセスし情報や知識
の獲得が価値になりました．すでにモ
ノからネットワークへの接続数が，人
の持つ端末からの接続数を超えた今，
これからは，モノと人や，モノとモノ
の通信が中心となる，IoT（Internet 
of Things）の時代となっていきます．
このサイバーと実社会を融合するIoT
は，現在，モノをつなげる，データを
集める，モノの動きや社会の活動（コ
ト）の可視化を中心に利用されていま
すが，今後は，集めたデータの活用が
進展し，動きやコトの少し先を予測
し，社会活動 ・ 産業活動の効率化に向

け，これらを制御する利用も普及して
いくと考えています．このような利用
の普及とともに，技術も進展し，サイ
バー空間が，収集したデータを処理 ・
分析し，その結果を実社会にフィード
バックする，または実社会を制御する
といったIoTのループが，非常に高速
に動作し，最終的には，自律的に動作
し，社会を駆動していくことが情報通
信の新たな価値になっていくと考え
ています．

このようなIoTは，これまであまり
機器がつながっていなかった，また
ITに馴染みがなかった農業分野やシ
ティ分野，さらには，現在，取り組み
が加速しつつある，製造分野や自動
車 ・ 交通分野などの幅広い事業分野で
新たな価値創出を期待されています．

このような期待感の高いIoTの実現
には，これまでと違った要件や桁違い
の性能が要求されると考えています．
■IoT実現に向けた要件

具体的なIoT実現に向けた情報通信
の要件を図 １ に示します．

（１）　セキュリティ
社会を動かしていくということは，

人の通信以上に，サイバーアタックの
インパクトが大きくなる場合が存在
し，これまで以上のセキュリティ対応
が必要です．

（2）　リアルタイム性
機械を制御するには，情報処理や通

信に対し，これまで以上のリアルタイ
ム性が要求されます．工場の機械制御
や，自動車の安全運転支援，さらには，
AR（Augmented Reality）/VR（Vir-
tual Reality）などの利用では，ミリ
秒オーダの情報通信 ・ 情報処理のレ
スポンスが必要になります．

（3）　スケーラビリティ
例えば，自動車のプローブ情報や自

動車が記録する映像，スマートメータ
のデータではペタやエクサの単位で
のデータ量が蓄積されます．また，モ
ノが発するデータであるため，不完全
なデータの混在も想定されます．この
ように大量で不均質かつ不完全な
データを扱っていく情報処理のス
ケーラビリティが必要になります．

（4）　価値創造
このような大量かつ多様なデータ

も，収集しただけでは，十分な価値を
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多様な分野で価値創出を目指すIoTへの取り組み

IoT（Internet of Things）による価値の創出が多様な分野で期待され
ています．このIoTを活用した時代は，これまでと違った要件も情報通
信ネットワークに求められると考えています．本稿では新たなIoT時代
がネットワーク・情報処理に与える影響とそれに対応するための要件
を示すとともに，NTT研究所の取り組みと，想定する利用シーンにつ
いて紹介します．なお，本特集は，2017年10月20日に開催された「つ
くばフォーラム2017」におけるワークショップでの講演を基に構成さ
れたものです．
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発揮できません．生産 ・ 社会の活動を
効率化等の実現に向け，このデータを
活用 ・ 分析して，予測や制御に利用で
きる新しい価値を創造することが求
められます．

この 4 つの要件に加え，IoT特有の
利用法にも対応していく必要があり
ます．

IoTでは，データや情報の消費が，
地域性を持つという利用シーンが多
く存在します．例えば，自動運転支援
に必要な先行の交差点のデータや，エ
ネルギーの最適化に必要なメータや
気候などの情報は，その地域でもっと
も価値があります．このように，IoT
ではデータ消費のローカリティと
いった特徴があり，この特徴に対応で
きる情報通信 ・ 情報処理のアーキテ
クチャも必要になってきます．

このほか，IoTでは技術だけでは解
決できない要件も存在し，例えば，集
めたデータを安全かつ平等に活用す
るための権利保護や，利用範囲の社会
的合意の形成の必要性等が考えられ
ます．
■IoTシステム実現に必要な要素技
術群
これらの要件に対し，NTT研究所

では，IoTシステムの実現に必要な基
本的な機能アーキテクチャを策定し，
市中技術も活用しつつ，要素技術群の
研究開発に取り組んでいます（１）．

これらの技術群は， 4 つの役割に分
類され，IoTを実現していくと考えて
います．その役割を図 ₂ に示します．

（１）　 Sense，Connect & Drive
「Sense，Connect & Drive」は，実

社会の多様性や収容性の確保の対応
に向け，モノの情報をデジタル化し，
ネットワークを利用してその情報を

サイバー空間とやり取りするインタ
フェース機能です．

（2）　Data & Software Logistics
「Data & Software Logistics」 は

IoT要件であるリアルタイム性や情報
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処理のスケーラビリティへの対応に
向け，集めたデータをその利用 ・ 処理
に適した「場所」に運び，そのデータ
を利用 ・ 処理するソフトウェア ・ ア
ルゴリズムを適切な「場所」に配備す
る機能です．

（3）　Analytics & Prediction
「Analytics & Prediction」 は， 急

成長している機械学習やＡＩ（人工知
能）技術などのビッグデータ分析技術
を利用し，コトの可視化や将来起こり
得るコトを予測するなどの新たな価
値を創出します．

（4）　Security
Securityについては，これら 3 つの

役割と連携しながら，それぞれの
フェーズ ・ 処理で必要な機能が利用
されていきます．

IoTでは，これらの 4 つの機能を連
携させ，システムが実現されていき
ます．

IoTを実現する技術群とその適用
事例

■生体センシング
IoTで期待される １ つがヘルスケア

に代表される生体データからの価値創
出です．NTTグループでは東レ株式
会社と共同で，機能素材hitoe®を開発
し，着るだけでセンシングを実現し，
これまでにない環境 ・ 作業でのセンシ
ングとその活用に取り組んでいます．

例えば，自動車のドライバーが，こ
のウェアを身に付け，hitoe®を活用し
た生体データをリアルタイムに取得す
ることで，ドライバーの疲労度などの

運行リスクの早期発見が可能になりま
す．また，運行システムと連携するこ
とで，交代ドライバーの準備等，安全
性の向上とともに業務の効率化の実現
に貢献できます．
■無線アクセス

現在，IoT向けに多様な無線アクセ
スが存在しており，今後も既存方式の
世代交代や新方式の開発が進むと考え
られます．横軸を通信距離，縦軸を通
信速度として，代表的なIoT無線アク
セス方式を図 ₃ に示します．

IoTへの期待感の高まりとともに，
近年，低速ですが非常に広範囲をカ
バーでき省電力で長期利用可能な
LPWA（Low Power Wide Area）と
いわれる無線アクセスが注目されてい
ます．特に，IoTでは，長期，広範囲
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図 3 　IoT無線アクセス方式の動向
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のデータ取得が要求されるインフラ監
視やスマートシティ向けでLPWAが，
また，大量の映像データの活用が進み，
映像データの転送向けに，人が使うよ
りも高速 ・ 大容量な無線アクセスが要
望されると考えています．

地下に設置された上水道管の漏水監
視をIoTで行うNTT研究所の取り組み
を図 ４ に示します．現在の漏水調査は，
ヒトの技能により音のデータを確認し
て点検しています．この音のデータを
サイバー空間に集めることで，機械学
習などのITを活用し遠隔点検が可能
になると考えています．ただし，地下
は，地上からの電波が届きにくいため，
柱上等を活用した中継無線アクセス
で，確実かつ省電力なデータ収集を実
現し，センサ端末を地下に設置後，長
期間のデータ取得を可能とします． 
現在，自治体の協力の下，早期の社会
実装に向け，実フィールドでの検証を

進めています．
■エッジコンピューティング

IoTでは情報処理を適切な場所で行
うことが重要であり，それを実現する
技術がエッジコンピューティング技術
です．本技術は，クラウドと端末との
間にエッジという場所を設け，クラウ
ドにはない地理的分散特性を活かした
情報処理により多様な効果を創出する
技術です．例えば，近さを活かし応答
性の高い処理を，さらには，分散を活
かし端末機能のネットワークへのオフ
ロードを実現できます．

NTT研究所でも，本技術の研究開
発に取り組んでおり，技術開発だけで
なく，パートナーの皆様とともにその
利用シーンや事業の具体化も図ってい
ます（2）．

本技術を自動運転支援に活用した場
合の例を図 ５ に示します．多様な地図
情報の提供に向けた垂直分散処理とと

もに，先行の交差点の情報提供に向け
た水平分散処理にエッジコンピュー
ティングが活用できると考えていま
す．これにより，時々刻々と変化する
周りの情況を，大量データから認識 ・
予測し，移動する自動車に伝えること
で自動運転支援の実現につながってい
くと考えています．
■データ活用

IoTでは，多様なデータを活用し，
新たな価値を創出することが期待され
ています．特にスマートシティの実現
に向けては，公共機関や自治体が持つ
オープンデータをうまく活用すること
が重要です．NTT研究所でも，オー
プンデータとローカルなデータの組合
せ利用とAI技術活用によるモデル
化 ・ データ分析を用い，都市マネジメ
ント等の効率化をめざす取り組みも
パートナーと進めています（3）．今後，
実フィールドでの技術検証を進めつ
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図 4 　インフラ監視（水道管漏水監視）に向けた取り組み



NTT技術ジャーナル　2018.242

つくばフォーラム2017　ワークショップ

つ，スマートシティの実現に向け多様
な課題の解決への水平展開もめざしま
す．
■セキュリティ

IoTで利用されるデバイスは多様で
あり，IP伝送が不可能なデバイスも
多く存在し，今までと違ったアプロー
チのセキュリティが必要となります．

NTT研究所では，ネットワークと
デバイスの挙動からセキュリティリス
クを検知できるアノマリ検知技術の研
究開発に取り組んでいます．本技術で
は，外部からの観測情報を基に検知を
行うため，処理能力が限定されている
デバイスや既存設備への追加 ・ 変更が
比較的容易であり，多様なプロトコル
が利用されている工場内のシステムで
のセキュリティ監視への活用が期待さ
れます．

今後の展開

NTTグループでは，幅広い分野で
さまざまなパートナーとのコラボレー
ションを通じ，社会課題の解決を図る
B2B2Xモデルの取り組みを進めてい
ます．IoTも本手法で，多様な分野の
パートナーの皆様とのコラボレーショ
ンとともに技術開発を進め，異業種の
知識 ・ ノウハウを取り入れ，新たな事
業価値の創出をめざします．

本稿中の上水道の漏水監視に関する
研究（の一部）は，内閣府総合科学技
術 ・ イノベーション会議の戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）「イ
ンフラ維持管理 ・ 更新 ・ マネジメント
技術」（管理法人：JST）によって実
施されました．
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図 5 　自動運転支援での利用イメージ


