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IoTの進展に向けた研究開発の取り組み

背　景

あらゆるモノがインターネットに接
続され，さまざまなセンシングが可能
と な るIoT（Internet of Things） が
注目されています．将来のIoT社会で
は，時間 ・ 場所 ・ 環境に依存せずに，
多様なセンサ情報をネットワークを介
して収集することが可能となり，セン
サデータを解析することで，さまざま
な産業でイノベーションが創生される
ことが期待されています．IoTセンサ
には，温度計を代表とする軽量なデー
タを送信するものもあれば，画像 ・ 映
像データや赤外線カメラのような大量
のトラフィックを発生させるようなセ
ンサもあります．サービスに応じてセ
ンシングの頻度や設置されるセンサ数
も異なってきます．

また，サービス側でのセンサデータ
利用の観点からは，限られた地域での
み利用が完結する場合もあれば，全国
規模でクラウドに集約したのちに解析
される場合もあります．

このような地域分散性の要件が異な
るデータ集約が求められるIoTのユー
スケースとして気象予測の分野があり
ます．この分野においてNTTは2016
年から国立研究開発法人海洋研究開発

機構（JAMSTEC）（1）と地球シミュレー
タ＊ 1とエッジコンピューティング＊ 2を
活用した階層型気象シミュレーション
システムの共同研究を行っています（2）．

IoTデータを活用した気象予測� �
シミュレーション

IoT社会を構成するうえで 1 つ重要
なカギとなるのが気象予測です．高精
度でリアルタイムな気象予測情報は多
くの分野での活用が見込まれていま
す．農業や水産業といった一次産業は
もちろんのこと，自動車や鉄道を中心
とした流通，スポーツスタジアムビジ
ネスへの応用も期待されています．

気象の予測精度を向上させるための
シンプルな手法として，モデルの細粒
化があります．気象予測のようなシ
ミュレーションでは，対象の空間領域
を一定間隔のメッシュに区切り，隣接
するメッシュとの関係を考慮しながら
計算を実行します．このメッシュの大
きさが小さいほど，高解像度でより実
空間の動きに近いシミュレーションを
実行することが可能です．一方で，メッ
シュの長さは計算量とトレードオフの
関係があります．例えば， 3 次元空間
上のシミュレーションに対してメッ
シュの長さを半分にした場合，計算

メッシュ数が 8 倍（ 2 の 3 乗）になり，
かつ，時間方向にも半分の細かさで計
算する必要があるので，トータルで16
倍（ 2 の 4 乗）の計算量が必要とな
ります．よって高精度な予測をすべて
の地点に対して実行するには膨大な計
算コストを要してしまいます．しかし
高精度な予測はすべての地点で必要と
いうわけではなく，例えば農業では農
地をカバーできれば十分ですし，自動
車では高速道路や国道上がカバーでき
れば十分です．これまでの広域の気象
予測シミュレーションに加えて，局所
的で高精度な気象予測シミュレーショ
ンが実現可能になれば，低コストで十
分な気象予測を提供することが可能と
なります．

従来の広域の気象予測シミュレー
ションでは，気圧配置や気象衛星の映
像などの広域の範囲のデータが基本と
なります．局所的な気象予測では広域
のデータに加えて，現地のリアルタイ
ムで局所的なデータもシミュレーショ

エッジコンピューティング IoTセンサ 階層型気象シミュレーション

＊1	 地球シミュレータ：地球温暖化予測や地球
内部変動研究棟に海洋地球科学分野をはじ
め，さまざまな分野の研究に利用されてい
る大規模計算機システム．

＊2	 エッジコンピューティング：ユーザとクラ
ウドの間で，ユーザと物理的に近い場所に
もサーバを置き， アプリケーションやその
一部の処理を端末，クラウドと連携 ・ 実行
できる分散コンピューティング．

階層型気象予測におけるエッジコンピューティング
とIoTセンサの活用

国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）とNTTは，地球シミュ
レータとエッジコンピューティングを活用した階層型気象シミュレーショ
ンシステムの共同研究を2016年にスタートしました．本共同研究では，地
理的に分散されたIoT（Internet of Things）センサ，地域単位に設置される
エッジコンピューティングと，大規模な気象シミュレーションを可能とす
る地球シミュレータとの連携による新技術の創出とさまざまなIoTサービ
スを支える基盤技術開発を推進しています．

中
な か だ

田  亮
りょうた

太 /森
も り

  　航
こ う や

哉

高
たかはし

橋  紀
のりゆき

之

NTT未来ねっと研究所



NTT技術ジャーナル　2018.726

IoTの進展に向けた研究開発の取り組み

ンの入力として用います．地域に設置
されている温度計や現地の空模様が分
かる画像データなどのIoTセンサデー
タを活用することで，局所的な気象予
測を高い精度で提供できるようになり
ます．さらに高精度で局所的な気象予
測データは，広域の気象予測シミュ
レーションに反映することで精度を向
上させることが可能になります．

本共同研究では，IoTセンサ，地域
に特化したコンピューティング資源で
あるエッジサーバ，大規模計算システ
ムである地球シミュレータを組み合わ
せ，将来のIoT基盤を見据えた階層型
気象シミュレーションシステムを構築
し，局所的な気象シミュレーションにお
けるIoTセンサの情報量に対するシミュ
レーションへの効果の確認，さらには
IoT基盤としての課題抽出と課題解決に
向けた取り組みを推進しています（3）．

階層型気象シミュレーション�
システム

■MSSG
階層型気象シミュレーションシステ

ム（図 1 ）は，IoTセンサと，これら
の情報を集約するエッジサーバ，スー
パーコンピュータである地球シミュ
レータという全く異なるスペック ・ 機
能を持つ装置を多段構成にしていま
す．この階層型気象シミュレーション
システム上で，JAMSTECが開発した

MSSG（Multi-Scale Simulator for 
the Geoenvironment）と呼ばれる気象
予測ソフトウェアを実行しています．
MSSGはさまざまな地理スケールの
気象予測シミュレーションが可能と
なっています（図 2 ）．決められた計
算範囲をメッシュで区切り，このメッ
シュ単位で気温，湿度，気圧，風向，
風速，日射量，降水量などをシミュレー
ションすることができます．このメッ
シュの単位は利用可能な計算資源に応

じて設定することができます．同じ計
算資源量であれば，メッシュの単位を
細かくすると局所的なシミュレーショ
ンとなり，メッシュの単位を大きくす
ると広域のシミュレーションとなり
ます．

MSSGにはもう 1 つ大きな特徴と
してデータ同化という機能がありま
す．データ同化とは，シミュレーショ
ン結果に観測データを取り込む操作で
す．シミュレーション開始時点で，シ

地球シミュレータ

MSSG

© JAMSTEC

© JAMSTEC

インターネット

エッジサーバ

IoTセンサ

MSSG

図 1 　階層型気象シミュレーションシステム
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ミュレーション範囲内の観測データを
入力すると，シミュレーションの予測
精度を向上させることができます．具
体的には気温や風向などの気象データ
が同化の対象となります．加えて，空
模様が映っている画像データも利用可
能となっており，さらに今後はさまざ
まなIoTセンサで計測される多種多様
なデータがこのデータ同化という機能
を通して気象予測に活用できるように
なります（4）．
■各階層のハードウェアの役割

次に階層型気象シミュレーションシ
ステムの各階層のハードウェアの役割
について述べます．上段の地球シミュ
レータはJAMSTECが運用するスー
パーコンピュータで，地球温暖化予測

や地球内部変動研究等の海洋地球科学
分野をはじめ，さまざまな大規模計算
が求められる研究分野に利用されてい
ます．地球シミュレータ上ではMSSG
が運用されており，地球全体を約10 
km単位のメッシュで区切り，広域の
気象予測シミュレーションを実行して
います．

中段のエッジサーバは各地域に分散
され，将来的にはNTTの有線網内や
モバイル通信の基地局といった，ユー
ザに近い場所に配備されることが想定
されています．本共同研究のエッジ
サーバでは，地球シミュレータと同じ
くMSSGを運用しています．エッジ
サーバ上のMSSGでは，計算範囲を
数10 km単位の地域単位に絞ったうえ

で，メッシュを数100 m単位に区切っ
た局所的な気象シミュレーションを実
行することで，計算資源の有効活用を
図ります．

下段のIoTセンサは気象観測センサ
（図 3 ）を活用しています．この気象
観測センサでは一定の時間単位で気
温 ・ 湿度 ・ 降水量 ・ 日射量 ・ 風向 ・ 風
速という基本的な気象データを観測し
ており，エッジサーバに情報を送信し
ています．
■階層間でのデータ同化

階層型気象シミュレーションでは各

図 3 　気象観測センサ

地理範囲：都市レベル
メッシュサイズ：100～300 m程度

© OpenStreetMap contributors© OpenStreetMap contributors

地理範囲：国～地球規模
メッシュサイズ： 3～10 km程度

図 2 　さまざまなスケールの気象予測シミュレーション
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隣接する階層間でデータ同化し，情報
のやり取りをしています．IoTセンサ
は観測した気象データをエッジサーバ
に送信しています．エッジサーバでは，
受信したIoTセンサの情報をデータ同
化することで，局所的で高精度な気象
予測シミュレーションを実行できま
す．エッジサーバと地球シミュレータ
はそれぞれのシミュレーション結果を
交換しています．局所的な気象シミュ
レーションは広域の気象シミュレー
ションから計算範囲外の気象情報を得
ることで，計算範囲の端の境界条件を
得ることができます．広域の気象シ
ミュレーションは，特定の地域の高精
度な気象シミュレーションの情報を得
ることができます．局所的な気象予測
シミュレーションの結果を広域の気象
予測シミュレーションにデータ同化し
精度向上した後に，広域の気象予測結
果を再度局所的なシミュレーションに
データ同化することが可能です．日本
が位置する中緯度帯では，気象は偏西
風に乗ることで西から東へ変化してい
くことが知られていますが，局所的な
シミュレーションで得られた気象情報
は広域シミュレーションにデータ同化
されることで，時間変化に応じて西か
ら東に対して好影響をもたらすことが
可能となります．

将来的にIoTセンサやエッジサーバ
が全国に普及すると，人口密集地帯の

ほかに，一次産業が盛んな地域 ・ 河川
沿い ・ 国道沿い ・ スタジアムなど，ビ
ジネス価値の高い地点への気象予測
データの提供が可能になります．

階層型気象シミュレーションの効果

実際に階層型気象シミュレーション
システムを使い，局所的な気象予測シ
ミュレーションを実行しました．気象セ
ンサで観測した情報と地球シミュレー

タの広域のシミュレーション結果を
エッジサーバでデータ同化しています．

例として冬の晴れた日に，局所的な
シミュレーションを300 mメッシュで
実行した各メッシュの気温の違いを図
₄ に示します．各メッシュで気温に変
化が出ていることが分かります．

また，図 4 においてピンが立ってい
るメッシュでの気温変化を図 ₅ に示
します．濃紺色のプロットが今回の階

図 4 　局所的なシミュレーションの結果
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層型気象シミュレーションの予測結果
です．水色のプロットは気象センサや
地球シミュレータの情報のデータ同化
を行っていない従来のシミュレーショ
ンの予測結果を示しています．赤色の
プロットは気象庁によって設置されて
いる気象観測器（アメダス）が実測し
た値（真値）です．気象センサや広域
の情報をデータ同化することにより実
測値に近い予測値を得られることが分
かります．

今後の展開

本稿では，地球シミュレータとエッ
ジコンピューティングを組み合わせた
階層型気象予測の原理について紹介し
ました．IoTを利用した気象予測の実
用に向けてはいくつかの課題がありま
す．例えば，今回の実験に利用したセ
ンサは理想的な環境に設置されたセン
サですが，多くのIoTセンサのすべて

が適切に設置されメンテナンスされる
とは限りません．この課題に対して
IoTセンサデータの価値を高めるため
に，センサデータの信頼度を過去の
データに基づいて学習し決定するよう
な手法の研究を推進していきます．ま
た，測定データを増やし，センサの情
報量とシミュレーションの結果への影
響度を検証することで，どれだけの
エッジ配備コストに対してどれだけの
価値が生まれるのか，一般化して定量
的に評価できるような尺度を決めてビ
ジネスに本当に求められるIoT基盤を
今後も模索していきます．
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IoTセンサというまさに実社会の「生の声」
を，巨大なシミュレーションシステムに対
して適切に届けるには？　中間処理として
ネットワークに何ができるか？　今後も
JAMSTECという貴重なパートナーととも
に探求していきます．
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階層型気象シミュレーション
従来のシミュレーション
アメダスが計測した実測値
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図 5 　実測値等との比較


