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IoT時代の膨大なデータを効果的
に解決するための5つの技術
IoTシステム開発における課題とその解決策
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IoTシステム開発における課題
近年、センサデバイスの低価格化、高性能化により、IoTの適用分野が広まっています。適用例とし
ては、工場や製造プラント、自動車の走行データ解析、メディカル、気象データを使った災害予知
などが挙げられます。一方で、これらのIoTシステム開発ではデータの扱いに関する様々な問題も
顕在化してきています。
例えば、心拍などの生体信号を収集するウェアラブルデバイスの場合、多くのデバイスから１秒間
に数千サンプルのデータが収集されます。ユーザ数の増加にともない、膨大なデータのハンドリン
グが必要となり、データ収集時のネットワーク負荷やコンピューティング・リソース、消費電力など
の問題も顕在化してきます。データを効果的に活用し、高度なアナリティクスへつなげていくIoT時
代においては、エッジ・デバイス側の処理と、サーバ・クラウド側の処理の全体最適化が重要となり
ます。本ホワイトペーパーでは、IoTシステム構築にあたり、以下のワークフローに沿って解決すべき
課題と適用される技術、その実装方式について示します。

•	 精度の高い特徴量の抽出
•	 高度なアナリティクスの実装
•	 コンピューティング・リソースの全体最適化
•	 エッジ・デバイスへのアルゴリズムの実装
•	 アグリゲータでのコンピューティング環境

図1　IoTシステム全体像:	エッジ・デバイス、アグリゲータ、ホストPC側での高度なアナリティクス

センサ

エッジ・デバイス
信号処理、画像処理、データ圧縮
組み込みシステム（マイコン、FPGA）

アグリゲータ
データの前処理、同期処理
機械学習等による高度なアナリティクス
並列計算/GPUによる高速演算

ホストPC・エンドユーザ
トレンド解析・異常検出
データ可視化・レポーティング
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1. 精度の高い特徴量の抽出
センサデバイスから収集される生データに対しては、センサの故障や異常による欠損の補間、サン
プル速度が異なる複数センサを扱う際のデータの同期、電源ノイズやランダム雑音のフィルタリン
グ、意図しないトレンド成分の除去など、簡単なデータ解析が目的であっても、複雑かつ時間のか
かるデータ・クレンジング（データの前処理）が必要な場合が多くあります。データ・クレンジング
作業が精度よく行われてない場合、その後に行う機械学習や最適化などのアナリティクスに向けた
良い特徴量が取り出せません。代表的なデータ・クレンジングの例を下記に示します。

																								データ・クレンジング作業前																								データ・クレンジング作業後

図2　データの欠損、サンプリング周期の異なる二種類のデータ（左）
									欠損箇所のデータ補間、及び、サンプリング周期の同期（リサンプリング）を行った例（右）

																	データ・クレンジング作業前																																			データ・クレンジング作業後

図3　電源ノイズとスパイクノイズを含むセンサ信号（左）
								ノイズ除去後ズーム表示した信号（右）
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上記は、時系列データに対する代表的な前処理の例ですが、周波数軸上において、必要な成分の
取得や、不要な成分の除去が必要なケースもあります。以下は、加速度センサーの情報から、人の
活動パターンを予測する例題からの抜粋です。オリジナルのデータには、重力加速度の寄与分が
含まれている（図4	 上図）ため、ハイパスフィルタにより、人の活動による成分を取り出しています
（図4	下図	）。

図4　加速度センサーデータと人の行動（歩く、階段の昇降、座る、立つ、寝る）の因果関係
（上：オリジナルデータ、下：ハイパスフィルタ処理後）

本例題の詳細は、以下の動画にてご覧頂けます。
•	 Webセミナー「機械学習のための信号処理」

データ・クレンジング作業の後、データの種類（音声、画像、各種センサデータ等）に応じて、その
性質を良く表す特徴量を選択することで、情報量を圧縮した効率の良いデータ解析が可能とな
り、機械学習等に向けた認識精度の向上に繋げることが出来ます。

http://jp.mathworks.com/videos/signal-processing-for-machine-learning-119299.html
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図5　各種特徴量の例：心電データからのQRS（左上）、	加速度センサーの高調波成分（右上）　
　　		音声データのMFCC（左下）、画像データのエッジ(輝の変化量)	（右下）　　

ここまで は、効 果 的な 特 徴 量 の 抽 出の 実 現 例 について 説 明してきました 。	
Signal Processing Toolbox™から提供される、時間軸・周波数軸双方の領域における豊富な信号処
理機能は、対象物の「本質的」な情報を得るための試行錯誤作業をサポートします。	
以下に、Signal Processing Toolboxから提供される代表的な機能を示します。
•	 信号のリサンプリング、欠損データの自動補間
•	 ノイズ除去
•	 ピーク値探索
•	 相関関数、遅延量の見積もり
•	 各種スペクトル推定GUI

•	 フィルタ設計GUI

2. 高度なアナリティクスの実装
抽出された精度の良い特徴量を機械学習アルゴリズムに適用することで、時系列データから異常
度を計算し、異常状態や変化点の自動検出を行うなど、人の目では判別しにくい事象の自動検出・
診断に応用することが出来ます。また、過去データからモデルを生成し、将来のトレンド予測を行
うことにより、故障の予知などに役立てることも出来ます。画像センサからの入力の場合、機械学
習を使用することで、顔や人物の検出、文字の認識などを自動化することも可能となります。
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図6　機械学習を使ったセンサ信号の異常判定（上段の波形はセンサからの入力、下段は、機械学習を使った波形の異常度を示す）

図7　過去データからのトレンド予測
（機械学習によって作成されたモデル（赤）と　実際のセンサデータ（青））
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図8			画像データからの歩行者の検出

機械学習を応用した、センサデータからの故障予測について、
以下の動画にてご覧頂けます。
•	 	Webセミナー「MATLABを使った予知保全・故障予測」

3. コンピューティング・リソースの全体最適化
次にIoTシステム構築で特に重要なシステム全体の最適化について示します。IoTシステム全体を最
適化するためには、対象となるデータや、アルゴリズムに応じてデータ量と演算、ネットワーク帯域
への負荷を意識した特徴量の抽出や、アルゴリズムのチューニング作業が必要となります。IoTシス
テムを構築する上で、サーバ環境や、クラウド、WEB技術とのインテグレーションなども必要にな
り、最適なIoTシステムの構築には、様々な知識・経験が必要です。
生体信号モニタリングシステムにおいて、コンピューティングの最適化を実施した例を図9に示しま
す。この例では、生体信号のモニタリングデバイスからキャプチャされた心拍のデータに対して特
徴抽出を行い、クラウド上のサーバにて機械学習による健康状態の診断を行います。

http://jp.mathworks.com/videos/predictive-maintenance-with-matlab-a-prognostics-case-study-121138.html
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図9　生体信号モニタリングシステムのIoTシステム構築例

この例では、ネットワーク帯域を抑制する為、エッジ・デバイス側にて特徴量を抽出し、サーバへの
送信データ帯域を1/50(デバイス10万台の場合:	400MB/秒	→	8MB/秒)に最適化しました。大幅なネ
ットワーク帯域の低減を実現すると同時に、サーバ側での機械学習処理に必要十分な特徴量を送
信する事が出来ています。この例では、心拍のピーク値を検出することでQRS値を特徴量としてデ
ータから抽出し、機械学習の一種であるニューラルネットワークを使い、健康状態の診断を実現し
ています。このように全体での処理順序、アルゴリズムについて机上検討を行った後、エッジ・デバ
イス側とサーバ側に実装する処理の適切なパーティショニングを行いました。

全データ送信	@1k/s	
4bytes x 1,000points = 4KB/s

デバイス10万台の場合: 400MB/秒

特徴データ(QRS例)のみ送信
4bytes x 10points x	2(タイムスタンプ)=	80B/s

デバイス10万台の場合: 8MB/秒

図10　サーバへの送信データ帯域の最適化
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4. エッジ・デバイスへのアルゴリズムの実装
IoTシステムの各コンポーネントへのパーティショニング、最適化を行った後、エッジ・デバイスへの
アルゴリズムの具体的な実装方式を検討します。
エッジ・デバイスについては、デバイスに最適化された信号処理ライブラリが提供されるARMプロ
セッサや、高速処理が可能なFPGA等の選択肢があり、また、各種センサや無線通信機能を搭載し
たスマートフォン等の既存デバイスを応用する方法もあります。前述のデータ・クレンジングや特徴
量抽出について、モデルベースデザインのワークフローに従い、机上でのシミュレーションに使用し
たアルゴリズムモデルから、必要とされる処理速度と処理内容によって、ソフトウェア（C/C++等の
言語）で処理する部分とハードウェア（HDL等の言語）で処理する部分へのパーティショニングを
行います。実装方式を決めた後、組み込みターゲットへ実装するコードを自動生成し、エッジ・デバ
イス開発を進めます。

図11　アルゴリズムを実装するフロー

以下のユーザー事例では、音声信号のスペクトログラムについて、画像処理技術により喘息特有の
パターン（特徴量）を抽出しており、エッジ・デバイスとしては、汎用のモバイル端末を使用してい
ます。
•	 	ユーザー事例「Respiri -	喘鳴検出・管理のモバイルアプリ開発」

https://jp.mathworks.com/company/user_stories/respiri-develops-mobile-app-for-wheeze-detection-and-asthma-management.html
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ターゲットがCコードベースのプロセッサのケースでは、Embedded Coder®を用いることで、プロセッ
サに最適化された組み込み用Cコードを自動生成することができます。また、画像処理や通信シス
テム等、高速な演算処理が必要とされるケースにおいては、HDL Coder™を用いることにより、シミ
ュレーション用のモデルから、FPGA/ASICに実装するためのHDLコードを自動生成することが可
能となります。

さらに、主に教育の分野に向けた、ローコストH/Wへの実装環境も提供されています。MakerZone
では、Raspberry Pi™やArduino®等のH/Wを用いた応用例が紹介されています。

5. アグリゲータでのコンピューティング環境
アグリゲータ側には、低レイテンシで高速に処理できるコンピューティング環境が要求されます。
多くのエッジ・デバイスから転送されてきたデータに対して、複数のCPUを使用した並列処理や、ア
ルゴリズムの種類によっては、GPUを利用した処理	(GPGPU: General Purpose computing on GPU)
が使用されます。Parallel Computing Toolbox™を利用することにより、MATLAB®コードをマルチコ
アCPUやGPUで利用することが容易になります。

GX = gpuArray(X); % CPUからGPUへデータを転送
GY = fft2(GX);  % GPU上にて演算処理を実行(二次元FFT例)
Y = gather(GY);  % 演算結果をGPUからCPUへ戻す

MATLABを使ったGPUでの処理例：GPUで演算を行うためには、CPUからGPUへデータを渡
し、GPU上にて処理を行う。

コンピューティング方式が決まり、IoTシステムとして運用に移す際には、開発したアグリゲータ側
のアナリティクス部分のモジュール化を行い、Webサーバ等のITシステムとの統合を行います。	
Webブラウザ経由でアグリゲータ側のアナリティクス・モジュールと接続出来るようにシステムを構
成する事で、様々なユーザがモバイル端末やその他のデバイスからアクセスできるようになり、IoT

http://makerzone.mathworks.com/
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システムを容易に活用することが出来ます。MATLAB Compiler SDK™とMATLAB Production 
Server™を利用し、開発したアナリティクスのモジュール化、及び、WEBサーバとのインテグレーショ
ンを実現します。
図12　Webブラウザからインタラクティブに操作出来るアナリティクスを実現した例

まとめ
IoTシステム構築にあたり、解決すべき課題と使われる技術、そして各フェーズにおいて考慮すべき
ことをMATLABでの実現例を用いて紹介しました。　
MATLABは幅広いデータフォーマットやプロトコルに対応しているため、データの取得が容易で
す。また、データの処理及びデータの可視化のための様々な関数ライブラリも提供されています。
　アルゴリズム開発では統計解析、機械学習、最適化など、様々な分野別に関数ライブラリが用意
され、開発されたアルゴリズムは個人利用から組織全体で利用できるアプリケーションやWebサー
ビスとの統合も可能です。このように開発ツールを適切に組み合わせ利用することで、スケーラブ
ルで高度なアナリティクスが搭載されたIoTシステムの開発へつなげることができます。

http://www.mathworks.com/trademarks

