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1．は じ め に

（1）データ量
（2）ストリーム処理
（3）データの多様性

近年，さまざまな場所にセンサが取り付けられ，収集

（4）推論

されたデータに基づき意思決定が行われるようになって

まず，第 1 の課題は，大量のデータをどのように処理

きている．例えば，スマートシティでは，都市に張り巡

するかという課題である．ストリームデータは，センサ

らされたセンサの情報をもとに，省エネルギーで，効率

ごとに随時データが生成されるため，データが大量にな

的な都市にするための意思決定が行われているし，先進

るという性質がある．そのため，大量のデータを処理す

運転支援システムでは，自動車に取り付けられたセンサ

るための機構が必要となる．第 2 の課題は，ストリーム

の情報をもとに，衝突回避などの安全性を増すための意

データの継続処理である．第 1 の課題とも関連するが，

思決定が行われている．そのようなシステムにおいては，

ストリームデータは，随時生成されるため，データが生

センサから入力されてくるストリームデータを機械が処

成されると同時に継続的に処理されないと処理が滞って

理し，そのデータから得られる情報に基づき意思決定が

しまうという問題が起こる．第 3 の課題は，ストリーム

行われている．ストリームデータから複雑で知的な意思

データの多様性である．通常，ストリームデータは，1

決定を行うためには，推論が大きな役割を果たすため，

種類のセンサから発生するものを処理するだけではな

ストリーム推論（Stream Reasoning）と呼ばれる研究

く，さまざまな種類のセンサから集められるさまざまな

領域に注目が集まっている．ストリーム推論とは，デー

種類のストリームデータを処理しなければならない．第

タストリーム，セマンティック Web，推論システムを統

4 の課題は，得られたストリームデータを用いて，どの

合するために必要な手法やツールなどを提供する学際的

ように推論を行うかである．通常，ストリームデータか

な研究分野である [Valle 09]．本稿では，ストリーム推

ら得られる情報は，センサが置かれた環境下の状況を表

論についての解説を行う．

している．意思決定を行うには，多数のセンサから得ら

本稿の構成は以下のようになっている．まず，2 章で

れたそれぞれの状況を組み合わせて判断を行う必要があ

は，ストリーム推論の概念，従来技術との違い，実現方

る．そのため，高度な意思決定を行うには，推論機構が

法について説明を行う．続く 3 章では，セマンティック

必要となる．

Web で基本となるデータ形式 RDF を用いてストリーム
データを処理する方法について述べる．4 章では，スト

2･2 複合イベント処理

リーム推論を使った応用例として，先進運転支援システ

2･1 節であげた課題を解決するために，データベース

ムを例に取り，どのようにしてシステムを実現できるか

技術の観点からは，ストリームデータを処理する複合イ

の説明を行う．最後の 5 章で，本稿をまとめる．

ベント処理（CEP：Complex Event Processing）とい
う考え方が提起されている．従来のデータベース技術で

2．ストリーム推論

は，データをデータベースに格納し，改めて分析すると
いうアプローチが取られていた．しかし，
ストリームデー

2･1 ストリームデータからの意思決定

タの場合には，データが随時生成されるため，そのよう

ストリームデータを使って，知的な意思決定を行う際

なアプローチを取るのが困難である．そこで，イベント

には，いくつかの課題があり，Valle らは，その課題を

に着目し処理するというのが，複合イベント処理の基本

広く論じている [Valle 09]．本稿では，次の四つに整理

的な考え方である．複合イベント処理では，あらかじめ

して述べる．

データに起こるであろうイベントの条件を複合イベント
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処理エンジンに登録し，ストリームデータの監視を行う．
そして，ストリームデータにそのイベントが起こった際
に，あらかじめ定義した処理を行う．例えば，株式取引
において，ある銘柄の株価が急に下落した場合に，その
銘柄を売るなどの処理が，この枠組みによって容易に実

図1

データ駆動型ストリーム推論

現できる．2009 年前後から，IBM や Oracle，マイクロ
ソフトといった大手の会社が，複合イベント処理のため
の基盤ソフトウェアに次々と参入している．最近では，
オープンソースの Apache Storm [Storm] がつくられ，
Yahoo! や Baidu でも利用されるなど，急速に環境が整っ

図2

検索駆動型ストリーム推論

てきている．複合イベント処理に関する近年の状況は，
Vincent がまとめている [Vincent 14]．

の検索式をストリーム処理に適用することで，意思決定
に利用する．この方式では，推論処理に独自の機構を入

2･3 ストリーム推論

れて，検索式から推論することで，ストリーム処理に適

複合イベント処理は，主に課題 1，2 を解決すること

した検索式に変換を行う．ストリーム処理部分は，RDF

に注力している．一方，セマンティック Web 技術は，

に対応したストリーム処理機構を用いてもよいが，デー

課題 3，4 を解決することには適しているが，課題 1，2

タベース分野などで研究されている機構も利用可能であ

に対応することが困難であった．しかし，近年の技術開

る．この方式を用いると，検索に関連するストリーム

発により，セマンティック Web 技術と親和性をもった

データだけを処理すればよいので効率的ではあるが，ス

形で，課題 1，2 が解決されつつある．そこで，推論手法

トリームデータを操作するための時系列推論をどう行う

をもち，多様なデータを統一的に扱えるセマンティック

かなどの問題点がある．このような研究としては，オン

Web 技術を用いることで，ストリームデータの推論を実

トロジーに基づくデータアクセス [Calbimonte 10] があ

現するのが，ストリーム推論の基本的な考え方となる．
ストリーム推論を行うためには，随時生成される大量
のストリームデータから得られる情報をどのようにして，
推論の枠組みに入れるかが最大の課題となる．そのため
の主な枠組みとして，データ駆動型ストリーム推論と検

る．この研究では，S2O と呼ばれるマッピングを使うこ
とで，検索の書換えを行う．この方式の実装としては，
Morph-Stream [Morph-Stre] がある．

3．RDF を用いたストリーム処理

索駆動型ストリーム推論の二つがある [Balduini 14]．
§ 1 データ駆動型ストリーム推論

本章では，2 章で述べた方式のストリーム処理部分に

データ駆動型ストリーム推論を図示すると，図 1 のよ

ついて説明する．検索駆動型ストリーム推論では，使う

うに表すことができる．データ駆動型ストリーム推論で

変換方法により複合イベント処理の機構をそのまま利用

は，ストリームデータは，ストリーム処理をする機構に

することもできるが，本稿では両方式で使える RDF を

より，イベントなどを示す RDF データに変換される．

用いたストリーム処理に着目して説明を行う．

その RDF データは，推論器に投入される．推論器は，
新しい RDF データが生成されるたびに，オントロジー

3･1 ストリームデータの RDF 表現

を用いることで推論を行い，推論結果のデータを生成す

セマンティック Web においては，さまざまなデータ

る．その推論結果のデータに対して，SPARQL で検索

の表現に Web 上でデータ交換をするための標準モデル

を行い，意思決定に利用する．この方式では，ストリー

である RDF（Resource Description Framework）[RDF

ム処理に独自の機構を入れてストリームデータを RDF

Working Group 14] を用いる．RDF は，主語（subject）
，

データに変換する．そのため，それ以降の処理は，セマ

述語（predicate）
，
目的語（object）の三つの要素で表され，

ンティック Web で研究されている推論器などを利用で

これをトリプルと呼ぶ．本稿では，トリプルを以下のよ

きるという利点がある．しかし，ストリームから生成さ

うに記述する．

れる RDF データが随時推論に利用されることになるの
で，全体の処理が重くなるという欠点がある．この方式
の実装としては，C-SPARQL [Barbieri 09] などがある．

<subject, predicate, object>
RDF では，この三つの要素を使うことにより，デー

§ 2 検索駆動型ストリーム推論

タの記述を行う．しかし，トリプルを単体で使った場合

検索駆動型ストリーム推論を図示すると，図 2 のよう

には，ストリーム処理の際に必須となるイベントが発生

に表すことができる．検索駆動型ストリーム推論では，

した時刻を表現することが難しい．例えば，太郎君が移

検索が行われると，オントロジーを用いて推論が行われ，

動している最中に，神保町駅に滞在した場合に，下記の

ストリーム処理に適したような検索式に変換される．そ

トリプルが得られる．
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< 太郎，滞在，神保町駅 >

（1）

しかし，その後，移動して大手町駅に到着した場合に

3･2 RDF ストリームの処理
関係データベースを検索するための検索言語として
SQL がある．それに対応して，RDF データベースを検
索するための検索言語として SPARQL が設計された．

は，以下の別のトリプルが得られる．
< 太郎，滞在，大手町駅 >

30 巻 5 号（2015 年 9 月）

（2）

この二つのトリプルに対して，時刻情報が欠けている

SQL に対して，ストリームデータを扱えるようにした
検索言語として，CQL [Arasu 06] がある．SPARQL に
対しても同じように拡張を行い，RDF ストリームを扱

と，現在，太郎君がどこにいるかを判別できず，推論に

えるようにする検索言語が考案されている．例えば，

利用することができない．

C-SPARQL [Barbieri 09]，Streaming SPARQL [Bolles

このような時系列のデータを RDF で表現するため

08]，SPARQLstream [Calbimonte 10]，EP-SPARQL

に は，
「 時 刻 に 基 づ く 表 現（point-based）
」 と「 期 間

[Anicic 11]，CQELS [Le-Phuoc 11] などがあげられる．

に基づく表現（interval-based）
」の二つの手法がある

これらは，同じようなモデルを用いているが，それぞれ

[Gutierrez 07]．時刻に基づく表現は，何かのイベント

の検索式は，微妙に異なって定式化されている．さまざ

が起こった際に，時刻とともに RDF を記録して利用す

まなシステムがあるが，本稿では，RDF ストリームを

る方法である．もう一方の期間に基づく表現は，何かの

取り扱う機構の代表として，C-SPARQL [Barbieri 09]＊1

イベントが起こった際に，そのイベントが起こっている

について解説する．

期間（開始時刻，終了時刻）とともに RDF を記録して

C-SPARQL は，
SPARQL 1.1 に対して，
ストリームデー

利用する方法である．後者のほうが，イベントの重なり

タを扱えるように拡張を施したものである．SPARQL

を検知したりする場合など，複雑な状況を処理する際に，

1.1 では，ある時点における RDF データを検索すること

より簡単に表現することができる．しかし，期間に基づ

ができる．それに対して，
C-SPARQL では，
時系列のデー

いてストリームデータを表現する場合には，イベント終

タを検索できるように拡張が施されている．時系列で表

了時までデータを蓄積して，その後，RDF に変換する

現される RDF ストリームを扱うために，RDF データ

必要が出てくる．そのため，ストリーミング処理の際に

セットを指定する際に，SPARQL で利用可能な FROM

は，イベント（データ）が発生したときを単に記録する

句と FROM NAMED 句に加えて，FROM STREAM 句

前者のデータモデルが多く用いられている．

が追加されている．さらに，RDF トリプルで時刻を取

時 刻 と と も に RDF を 記 録 す る 方 法 と し て，Time-

り扱うための関数が C-SPARQL では追加されている．

Annotated-RDF（TA-RDF）[Rodríguez 09] のように，

WHERE 句の中で，timestamp 関数を利用することが

従来の RDF の枠組みの中で表現する手法も考案され

できる．この関数で RDF ストリームに付与されている

ている．TA-RDF では，ブランクノードを用いて時刻

時間を呼び出すことができ，大小比較などを行うことで，

と値の表現を行う．しかし，そのような手法を用いる

イベントの順序の確認などが可能となる．

と，推論に複雑な処理が必要になるため，RDF トリプ

C-SPARQL では，検索式を REGISTER ステートメン

ルにタイムスタンプを付ける，時間トリプル（temporal

トで登録して利用することができる．すると，登録され

triple）というモデルが広く用いられている．

た検索式に従って，随時，その時点における変数値など

時間トリプルは下記のように定義される．

を返す．そのため，FROM STREAM 句を用いて，検索

定義 1：時間トリプル

式で RDF ストリームを検索対象に指定すると，データ

RDF トリプル < s, p, o > に対して，時間ラベル t

ストリームの監視を行い，条件に応じた動作をさせるこ

（ t は自然数）を付与したとき，<< s, p, o >, t > を

とができる．条件としては，一定の時間幅を設定し，そ

時間トリプルと呼ぶ．
時間トリプルは，RDF トリプルに時刻を付与しただ
けのものである．この記法は，ストリームデータが生
成されたときに，ストリームの値を RDF として与え，
生成時刻を時間ラベルとして記述するだけであるので，
データの構成が容易である．また，この表現自体は，時
刻に基づく表現になるが，時間トリプルの集合
{<< s, p, o >, t > ｜ t1  t  t2}
を考慮することで，t1 ～ t2 までの期間を用いた期間に
基づく表現に変換することが可能となる．ここで定義さ

の時間幅を指定した時間ステップごとにスライドさせな
表1

C-SPARQL の検索式の例

REGISTER QUERY OverSpeedCheck AS
SELECT ?car
FROM STREAM
<http://www.toyota-ti.ac.jp/Lab/Denshi/COIN/
stream>
[RANGE 500ms STEP 50ms]
WHERE {
?car car:velocity ?speed . }
GROUP BY ?speed HAVING(AVG(?speed) >=
maxSpeed)

れた時間トリプルは，一般的に RDF ストリーム（RDF
stream）と呼ばれる．

＊1 http://streamreasoning.org/download から入手可
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がら監視することなどができる．例えば，自動車の速度
センサの情報を表現する RDF ストリームを用いて，速
度超過になっていないかを調べるためには，表 1 のよう
な検索式を登録する．この検索式では，直近 500 ミリ秒
の時間幅における速度の平均値を利用して速度超過を監
視しており，50 ミリ秒ごとに更新している．

4．先進運転支援システムへの応用
先進運転支援システム（Advanced Driver Assistance

図3

地図オントロジー

図4

制御オントロジー

System）は，自動車の運転を支援するためのシステムで
あり，
さまざまな自動車への導入が始まっている．例えば，
先進運転支援システムの一つである前方衝突警報システ
ムは，すでに市販車への設置が始まっている．このシス
テムでは，前方を監視するセンサの情報をもとに，衝突の
可能性を検知し，自動的に自動車を停止させる動作を行
う．前方衝突警報システムのような単純な動作を決定す
るだけの場合には，単にセンサ値が一定の値になったこと

map:turnLeftTo＊2 というプロパティは，異なる道路部

を利用して，自動車の動作を決定することができる．し

品の間の接続関係を記述するのに使われる．データ型プ

かし，複雑な動作を行う場合には，ストリーミングデータ

ロパティは，インスタンスとデータの関係を示すのに使

に基づいて推論を行う必要がある．

われる．例えば，map:speedMax というプロパティは，

本章では，セマンティック Web 技術を用いてストリー

道路の最高速度を記述するのに使われる．

ミングデータを利用する例として，著者らが研究してい

制御オントロジーは，自動車の制御に関する情報を記

る先進運転支援システム [Zhao 14, Zhao 15] について説

述するためのオントロジーである．制御オントロジーの

明する．先進運転支援システムを構成するために，知識

主要なクラスを図 4 に示す．制御オントロジーは，全部

を記述するオントロジーの設計を行い，関連する情報を

で 34 個のクラスをもち，
15 個のオブジェクトプロパティ

インスタンスとして記述した．さらに，推論を行うため

と 2 個のデータ型プロパティで構成されている．制御オ

の規則を記述した．それらの知識は，ストリームデータ

ントロジーにおける，オブジェクトプロパティとしては，

を処理するための C-SPARQL 検索，トリプルを処理す

運転経路を表す control:nextPathSegment＊3 や，他の自

るための SPARQL 検索，推論器を通して利用され，意

動車との衝突警告を表す control:collisionWarningWith

思決定が行われる．以下，順に説明を行う．

などがある．データ型プロパティとしては，経路セグメ
ントの ID を示す control:pathSegmentID などがある．

4･1 オントロジーによる知識記述

自動車オントロジーは，自動車や，その自動車に搭載

§ 1 オントロジー

されているセンサなどのデバイスに関する情報を記述す

先進運転支援システムを実現するために，以下の三つ

るためのオントロジーである．自動車オントロジーの主

のオントロジーの設計を行った．

要なクラスを図 5 に示す．自動車オントロジーは，全部

● 地図オントロジー

で 33 個のクラスをもち，3 個のオブジェクトプロパティ

● 制御オントロジー

と 15 個のデータ型プロパティで構成されている．自動

● 自動車オントロジー

車オントロジーにおける，オブジェクトプロパティとし

地図オントロジーは，道路，交差点，車線など自動車

ては，自動車がいる位置を表す car:isRunningOn＊4 など

が走れる環境の物理的な要素や，制限速度といった環境

がある．データ型プロパティとしては，自動車の速度を

に付随する情報を記述するためのオントロジーである．

表す car:velocity などがある．

地図オントロジーの主要なクラスを図 3 に示す．地図

§ 2 インスタンス

オントロジーは，全部で 78 個のクラスをもち，18 個の

先進運転支援システムを構築するために，前項で示し

オブジェクトプロパティと 18 個のデータ型プロパティ

た三つのオントロジーを利用して，以下の三つのインス

で構成されている．オブジェクトプロパティは，クラス

タンスを構築した．

のインスタンス間の関係を示すのに使われる．例えば，
＊2 PREFIX map：<http://www.toyotati.ac.jp/Lab/
Denshi/COIN/Map#>

＊3 PREFIX control：<http://www.toyotati.ac.jp/Lab/
Denshi/COIN/Control#>
＊4 PREFIX car：<http://www.toyotati.ac.jp/Lab/
Denshi/COIN/Car#>
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表2

図5

自動車オントロジー

30 巻 5 号（2015 年 9 月）

SPARQL 検索式の例

SELECT ?max
WHERE { {
currentPathSegment map:isLaneOf
?roadsegment.
?roadsegment map:isRoadSegmentof ?road.
?road map:speedMax ?max.
} UNION {
?road map:hasInstersection
currentPathSegment.
?road map:speedMax ?max. } }

● 天白区地図インスタンス：名古屋市天白区の地図の

一部を記述したもの．

論規則などを利用し，知的意思決定システムを作成し

● 経路インスタンス：自動車が移動する経路を記述し

た．規則に基づいて推論を実行するための推論器として，
Pellet[Sirin 07] を用いた．このシステムは，信号のない

たもの．
● 自動車インスタンス：自動車とそれに搭載されてい

交差点において，自動車が意思決定を行うためのシステ
ムである．信号がない交差点においては，周囲の自動車

るデバイスを記述したもの．

などの状況に応じて，行動を決めなければならない．例
4･2 推 論 規 則

えば，右折しようとした際に，前方から直進する自動車

意思決定に用いる推論規則を記述するために，セマ

が来た場合には，その車は前方から来た車が通過するま

ンティック Web 規則記述言語（SWRL：Semantic Web

で待たなければならない．そのような意思決定を行うシ

Rule Language）[Horrocks 04] を用いた．例えば，信

ステムを構築した．

号のない交差点における，優先通行権の規則を記述する
ために，以下の二つの規則を用いた．
● collisionWarningWith
（?carX,

?carY）

CollisionWarning（?carX）
CollisionWarning（?carY）

● CollisionWarning
CollisionWarning（?carY）
（?carX）

GoForward（?carY）
TurnRight
（?carX）
Stop（?carX）giveWay（?carX, ?carY）

この規則は，衝突警告が出た場合には，右折する自動
車が止まり，直進する自動車に道を譲るということを示
している．

システムの処理の流れを図 6 に示す．図に従って順に
処理を説明する．
（1）自動車に搭載されたセンサから得られたデータは，
センサデータ受信機を通して，SPARQL 検索エン
ジンと SWRL 規則推論器に送られる．
（2）オントロジーで記述された 3 種類のインスタンス
と推論規則から構成される知識ベースを使って，現
在の車線，隣の車線，運転方向などの自分の車の状
況を検索する．
（3）SWRL 規則推論器が，他の車の速度や進行方向，
衝突警告などの周囲の状況に関する情報を知識ベー

4･3 C-SPARQL 検索
センサデータから入力される情報を監視するために，

スに付加する．例えば，車 X が車 Y に衝突するこ
とを検出した場合には，<carX, control：collision

C-SPARQL を用いて RDF ストリームの検索を行ってい

WarningWith, carY> というトリプルを知識ベース

る．例として，速度超過になっていないかを調べるため

に追加する．

に利用した C-SPARQL 検索式を表 1 に示す．この検索
式は，500 ミリ秒間の平均速度が maxSpeed を超えてい
ないかを調べている．

（4）SWRL 規則推論器が，知識ベースを使って推論
を行い，推論結果を知識ベースに付加する．例えば，
車Xが停止し，
車Yに道を譲るという推論がなされる．
（5）SPARQL 検索エンジンが，知識ベースから実際

4･4 SPARQL 検索
自動車が走行する際に，現在走行している場所から次

に使われる運転コマンドを検索する．
（6）運転コマンドが経路プランニングシステムに送ら

に走行する場所を検索したり，走行している道路の制限
速度を検索したりするために，SPARQL を用いて検索
を行っている．例として，制限速度を検索するために利
用した SPARQL 検索式を表 2 に示す．この検索式では，
現在の経路上の位置として，道路と交差点のどちらでも
利用可能なように記述している．
4･5 知的意思決定システム
上記で説明した，オントロジー，インスタンス，推

図6

知的意思決定システムの処理

ストリーム推論
れ，運転経路や運転動作が更新される．
（7）ステップ 3，ステップ 4 で新しく付加された情報
が知識ベースから取り除かれる．
センサデータは，UDP を使ってリアルタイムでシス
テムに送られる．ここで使われるセンサデータは，緯度
や速度などの情報が含まれている．トヨタの自動車，エ
スティマを使って，実装したシステムの実験を行った．
実時間で推論が可能であるかを検証したところ，実行に
要した平均時間は 99 ミリ秒であり，77 ミリ秒から 312
ミリ秒までの幅があったものの，交差点において，衝突
を回避するような推論を行うことが可能であった．

5. お わ り に
本稿では，セマンティック Web 技術を用いて，スト
リームデータを処理するための枠組み，ストリーム推論
について，例とともに解説を行った．多様なセンサデー
タを使って，複雑な意思決定を行う場合には，推論が必
要となるため，本稿で述べたストリーム推論の枠組みは，
大きな力を発揮するであろう．しかし，本稿では述べな
かったが，ストリームデータに対して推論する枠組みは，
セマンティック Web 技術だけに限られるわけではなく，
解集合プログラミング [Gebser 12] を使うアプローチな
ど，別のアプローチもある．
ストリーム推論は，セマンティック Web において非常
に注目を浴びているトピックの一つとなっており，国際
セマンティック Web 会議などで頻繁にチュートリアルが
開かれている．チュートリアルの資料は Web 上で公開
[Balduini 14] されており，さらにこの分野を深く知るた
めの手掛かりになるであろう．また，2015 年開催の国
際セマンティック Web 会議でも，ストリーム推論に関
するチュートリアルが開かれる予定となっている．興味
のある読者はぜひ，参加していただきたい．
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