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(57)【要約】
　端末から収集されたデータを管理するデータ収集管理
システムにおいて、リソースの利用効率を向上させるデ
ータ収集管理システムを提供する。データ収集管理シス
テムは、測定データを送信する端末と、端末が送信する
測定データを受信し、管理する管理装置と、を含む。管
理装置は、端末が測定データを管理装置に送信する際の
コストを示す送信コスト情報を、端末に通知する通知部
を備える。端末は、測定データの情報としての価値を示
す情報価値を算出する算出部と、情報価値と、送信コス
ト情報と、に基づいて、測定データを管理装置に送信す
るか否かを定める送信制御部と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定データを送信する端末と、
　前記端末が送信する測定データを受信し、管理する管理装置と、
　を含み、
　前記管理装置は、前記端末が測定データを前記管理装置に送信する際のコストを示す送
信コスト情報を、前記端末に通知する通知部を備え、
　前記端末は、
　測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出部と、
　前記情報価値と、前記送信コスト情報と、に基づいて、測定データを前記管理装置に送
信するか否かを定める送信制御部と、を備える、データ収集管理システム。
【請求項２】
　前記送信制御部は、予め定めたポリシにより重要と判断された測定データを、他の測定
データに優先して送信する請求項１のデータ収集管理システム。
【請求項３】
　前記端末は、測定データを、第１の測定データと、前記第１の測定データに従属する第
２の測定データと、に分類するための属性分類情報を記憶する記憶部をさらに備え、
　前記算出部は、前記第１の測定データに分類された測定データの前記情報価値を算出す
る請求項１又は２のデータ収集管理システム。
【請求項４】
　前記送信制御部は、前記情報価値と前記送信コスト情報を統計処理することで、測定デ
ータの送信確率を算出すると共に、前記送信確率に従って測定データを前記管理装置に送
信する請求項１乃至３のいずれか一項に記載のデータ収集管理システム。
【請求項５】
　前記算出部は、
　前記情報価値の算出対象の測定データを取得した第１の時点よりも前に取得した測定デ
ータに基づいて、前記第１の時点以降の測定データの第１の確率分布と、前記第１の時点
を含む時点までに取得した測定データに基づいて、前記第１の時点以降の測定データの第
２の確率分布と、を算出すると共に、
　前記第１の確率分布と前記第２の確率分布との分布間距離に応じて、測定データの前記
情報価値を算出する請求項１乃至４のいずれか一項に記載のデータ収集管理システム。
【請求項６】
　前記管理装置は、
　前記端末が送信する測定データが消費するリソース量の集中度合いが増えるに従い前記
送信コスト情報の値を増加させる送信コスト管理部をさらに備える請求項１乃至５のいず
れか一項に記載のデータ収集管理システム。
【請求項７】
　前記管理装置は、
　前記端末が他の測定データに優先して送信する測定データを受信し、前記優先して送信
された測定データに基づいて、前記端末から受信していない測定データの推定を行う推定
部をさらに備える請求項１乃至６のいずれか一項に記載のデータ収集管理システム。
【請求項８】
　端末から管理装置に測定データを送信する工程と、
　前記端末が測定データを前記管理装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、
前記管理装置から前記端末に通知する工程と、
　測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出工程と、
　前記情報価値と、前記送信コスト情報と、に基づいて、測定データを前記端末から前記
管理装置に送信するか否かを定める送信制御工程と、
　を含むデータ収集管理方法。
【請求項９】
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　測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出部と、
　自装置から、測定データを管理する管理装置に測定データを送信する際のコストを示す
送信コスト情報と、前記情報価値と、に基づいて、測定データを前記管理装置に送信する
か否かを定める送信制御部と、
　を備える端末。
【請求項１０】
　端末が送信する測定データを受信する受信部と、
　前記端末が測定データを自装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、前記端
末に通知する通知部と、
　を備える管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願についての記載］
　本発明は、日本国特許出願：特願２０１３－０６３５７９号（２０１３年３月２６日出
願）に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されて
いるものとする。
　本発明は、データ収集管理システム、データ収集管理方法、端末及び管理装置に関する
。特に、ネットワーク経由で収集され、蓄積されるデータに関するデータ収集管理システ
ム、データ収集管理方法、端末及び管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ；Machine-to-Machine）システムに代表されるシステ
ムにおいて、各種のセンサデータを収集し、様々なアプリケーションに活用する研究開発
が盛んに行われている。Ｍ２Ｍシステムでは、各種センサから得られるデータが時系列に
収集され、ネットワーク、特に、モバイルネットワークを介して管理サーバにデータが送
られる。管理サーバは、各種センサから収集したデータ（時系列データ）を、様々なアプ
リケーションによる活用を可能とするため、これらのデータを管理する。このような時系
列データは、一律にリソース（例えば、ネットワーク帯域や管理サーバの資源）を消費し
ているのが現状である。
【０００３】
　しかし、このようなデータを活用するアプリケーションや状況に応じて、各データの重
要度が異なる。例えば、車両の位置情報を定期的に取得することで、車両が移動する際の
軌跡を取得し、特定の場所での渋滞状況等を分析するアプリケーションを考える。車両が
、例えば、高速道路を一定速度で走行中の場合には、大まかなデータポイントから他の点
は高い精度で補間が可能であり、代表的な点（データポイント）以外のデータの価値は低
い（重要ではない）。あるいは、渋滞が発生している場所では、車両の移動速度は非常に
遅いため、短い間隔でのデータ測定は不要である。一方、車両が入り組んだ道路を走行中
の場合や、停車と発進を繰り返すような運転状況では、変化点付近において多くのデータ
がなければ精度の高い車両位置の把握は難しい。このように、同種のデータ（例えば、車
両の位置情報）であっても、その重要度は、データを利用するアプリケーションや状況に
よって異なる。即ち、データの重要度は動的に変化する。
【０００４】
　特許文献１において、車両携帯端末装置において収集する車両データの種別を分類し、
予め決められた優先度で送信タイミングを調整する技術が開示されている。例えば、自動
車の安全に関するデータは早急に管理サーバに送信されるのに対し、故障診断情報のよう
な不要不急なデータに関しては、自動車が停止した後に送信される。また、特許文献２に
おいて、予め優先度が決められた２つのキュー（待ち行列）を準備し、送信タイミングを
調整する技術が開示されている。さらに、特許文献３において、センサデータをその種別
に応じてバッファリングし、決められた演算を行うことで、当該データの送信可否を判定
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する構成が開示されている。さらにまた、特許文献４において、検出データの変動幅に応
じて、センサから取得したデータの重要度を判定し、データの送信頻度を可変とする技術
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－０７６３２２号公報
【特許文献２】特開２０１０－０２６８１５号公報
【特許文献３】特開２０１１－２４４４０６号公報
【特許文献４】特開２０１１－１８８３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　なお、上記先行技術文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。以下の
分析は、本発明者らによってなされたものである。
【０００７】
　上述のように、同種のデータであっても、その重要度はデータを利用するアプリケーシ
ョンや状況によって異なる。即ち、データの重要度は動的に変化する。ここで、特許文献
１及び２が開示する技術では、予め優先度を定めることが必要である。即ち、特許文献１
及び２が開示する技術では、静的な設定に基づいて、データを送信するタイミングを調整
するに留まる。そのため、特許文献１及び２が開示する技術では、例えば、同種のデータ
であっても重要度が異なる場合（重要度が動的に変化する場合）に対応できない。同様に
、特許文献３が開示する技術であっても、データの動的な重要度の変化に対応できない。
その結果、特許文献１～３が開示する技術を適用するシステムでは、リソースの利用効率
が低いという問題が生じる。また、特許文献４が開示する技術は、データの衝突が生じる
ような状況下において、データの重要度に応じて、データの送信頻度を可変し、重要度の
高いデータを優遇する技術である。しかし、特許文献４が開示する技術では、重要度の高
いデータであっても、重要度の低いデータであっても、所定の間隔で送信されることに違
いはなく、これらのデータを受け取る受信装置における各データのリソース消費量に違い
はない。即ち、データ受信装置において、これらのデータを等価値的に扱う限りは、リソ
ースの利用効率は低いといえる。
【０００８】
　上記の問題は、端末等で収集されたデータを一律に、モバイルネットワーク等のネット
ワークを介して管理サーバにアップロードし、データベースに格納することに起因する。
つまり、端末等で収集されたデータを等価値なものとして扱うため、ネットワーク資源や
計算資源の無駄が多くなる。端末から収集されるデータは、利用されるアプリケーション
（各種の分析処理や解析処理）によっては不要不急のデータや、分析結果に対する影響が
少ない冗長データ等が多数含まれるが、重要度の高いデータも、重要度の低いデータ（不
要不急のデータや冗長データ）も、一律にリソースを消費している。
【０００９】
　以上の状況を鑑み、本発明は、リソースの利用効率を向上させることに寄与するデータ
収集管理システム、データ収集管理方法、端末及び管理装置を、提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の視点によれば、測定データを送信する端末と、前記端末が送信する測定
データを受信し、管理する管理装置と、を含み、前記管理装置は、前記端末が測定データ
を前記管理装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、前記端末に通知する通知
部を備え、前記端末は、測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出部
と、前記情報価値と、前記送信コスト情報と、に基づいて、測定データを前記管理装置に
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送信するか否かを定める送信制御部と、を備える、データ収集管理システムが提供される
。
【００１１】
　本発明の第２の視点によれば、端末から管理装置に測定データを送信する工程と、前記
端末が測定データを前記管理装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、前記管
理装置から前記端末に通知する工程と、測定データの情報としての価値を示す情報価値を
算出する算出工程と、前記情報価値と、前記送信コスト情報と、に基づいて、測定データ
を前記端末から前記管理装置に送信するか否かを定める送信制御工程と、を含むデータ収
集管理方法が提供される。
　なお、本方法は、端末と、管理装置という、特定の機械に結びつけられている。
【００１２】
　本発明の第３の視点によれば、測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出す
る算出部と、自装置から、測定データを管理する管理装置に測定データを送信する際のコ
ストを示す送信コスト情報と、前記情報価値と、に基づいて、測定データを前記管理装置
に送信するか否かを定める送信制御部と、を備える端末が提供される。
【００１３】
　本発明の第４の視点によれば、端末が送信する測定データを受信する受信部と、前記端
末が測定データを自装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、前記端末に通知
する通知部と、を備える管理装置が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の各視点によれば、リソースの利用効率を向上させることに寄与するデータ収集
管理システム、データ収集管理方法、端末及び管理装置が、提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実施形態の概要を説明するための図である。
【図２】第１の実施形態に係るデータ収集管理システムの構成の一例を示す図である。
【図３】端末１０の内部構成の一例を示す図である。
【図４】サーバ２０の内部構成の一例を示す図である。
【図５】データ構造情報管理部１０２が記憶する属性分類情報の一例を示す図である。
【図６】情報価値の計算例を説明するための図である。
【図７】情報価値４０１及び送信コスト４０２の時間変動（図７（ａ））と、対応する送
信確率４０３の時間変動（図７（ｂ））の一例を示す図である。
【図８】端末１０の動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】データ推定部２０４によるデータ推定の概念を説明するための図である。
【図１０】サーバ２０におけるデータの取り扱い処理を説明するための図である。
【図１１】サーバ２０の動作の一例を示すフローチャートである。
【図１２】第２の実施形態に係る車両データ収集管理システムの構成の一例を示す図であ
る。
【図１３】携帯端末７０２に含まれる制御部８０１の内部構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　初めに、図１を用いて一実施形態の概要について説明する。なお、この概要に付記した
図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、こ
の概要の記載はなんらの限定を意図するものではない。
【００１７】
　上述のように、端末から収集されたデータを管理するデータ収集管理システムにおいて
、リソースの利用効率を向上させるデータ収集管理システムが望まれる。
【００１８】
　そこで、一例として図１に示すデータ収集管理システムを提供する。図１に示すデータ
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収集管理システムは、測定データを送信する端末１と、端末１が送信する測定データを受
信し、管理する管理装置２と、を含む。管理装置２は、端末１が測定データを管理装置２
に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、端末１に通知する通知部９０１を備える
。端末１は、測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出部９０２と、
情報価値と、送信コスト情報と、に基づいて、測定データを管理装置２に送信するか否か
を定める送信制御部９０３と、を備える。
【００１９】
　以上の構成及び機能により、図１に示すデータ収集管理システムでは、システムのリソ
ース量（例えば、端末１と管理装置２の間のネットワーク帯域や、管理装置２の計算資源
）は、重要度の高いデータから優先的に消費される。なぜならば、端末１は、送信しよう
とする測定データの価値（情報価値）を算出し、当該測定データの価値が低い場合や、当
該測定データの送信に要するコストが高い場合には、測定データを送信しないためである
。その結果、管理装置２が管理する測定データを利用する各種分析等の精度は低下させず
に、リソースの利用効率を向上させることができる。
【００２０】
　以下に具体的な実施の形態について、図面を参照してさらに詳しく説明する。
【００２１】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態について、図面を用いてより詳細に説明する。
【００２２】
　図２は、本実施形態に係るデータ収集管理システムの構成の一例を示す図である。図２
を参照すると、データ収集管理システムは、複数の端末１０－１～１０－ｎ（ｎは正の整
数）と、サーバ２０と、センサ等を含んで構成される複数の測定装置３０－１～３０－ｍ
（ｍは正の整数）と、を含んで構成される。なお、以降の説明において、端末１０－１～
１０－ｎを区別する特段の理由がない場合には、「端末１０」と表記する。同様に、測定
装置３０－１～３０－ｍを区別する特段の理由がない場合には、「測定装置３０」と表記
する。
【００２３】
　測定装置３０は、内蔵するセンサから得た測定データを、端末１０の要求に応じて端末
１０に送信する。端末１０とサーバ２０は、ネットワーク４０を介して接続される。端末
１０は、サーバ２０に測定データを出力する。サーバ２０は、各端末１０が送信する測定
データを受信し、受信した測定データを管理する。また、サーバ２０は、端末１０に制御
信号を出力する。なお、図２に示す構成は例示であって、システムの構成を限定する趣旨
ではない。例えば、測定装置３０と端末１０とが、同じ筐体に格納されていてもよい。
【００２４】
　図３は、端末１０の内部構成の一例を示す図である。図３を参照すると、端末１０は、
データ収集インターフェイス１０１と、データ構造情報管理部１０２と、データ収集部１
０３と、データ管理部１０４と、制御信号管理部１０５と、情報価値推定部１０６と、デ
ータ送信制御部１０７と、通信部１０８と、を含んで構成される。
【００２５】
　データ収集インターフェイス１０１は、測定装置３０から測定データを収集する、測定
装置３０の制御インターフェイスである。データ収集インターフェイス１０１が収集する
測定データには、端末１０の位置、端末１０が移動する際の加速度、端末１０の周辺温度
や湿度、等に代表される各種センサにより収集されるデータである。なお、データ収集イ
ンターフェイス１０１が収集する測定データのフォーマットは、各種センサが出力するデ
ータをデジタル信号に変換したバイナリデータであってもよいし、テキストデータであっ
てもよい。
【００２６】
　データ収集部１０３は、データ収集インターフェイス１０１を用いて測定データを収集
する。その際、データ収集部１０３は、データ構造情報管理部１０２が記憶する情報を参
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照しつつ、測定データの取り扱いを決定する。より具体的には、データ収集部１０３は、
測定データが後述する判断データであった場合には、当該測定データ（判断データ）をデ
ータ管理部１０４及び情報価値推定部１０６に出力する。一方、測定データでなければ（
後述する従属データ）、データ収集部１０３は、当該測定データを情報価値推定部１０６
に出力せず、データ管理部１０４に出力する。このように、データ収集部１０３は、デー
タ構造情報管理部１０２が記憶する情報に応じて決定した取り扱いに従い、測定データを
データ管理部１０４及び情報価値推定部１０６に出力する。
【００２７】
　データ管理部１０４は、測定データを記憶し、管理する。
【００２８】
　データ構造情報管理部１０２は、データの情報価値判断という観点での属性分類情報を
記憶する。データ構造情報管理部１０２が記憶する属性分類情報は、予めシステムの管理
者が設定する。属性分類情報の詳細は後述する。
【００２９】
　制御信号管理部１０５は、サーバ２０が送信する制御信号を管理する。制御信号管理部
１０５は、サーバ２０が送信する制御信号から計算した結果を、端末１０に向けた送信コ
ストとしデータ送信制御部１０７に出力する。サーバ２０が送信する制御信号及び送信コ
ストの詳細は後述する。
【００３０】
　情報価値推定部１０６は、過去の測定データに基づいて、データ収集部１０３が収集す
る測定データの価値を推定することで、測定データに対する情報価値を算出する。情報価
値推定部１０６が算出する情報価値は、測定データをサーバ２０に送信するか否かの判断
に使用される価値指標パラメータである。情報価値推定部１０６は、算出した情報価値を
データ送信制御部１０７に出力する。
【００３１】
　データ送信制御部１０７は、情報価値推定部１０６が算出した情報価値と、制御信号管
理部１０５が出力する送信コストと、に基づきサーバ２０に測定データを送信するか否か
を決定する。測定データをサーバ２０に送信する場合には、データ送信制御部１０７は、
データ管理部１０４から測定データを取得し、通信部１０８を介してサーバ２０に送信す
る。
【００３２】
　図４は、サーバ２０の内部構成の一例を示す図である。図４を参照すると、サーバ２０
は、通信部２０１と、制御信号管理部２０２と、データ受信部２０３と、データ推定部２
０４と、データ管理部２０５と、データベース２０６と、を含んで構成される。
【００３３】
　通信部２０１は、端末１０との相互通信を実現する手段である。通信部２０１は、端末
１０が送信する測定データを受信し、制御信号を端末１０に送信する。
【００３４】
　データ受信部２０３は、端末１０から送られてきた測定データを受信する。データ受信
部２０３は、受信した測定データを、データ管理部２０５に出力する。
【００３５】
　データ管理部２０５は、受信した測定データを、データベース２０６に登録する。また
、データ管理部２０５は、外部（例えば、測定データの解析を行う装置）からのデータア
クセス（読み出し、書き込み、更新等）をサポートする手段である。なお、データベース
２０６のデータ管理方式には、リレーショナルデータベースを採用することが考えられる
が、他の方式であってもよい。
【００３６】
　データ推定部２０４は、データベース２０６に登録されている測定データ（現在の測定
データ）から、未受信の測定データを推定する手段である。
【００３７】
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　制御信号管理部２０２は、現在の測定データから、端末１０におけるデータ送信制御を
行うための情報を含む制御信号を生成する手段である。制御信号管理部２０２は、制御信
号を、通信部２０１を介して端末１０に送信する。なお、制御信号管理部２０２による制
御信号の生成及び送信は、定期的に実行されてもよいし、管理者等の外部からの要求に応
じてオンデマンドで実行されてもよい。以降の説明においては、予め設定された周期によ
り定期的に、制御信号の生成及び送信が実行されることを前提とする。
【００３８】
　なお、端末１０に含まれる各部は、端末１０に搭載されたコンピュータに、そのハード
ウェアを用いて、後に詳述する処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現する
こともできる。
【００３９】
　次に、端末１０に含まれる各部の動作について説明する。
【００４０】
　端末１０は、測定装置３０から取得した測定データを、サーバ２０に送信する。その際
、端末１０は、測定データに対する動的なデータ送信制御を行う。より具体的には、端末
１０は、測定データを送信するタイミングを調整する制御や送信するデータを選択する制
御を実行する。その際、端末１０は、データ構造情報管理部１０２が記憶する属性分類情
報を利用する。
【００４１】
　図５は、データ構造情報管理部１０２が記憶する属性分類情報の一例を示す図である。
図５を参照すると、データ構造情報管理部１０２は、図５に示す測定データ間の関係性を
予め記憶する。測定データは、判断データと、従属データ、という２つの属性に分類され
る。判断データを親ノード、従属データを子ノードとして、両者は図５に示すような主従
の関係を持つ。例えば、判断データ１は、従属データ１－１及び１－２の親ノードという
関係がある（図５（ａ）参照）。測定データは、判断データ又は従属データのいずれかの
属性に分類され、従属データは、１つ以上の判断データに従属する関係にある。データ構
造情報管理部１０２は、測定装置３０から得られる測定データに対し適用するデータ間の
関係を記憶する。例えば、判断データとしては、端末１０の位置を示す位置情報が考えら
れる。一方、判断データに従属する従属データとしては、端末１０の移動速度等が考えら
れる。
【００４２】
　データ収集部１０３は、データ収集インターフェイス１０１を介して、測定装置３０が
測定する各種データを収集する。なお、データ収集部１０３による測定データの収集は、
予め定められた周期で行ってもよいし、非同期に測定装置３０から測定データをアップロ
ードしてもよい。いずれにしても、データ収集部１０３は、測定データのデータ収集時刻
として、等間隔で区切られたデータ収集タイムスロットを用いてタイムスロット番号によ
り測定データを管理する。なお、タイムスロット番号は、端末１０とサーバ２０との間で
同期が取れているものとする。端末１０とサーバ２０との間の同期は、端末１０の起動時
にサーバ２０と同期を取ることで実現する。
【００４３】
　データ収集部１０３は、同じタイムスロットで収集された測定データを、データ構造情
報管理部１０２が管理する主従関係の属性分類情報を考慮したデータ構造にて、データ管
理部１０４に格納する。なお、その際のデータ構造は、データ管理部１０４に格納された
従属データが、判断データをキーにして取り出させるように判断データに関連付けするた
めの構造である。また、同じタイムスロット内に従属データの親となる判断データを取得
できない場合には、データ収集部１０３は、その後に最初に取得する判断データと、先の
従属データと、を関連付けする。
【００４４】
　制御信号管理部１０５は、サーバ２０から受信した制御信号を管理する。サーバ２０が
送信する制御信号は、データ送信制御部１０７が、測定データをサーバ２０に向けて送信
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するか否かを判断するために用いる送信コスト情報である。また、制御信号とは、送信コ
スト情報を受信した端末が、測定データを送信した時の送信コストを算出できるよう加工
整形された信号である。
【００４５】
　例えば、制御信号管理部１０５が、位置に対する制御信号を取得したとすれば、送信す
る位置をキーとする送信コスト情報を管理する。
【００４６】
　データ収集部１０３は、新たな測定データを取得し、取得した測定データが判断データ
であった場合には、情報価値推定部１０６に対して、測定データと測定タイムスロット番
号を出力する。
【００４７】
　情報価値推定部１０６は、予測モジュールを有しており、予測情報から受け付けた測定
データの情報価値を推定する。測定データの情報価値とは、当該測定データが存在しない
と仮定した場合の予測能力の低下量である。より具体的には、高い確度で予測が可能な測
定データは情報価値が低いと判断される。高い確度で予測が可能な測定データは、当該測
定データが存在しなくとも、他の測定データから補間データを生成できるためである。即
ち、情報価値推定部１０６が推定する情報価値とは、当該測定データの有無による影響の
大小を定量化する指標である。情報価値は、過去の測定データからの予測推定モジュール
を用い、当該測定データを用いた予測推定と、当該測定データを用いなかった予測推定と
の差の大きさによって定めることが望ましい。
【００４８】
　情報価値推定部１０６の予測モジュールは、今まで取得してきた測定データ（過去の測
定データ）から、次期タイムスロット以降の測定データの確率分布を予測する機能を有す
ればよい。例えば、予測モジュールには、カルマンフィルタに代表される再帰的フィルタ
により過去の履歴情報を持たずに逐次的に内部状態を更新しながら、状態推定を行う手段
を採用する。但し、予測モジュールの実現をカルマンフィルタに限定する趣旨ではなく、
他の派生フィルタや、その他の時系列データ解析手法や機械学習を用いた予測であっても
よい。
【００４９】
　図６を参照し、情報価値の計算例について説明する。図６において、現在のタイムスロ
ット番号をｔｋとし、その際の測定データをＤ（ｔｋ）とする。データ管理部１０４には
、現時点までの測定データ集合３０１が格納されているとし、情報価値推定部１０６は、
測定誤差を含め現在データの最も確からしいデータの推定範囲を推定範囲３０２として保
持しているものとする。また、現在のタイムスロット番号から３期先のタイムスロット番
号ｔｋ＋３におけるデータの予測推定範囲を推定範囲３０３とする。このような状況下に
おいて、データ管理部１０４は、実際に毎期ごとの測定データとして、Ｄ（ｔｋ＋１）、
Ｄ（ｔｋ＋２）、Ｄ（ｔｋ＋３）からなる測定データ集合３０４を取得する。
【００５０】
　情報価値推定部１０６は、測定データの取得ごとに推定範囲３０２を更新する。推定範
囲の更新の結果、タイムスロット番号ｔｋ＋３における予測推定範囲は、推定範囲３０５
に更新されたものとする。つまり、推定範囲３０５は、取得した全測定データを用いた最
善の推定範囲であり、推定範囲３０３はタイムスロット番号ｔｋまでに取得した測定デー
タを用いた最善の推定範囲である。このことから、推定範囲３０３と推定範囲３０５のず
れが小さいほど、予測の確度が高いことになる。換言するならば、推定範囲３０３と推定
範囲３０５のずれが小さいほど、情報価値は低い。
【００５１】
　サーバ２０で、測定データ集合３０４を取得しない場合であっても、サーバ２０の側で
情報価値推定部１０６と同様な予測機能（予測モジュール）を使用することで、高い確度
でのデータ予測が可能となるためである。即ち、このような情報価値の低い測定データは
、不要不急な測定データとみなせる。
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【００５２】
　推定範囲３０３と推定範囲３０５のずれを定量的に算出する方法として、両者の分布間
の距離としてカルバック・ライブラー情報量ＤＫＬを用いることができる。測定データ集
合３０４を得る前の推定分布をΦ１とし、測定データ集合３０４を得た後の推定分布をΦ
２とする。測定データ集合３０４により得られる情報量は、ＤＫＬ（Φ２‖Φ１）で与え
られる。
【００５３】
　ここでは、データｘの推定が分布関数Ｆ（ｘ）である時、その期待値μ及び分散共分散
行列Σを用いたガウシアン関数Ｎ（μ、Σ）で、ＤＫＬ（Φ２‖Φ１）を近似する。例え
ば、ターゲットとする測定データが位置情報（二次元ユークリッド空間上の座標値）であ
る場合、μは期待位置、Σは位置の不確実性を表す指標となる。２つの推定Φ１＝Ｎ（μ
１、Σ１）及びΦ２＝Ｎ（μ２、Σ２）があり、推定Φ１からみた推定Φ２への距離は、
以下の式（１）で評価できる。

　なお、ｔｒ（Ａ）は行列ＡのトレースでありＮは次元数である。式（１）の値が大きい
程、情報価値が高い。このように、情報価値の大きさは、一方では対象の測定データを用
いて、他方では対象の測定データを用いないで状態推定を行い、両者の状態推定結果によ
って規定されるデータの予測推定分布間の距離の差分を計算することで得られる。
【００５４】
　データ送信制御部１０７は、判断データごとに、情報価値推定部１０６が算出する情報
価値と、制御信号管理部１０５から得られる送信コストと、を用いて、測定データを送信
すべきタイミングを判断する。データ送信制御部１０７による測定データの送信は、最後
に送信した測定データから現在までに蓄積しておいた測定データをまとめて送信（ストッ
プ／ゴー制御）してもよいし、重要な測定データを選択して送信してもよい。なお、測定
データの重要度は、情報価値推定部１０６において、今まで蓄積した測定データの部分集
合を算出し、その部分集合の情報価値を算出することで、判断できる。但し、本実施形態
においては、理解の容易のため、最後に送信したデータから現在まで蓄積した測定データ
を送信するものとする。
【００５５】
　データ送信制御部１０７は、重要度の高い測定データと、重要度の低い測定データと、
をサーバ２０の側で識別可能とするため、それぞれに重要度属性を与えて送信する。以降
の説明において、重要度の高い測定データには、「Ｍ」という重要度属性により表記する
。また、未送信の測定データの中で、重要度の低い測定データには、「Ｌ」という重要度
属性により表記する。
【００５６】
　「Ｍ」の重要度属性を与える測定データは、当該測定データの活用目的を鑑みると重要
な役割を果たす測定データであり、設計者のポリシにより定まる（重要度属性を判断する
ポリシを予め定める）。例えば、ある程度長い期間、端末１０からサーバ２０に対して測
定データを送信していない場合に、測定データを送信することに決めたタイミング（タイ
ムスロット）での測定データや、一期前の測定データに重要度属性「Ｍ」を与えるといっ
たポリシが考えられる。長い期間、測定データを送信していないため、一期前の測定デー
タからの変化の大きさを、サーバ２０の側で即座に把握可能とするためである。重要度属
性「Ｍ」以外の測定データの重要度属性は「Ｌ」とする。
【００５７】
　データ送信制御部１０７における測定データの送信判断は、情報価値の大きさＶと、送
信コストＰと、に基づいて行う。その際の判断手法の１つとして、情報価値の大きさＶと
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送信コストＰを統計処理することで送信確率を算出し、その送信確率に従って測定データ
の送信可否を決定する方法が考えられる。通常、情報価値の大きさＶが大きく、送信コス
トＰが小さいほど送信確率は増加すべきであるので、送信確率はＶの単調増加関数、Ｐの
単調減少関数となる。例えば、送信確率Ｇ（Ｖ、Ｐ）は以下の式（２）から算出できる。
但し、送信確率の算出方法を式（２）から算出することに限定する趣旨ではない。

　なお、α、βは調整パラメータである。調整パラメータα及びβは、予め定められた値
でもよいし、動的に端末１０やサーバ２０から変更される値であってもよい。動的に調整
パラメータα及びβを変更することにより、データ送信制御部１０７における送信タイミ
ングのさらに詳細な動的調整が可能である。
【００５８】
　図７は、情報価値４０１及び送信コスト４０２の時間変動（図７（ａ））と、対応する
送信確率４０３の時間変動（図７（ｂ））の一例を示す図である。通常、時間の経過と共
に、予測精度は悪化するため、情報価値は向上する。一方、送信コスト４０２は、サーバ
２０から取得する制御信号により定める値のため、特定の傾向を持たない（様々な値を取
り得る）。図７を参照すると、情報価値４０１が高く、送信コスト４０２が低くなると送
信確率４０３は上昇する。このように、端末１０は、送信コストに対する減少関数、且つ
、情報価値に対する増加関数である送信確率に従って、測定データの送信判断を確率的に
行う。このように、データ送信制御部１０７は、送信確率４０３に従い、測定データの送
信可否を判断する。
【００５９】
　あるいは、送信確率による判断に基づく手法で送信・非送信を決定することに代えて、
情報価値と送信コストの関係から送信タイミングを最適化する手法も使用できる。例えば
、情報価値の大きさＶの現在からの予測経過と、送信コストＰの予測経過を算出する。算
出した予測経過の差分（Ｖ－γＰ）や、Ｖ／Ｐ等の統計量を最大化する時刻（タイムスロ
ット）を探索し、当該探索した時間において測定データを送信するという手法を採用する
こともできる。なお、γには適切な係数値を選択する。より具体的には、制御信号管理部
１０５が制御信号として、各場所で送信コスト情報Ｐ［Ｘ］を受信したとする。その際、
時間の関数として、移動軌跡Ｘ[ｔ]を予測すると、ある時間ｔにおける送信コストはＰ[
Ｘ[ｔ]]と計算できる。情報価値の大きさＶの時間変動が予測できる場合には、その予測
を用いればよい。しかし、情報価値の大きさＶの時間変動が予測できない場合は、現在の
情報価値の大きさＶを用いる。
【００６０】
　あるいは、通常、情報価値の大きさＶは、時間に対する増加傾向にある（予測精度は時
間の経過と共に悪化する）ことから、時間に関する適切な増加関数を用いて、上記の差分
等の統計量を最大化する時刻（タイムスロット）を算出する手法も採用できる。但し、通
常は、送信コストが高くても、一定の品質を保つためには一定周期で測定データを送信し
た方がよい。その場合には、最後の測定データの送信から一定のタイムスロットを経過し
た場合には、強制的に測定データを送信するように定めることが望ましい。
【００６１】
　なお、端末１０（制御信号管理部１０５）が、制御信号を受信するタイミングは、サー
バ２０から端末１０への下りネットワーク帯域に制限がなければ、定期的に更新された制
御信号を受信すればよい。しかし、下りネットワーク帯域の利用も削減する場合には、例
えば、端末１０から測定データがアップロードされたことに応じて、制御信号の送信を行
う等の方法を採用すればよい。端末１０から測定データが送信される状況は、データ収集
管理システムのリソースに余裕があることが多く、下りネットワーク帯域にも余裕がある
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と考えられるためである。
【００６２】
　次に、端末１０の動作について説明する。
【００６３】
　図８は、端末１０の動作の一例を示すフローチャートである。
【００６４】
　ステップＳ１０１において、データ収集部１０３は、測定データの収集を行う。データ
収集部１０３は、収集したデータを、その属性（判断データ又は従属データ）に応じて構
造化されたデータとして、データ管理部１０４に登録する。
【００６５】
　ステップＳ１０２において、情報価値推定部１０６は、判断データを用いた情報価値の
算出を行う。
【００６６】
　ステップＳ１０３において、データ送信制御部１０７は、制御信号管理部１０５から得
られる送信コストと、情報価値推定部１０６が算出した情報価値と、に基づいて、測定デ
ータの送信可否を判断する。
【００６７】
　データ送信制御部１０７の判断が「データ送信」である場合（ステップＳ１０３、Ｙｅ
ｓ分岐）、データ送信制御部１０７は判断データ及びその従属データを、サーバ２０に送
信し、ステップＳ１０１に戻る（ステップＳ１０４）。データ送信制御部１０７の判断が
「データ非送信」である場合（ステップＳ１０３、Ｎｏ分岐）、端末１０の内部にデータ
を蓄積し、ステップＳ１０１に戻る（ステップＳ１０５）。
【００６８】
　次に、サーバ２０に含まれる各部の動作について説明する。
【００６９】
　サーバ２０は、端末１０が送信する測定データを、データベース２０６に保存し、様々
なアプリケーションが測定データを利用できるようにデータを管理する。なお、端末１０
においてデータ送信制御が実行されることで、測定データに重要度属性のマーキング情報
が付与される。サーバ２０は、この重要度属性のマーキング情報に従って、重要度の高い
測定データを優先的に格納する。即ち、サーバ２０は、端末１０が送信する測定データの
重要度に応じて、リソース（例えば、ハードディスク）割り当ての優先制御を行う。この
ように、サーバ２０は、端末１０が他の測定データに優先して送信する測定データを優先
して格納する。その結果、サーバ２０は、測定データを間欠的に記憶することになるため
、測定データの管理として、測定データの補間や推定を行う必要がある。また、サーバ２
０は、端末１０に対して制御信号を送信する。
【００７０】
　データ受信部２０３は、通信部２０１を介して、端末１０からアップロード送信された
測定データを取得し、データ管理部２０５に出力する。データ管理部２０５は、それぞれ
の端末１０から取得した測定データをデータベース２０６に登録する。その際、データ管
理部２０５は、端末ごとに（各端末の識別子ごとに）、測定データ及び測定データの測定
時間に加え、タイムスロット番号、判断・従属データの種別、重要度属性を合わせて格納
する。
【００７１】
　制御信号管理部２０２は、制御信号を端末１０に送信することで、送信コスト情報を端
末１０に通知する。制御信号管理部２０２は、現在のデータ取得状況、サーバ２０の負荷
状況及び未受信の測定データに対する予測推定状況等を鑑みて制御信号を定期的に生成し
、更新する。制御信号は、各端末１０が、制御信号に基づき送信コストを計算するために
必要な信号である。何を送信コストとして定めるかは、設計者のポリシによる。例えば、
複数の端末１０が、測定データを同時に送信することを避けるため、各場所での端末１０
の密集度情報を制御信号として採用する場合を考える。密集度が高い場所は、その場所か
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ら発信される測定データが多いことを意味するので、その分送信コストを高くするように
制御信号を生成する。このように、送信コスト情報とは、端末１０からアップロードされ
る測定データが消費するリソース量の集中度合いを反映する指標である。制御信号管理部
２０２は、リソース量の集中度合いが増えるに従い、送信コスト情報の値を増加するよう
に、送信コスト情報を管理する。
【００７２】
　より具体的には、フィールド（地図）を小領域に分割し、領域ｉ（ｉは整数、以下同じ
）の端末数Ｎ［ｉ］を計算する。さらに、適切な上限数Ｃを定めて、ｍｉｎ（１、Ｎ［ｉ
］／Ｃ）のように［０、１］の範囲に規格化した値を領域ｉの制御信号（送信コスト）と
する等の手法が考えられる。なお、送信するデータ量に問題がなければ、それぞれの端末
１０に、全領域に関する制御信号を送信してもよい。あるいは、制御信号の送信対象とな
っている端末１０の現在位置を中心として、適切な半径を決め、その半径で描かれる円の
中にある領域に関する制御信号を送信してもよい。
【００７３】
　制御信号管理部２０２は、制御信号を定期的に送信してもよいし、データ受信部２０３
が測定データを受信したタイミングで、その時点での制御信号（最新の制御信号）を端末
１０に送信してもよい。例えば、制御信号として密集度情報を受け取った端末１０は、密
集度が高いほど送信コストが高いと判断する。送信コストが高いと判断されれば、送信確
率は下がるため、密集領域からの測定データの送信は抑制される。その結果、複数の端末
１０間でのリソース消費の競合を抑制できる。
【００７４】
　サーバ２０が管理するデータは、間欠的に収集される測定データである場合が多い。つ
まり、重要度の高い測定データ（重要度属性が「Ｍ」の測定データ）は、速やかに収集さ
れるが、重要度の低い測定データ（重要度属性が「Ｌ」の測定データ）がいつ取得される
かは、端末１０が測定データを送信するタイミングに依存する。例えば、最後に測定デー
タを送信した時から蓄積した測定データを全て送信するストップ／ゴー制御が、端末１０
で行われている場合には、その送信タイミングで過去の測定データが塊として取得される
。さらに、端末１０において複雑な測定データの重要度判断が行われ、選択的に重要度の
高いデータが送信される場合には、重要度の低い測定データが、いつ送信されるかは、サ
ーバ２０で把握できない。
【００７５】
　そのため、サーバ２０は、測定データの分析等を行う際に、未送信の測定データが必要
となる場合には、オンデマンドでデータ推定部２０４を動作させ、必要なデータを推定す
る。あるいは、推定結果の精度が十分でない場合には、データ推定部２０４は、通信部２
０１を介して、端末から必要な測定データを収集してもよい。
【００７６】
　データ推定部２０４の推定アルゴリズムは、端末１０において情報価値算出に用いる推
定アルゴリズムと同じアルゴリズムを使用する。また、一度、推定演算がなされた測定デ
ータを破棄するのではなく、データ推定部２０４は、データベース２０６に重要度属性「
Ｅ」を付して登録する。重要度属性「Ｅ」を与えることで、当該データは推定情報である
ことを明示する。そして、次に同じ測定データへのアクセスが発生した場合には、データ
管理部２０５は、特段の理由がない限りはこの推定された測定データを再利用する。
【００７７】
　例えば、図９において、時系列に並んだ測定データ５０１が存在する場合に、未来のタ
イムスロットｓ１に対するデータ要求が存在するものとする。この場合、データ推定部２
０４は、それまでの測定データを用いて、タイムスロットｓ１での推定値５０２を生成す
る（図９（ａ）参照）。
【００７８】
　あるいは、過去のタイムスロットｓ２でのデータ要求が存在する場合に、当該要求され
た測定データを推定することもできる。図９（ｂ）において、測定データ５０３が存在す
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るが、その間のタイムスロットの情報が未だに受信されていないものとする。この未受信
のタイムスロットの測定データを要求された場合であっても、取得済みの測定データ５０
３を用いてタイムスロットｓ２の推定値５０４を生成する。
【００７９】
　なお、通常、新しい測定データが取得されれば、さらに精度の高い推定が可能である。
そのため、より高い精度が必要な場合には、データ推定部２０４は、最後にデータ推定を
行った後に、新規の測定データ入力がなされたか否かの情報を記憶し、高精度な推定を伴
ったデータアクセス要求を受け付けた後に、推定データを削除した後に新たな推定データ
を再生成してもよい。
【００８０】
　推定データ（重要度属性「Ｅ」）や遅延して送信される測定データ（重要度属性「Ｌ」
）と比較して、重要度の高い測定データ（重要度属性「Ｍ」）は、よりアクセス性能（例
えば、アクセス速度）が優遇されることが望ましい。例えば、重要度属性にインデックス
を作成し、重要度属性が「Ｍ」の測定データが高速に取得できるようにデータベースを構
成するのが望ましい。あるいは、重要度属性が「Ｍ」の測定データに限り格納されるデー
タベースを別途構築してもよい。
【００８１】
　次に、図１０を参照しつつ、位置情報の推移を例に取り、上述の測定データ取得から測
定データ推定及び測定データの上書き等の一連の動作について説明する。図１０に示す端
末側データ６２０は、位置情報推定点のシーケンスであり、重要度属性が「Ｍ」である測
定データと、「Ｌ」の測定データに分類されたデータが、サーバ２０に送信される場合を
考える。初めに、サーバ側データ６３０として、端末側データ６２０のうち重要度属性が
「Ｍ」である即時送信データ６０１及び６０２が、順次送信される。そのため、サーバ２
０の側では、優先データ６３１に限り保存され、その間は線形補間がなされる。
【００８２】
　次に、重要度属性が「Ｍ」である測定データの間のタイムスロットのデータ要求が存在
する場合には、データ推定を行った測定データ（重要度属性が「Ｅ」）が生成される。図
１０においては、補間データ６２１が生成される。なお、図１０は線形補間によりデータ
推定を行う例であるため、補助的に直線で測定データ間を結んでいる。その後、対応する
タイムスロットの測定データが端末から遅れて送信されてきた場合、データアップロード
によるデータ更新６３３にて、補間データ６２１が削除され、重要度属性が「Ｌ」の受信
データ（測定データ）で上書きされる。その他の測定データについても、同様の処理を行
うことで、オンデマンドでデータ推定を行いつつ、端末１０からの測定データのアップデ
ートがあった場合に情報を更新する処理が実現できる。
【００８３】
　また、データ推定ではなく、実際の測定値が必要な場合には、データ推定の代わりにオ
ンデマンドで端末１０に測定データの送信を明に要求することも可能である。その場合は
、データアップロードによるデータ更新６３３に限り実行される。
【００８４】
　なお、サーバ２０に含まれる各部は、サーバ２０に搭載されたコンピュータに、そのハ
ードウェアを用いて、後に詳述する処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現
することもできる。
【００８５】
　次に、サーバ２０の動作について説明する。
【００８６】
　図１１は、サーバ２０の動作の一例を示すフローチャートである。なお、図１１に示す
サーバ２０の動作はあくまで例示であって、各処理を実行する順序等を限定する趣旨では
ない。また、各処理を直列に実行する必要もなく、測定データの受信処理（ステップＳ２
０１、ステップＳ２０２）や制御信号の送信に係る処理（ステップＳ２０５、ステップＳ
２０６）等が並列に実行されてもよい。
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【００８７】
　ステップＳ２０１において、データ受信部２０３は、各端末１０から測定データのアッ
プロード送信を受信したか否かを判断する。測定データを受信していれば（ステップＳ２
０１、Ｙｅｓ分岐）、データ受信部２０３は、データ管理部２０５を介して、測定データ
をデータベース２０６に格納する（ステップＳ２０２）。
【００８８】
　ステップＳ２０３において、データ推定部２０４は、測定データの推定が必要か否かを
判断する。測定データの推定が必要であれば（ステップＳ２０３、Ｙｅｓ分岐）、データ
推定部２０４は、データベース２０６に格納されたデータを用いて、データの推定を行う
（ステップＳ２０４）。
【００８９】
　ステップＳ２０５において、制御信号管理部２０２は、制御信号を送信する条件が満た
されているか否かを判断する。制御信号を送信する条件が成就していれば（ステップＳ２
０５、Ｙｅｓ分岐）、制御信号管理部２０２は、通信部２０１を介して、制御信号を各端
末１０に送信する（ステップＳ２０６）。その後、制御信号管理部２０２は、送信コスト
情報の算出を行う（ステップＳ２０７）。
【００９０】
　以上のように、本実施形態に係るデータ収集管理システムは、重要度が高い測定データ
を選択的に、端末１０からサーバ２０に送信する。また、サーバ２０には、重要度の高い
測定データが選択されて送信されることに対応する機能を備える。端末１０は、収集する
測定データを判断データとそれに従属するデータに分類し、判断データを以て、当該測定
データを送信するべきか否かをその重要度から判定し、動的なアップロード制御（動的な
データ送信制御）を実現する。その際の重要度判断は、サーバ２０側における分析結果に
与える影響の大きさにより定められ、典型的には、予測により補間が可能かどうかを指標
とする。このような重要度判断により重要と判断された判断データ及びその従属データは
、迅速にサーバ２０に送信される。一方、重要度判断により、不要不急と判断された判断
データ及びその従属データは、一時的に端末１０の内部に保管され、リソース競合の低い
タイミングを見定めた上で、サーバ２０に送信される。
【００９１】
　サーバ２０の側では、重要度の高いデータと重要度が低いデータを分類して保管し、重
要度の高いデータへのアクセス性能を最大化するように構成を最適化する。また、サーバ
２０は、測定データを用いた各種の分析などの目的でデータにアクセスする際、未受信の
データが必要となる場合がある。このような場合、サーバ２０は、既に受信済みのデータ
を用いて、データの推定を行うことで、データの補間を行う。さらに、サーバ２０は、端
末１０に対して制御信号を送信することで、端末１０間での協調的動作を促す。サーバ２
０が送信する制御信号は、例えば、各場所での端末密集度などに代表される、端末１０の
側が送信コストを定量化できる指標であり、送信コストが大きいほど、端末１０の送信確
率が下がる。つまり、端末１０の側の送信判断は、情報価値の高さと、送信時の送信コス
トと、のバランスにより定まる。
【００９２】
　以上の構成及び各装置の機能により、本実施形態に係るデータ収集管理システムでは、
以下のような効果を奏する。
【００９３】
　第１の効果は、リソースの利用効率が向上することである。上述した先行技術では、端
末間において独立にデータが収集され、アップロードされるので、リソースの競合が発生
し得る。即ち、上述の先行技術では、動的に変わる複数の端末間でのリソース利用競合の
影響等は考慮されていない。例えば、渋滞している場所では、多くの車両からのデータア
ップロードが発生し、ネットワーク帯域やサーバ資源の競合が起こり得る。そのため、先
行技術では、サービスの品質を一定以上に保つためには、リソース利用のピーク値に合わ
せて容量設計を行う必要がある。しかし、そのような対応では、ピーク時以外は過度な余
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剰資源となってしまい、リソースの利用効率が悪化する問題が生じる。このような状況を
避けるためには、重要度の低い不要不急のデータは、リソースが競合する時間を避け、リ
ソースの利用率が低い時にまとめて送信・管理されることが望ましい。
【００９４】
　本実施形態に係る端末１０は、測定データの重要度から優先的にデータをアップロード
する。その結果、重要度の高いデータから優先的にリソースが消費されることにため、限
りあるリソースの有効活用が行える。即ち、リソースの利用効率が向上する。
【００９５】
　第２の効果は、計算処理時間が向上することである。上述した先行技術では、分析など
の蓄積データを用いた計算において、長い計算時間が必要となることがある。分析などの
蓄積データを用いた計算処理を行う上で、先行技術では、分析結果に影響の高いデータと
低いデータを同等に扱うためである。通常、計算時間はデータ量に大きく依存し、大量な
データ量を処理すると、計算時間は指数関数的に増大する。また、データ処理時間はデー
タ量の非線形的な関数になることが多い。例えば、データへのアクセス速度はデータ量が
増大すると非線形的に遅くなるし、多変量分析やクラスタ分析などの複雑な分析に要する
時間もデータ量の増大と共に非線形的に増加する。そのため、重要なデータを選択的に取
り扱い、できるだけデータ量を削減することが望ましい。
【００９６】
　本実施形態に係るサーバ２０のデータベース２０６には、重要度の高い測定データが順
次、格納されていき、測定データには重要度がマーキングされているため、目的の演算の
ために用いる測定データを選択し、データ量の実効サイズを削減することができる。その
結果、計算処理時間を短縮できる。
【００９７】
　第３の効果は、目標性能を実現するのに必要なリソース量が削減できることである。上
記した先行技術では、設計性能を保証するために必要なリソース量が肥大化し、遊休余剰
リソースが増加する問題がある。例えば、端末間で同時にリソース利用が発生すると、リ
ソース利用競合によるバースト的なリソース利用量の増大を生じさせる。そこで、一定以
上品質を保つためにはそのピーク値に合わせたリソース設計が必要になるためである。し
かし、そのようなピークは全体の中ではごく一部の時間帯しか発生しないため、大半の期
間は大きな余剰リソースが発生する。
【００９８】
　本実施形態に係るサーバ２０は、受信した測定データをデータベースに格納し、不要不
急のデータは、負荷の低い時にバッチとして処理することも可能であるから、ネットワー
ク帯域やデータベースへの格納処理の不要な集中が避けることができる。その結果、必要
なリソース量を削減することができる。
【００９９】
［第２の実施形態］
　続いて、第２の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０１００】
　本実施形態に係るデータ収集管理システムは、自動車等の車両情報を収集管理するシス
テムである。
【０１０１】
　自動車等の車両は、ＯＢＤ２（On-board diagnostics）システムを備えている。ＯＢＤ
２システムとは、エンジンの回転数や各種センサ値といった車両管理情報を管理するシス
テムである。ＯＢＤ２システムでは、ＯＢＤインターフェイスを通して各種データ（以下
、ＯＢＤデータと表記する）を取得できる。
【０１０２】
　管理サーバにおいて、このＯＢＤデータを分析することで、ＯＢＤデータを送信する車
両の走行状態や故障状態を分析する。分析結果に応じて、管理サーバは、各種の情報提供
サービスが提供できる。例えば、走行車両の燃費を表示すること、渋滞情報を表示するこ
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と、事故車の情報を周辺の車両に提供すること、など様々なサービスの提供が考えられる
。また、本実施形態においては、収集するデータを車両のＯＢＤデータとして説明するが
、信号機、街灯、駐車場、各種の店舗等の施設といったインフラに各種のセンサを設置し
、その情報を利用することもできる。その結果、より多くの各種サービスを提供すること
ができる。例えば、駐車場の空きスペースを検知するセンサと、車両の走行情報（位置情
報や速度情報）と、から空きスペースのある（又は、スペースが空きそうな）駐車場に誘
導するサービスを提供できる。
【０１０３】
　このように状況（駐車場の空きスペースや、その駐車場に向かう車両の数等）が時々刻
々と変化する中で、タイミングよく精度の高い分析結果を提供するには、重要なデータを
選択的に処理することが必要である。本実施形態に係るデータ収集管理システムは、その
ような機能の提供を行う。本実施形態では、ＯＢＤデータに対するサーバ上での利用にあ
たり、各車両から重要な情報を優先的に管理サーバにアップロードする。また、本実施形
態では、車両同士の同時アップロードを避けることで、リソース（ネットワーク帯域やデ
ータベースの容量等）消費量のピーク抑制を図る車両データに関するデータ収集管理シス
テムについて説明する。
【０１０４】
　図１２は、本実施形態に係る車両データ収集管理システムの構成の一例を示す図である
。図１２を参照すると、車両データ収集管理システムは、自動車等の車両７０１と、スマ
ートフォン等の携帯端末７０２と、モバイルネットワーク７０３と、管理サーバ７０４と
、を含んで構成される。
【０１０５】
　車両７０１には、車両データを取得するセンサユニット７０５と、ＯＢＤインターフェ
イス７０６と、が含まれる。センサユニット７０５は、ＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）を利用し、車両位置データを計測する。また、センサユニット７０５は、他にも、
エンジンの回転数や移動速度等の様々なデータの取得が考えられるが、本実施形態では、
車両位置データと、それ以外の各種データと、をまとめてＯＢＤデータとする。また、車
両位置データを判断データ、他のＯＢＤデータを従属データとする。
【０１０６】
　携帯端末７０２は、ＯＢＤインターフェイス７０６を介して、これらのデータ（ＯＢＤ
データ；判断データ及び従属データ）を取得する。より具体的には、車両のＥＣＵ（Engi
ne Control Unit）に対し、携帯端末７０２からデータ送信要求を行うことで、ＯＢＤデ
ータを取得する。
【０１０７】
　携帯端末７０２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、ＣＰＵに実行させるプロ
グラムを格納する記憶部と、を備えている。携帯端末７０２は、ＣＰＵにプログラムを実
行させることで、車両データを定期的に取得しながら、位置情報の情報価値を計算し、そ
の重要度を評価しながら、管理サーバ７０４に対するデータ送信を制御する。つまり、携
帯端末７０２は、管理サーバ７０４に対して、動的なタイミング制御を実行しながら、モ
バイルネットワーク７０３を介してデータをアップロードする。
【０１０８】
　携帯端末７０２のデータ送信制御に用いられる制御信号は、管理サーバ７０４にデータ
をアップロードしたタイミングで同時に取得するものとする。また、制御信号は、地図を
正方格子に区切った各小領域での送信コスト情報であるコストマップρ［ｋ］（但し、ｋ
は小領域番号）とする。
【０１０９】
　図１３は、携帯端末７０２に含まれる制御部８０１の内部構成の一例を示す図である。
携帯端末７０２は、ＣＰＵにプログラムを実行させることで、図１３を参照して説明する
制御部８０１の機能を実現する。以下、図１３を参照しつつ、新たな判断データの入力に
対して、その情報価値判断からデータ送信制御を実行する動作について説明する。なお、
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るが、その従属データである他のＯＢＤデータ一式は、車両位置データが送信される時に
一緒に送信されるものとする。また、入力データは、一定時間間隔で定期的に入力され、
タイムスロットはその間隔で区切られている。
【０１１０】
　制御部８０１は、現在時間と車両位置データのペアである入力データ（ｔ、ｙｔ）８３
０と、管理サーバ７０４から得る送信コスト情報であるコストマップ８３１と、を用いて
、データ送信制御を行う。
【０１１１】
　制御部８０１は、タイムスロット演算部８０２と、２つの推定部８０３及び８０４と、
情報価値計算部８０５と、動的アップローダ部８０６と、コスト計算部８０７と、を含ん
で構成される。
【０１１２】
　タイムスロット演算部８０２は、入力データ８３０の時刻から内部で管理するタイムス
ロット番号を算出し、タイムスロット番号を入力データ８３０に付与する。その後、タイ
ムスロット演算部８０２は、推定部８０３に含まれるキュー８２１と、推定部８０４に含
まれるカルマンフィルタ８２４と、コスト計算部８０７と、に向けて入力データ８３０を
出力する。
【０１１３】
　推定部８０３と推定部８０４には、同機能のカルマンフィルタ８２３及びカルマンフィ
ルタ８２４を備える。推定部８０３及び推定部８０４は、これらのカルマンフィルタを用
いて、タイムスロットｓにおける状態推定を行う。その際、推定部８０４は、入力データ
８３０が毎タイムスロットで入力され、その都度、状態推定を行い、推定値８３３を出力
する。推定部８０３は、一旦、キュー８２１に入力データ８３０をバッファし、データロ
ーダ部８２２が最後にロードしたデータを用いて推定値８３２を出力する。
【０１１４】
　推定部８０４は、タイムスロットｓにおける車両位置データｙ［ｓ］の入力に対して、
カルマンフィルタ８２４を用いて、内部状態ｘ２［ｓ］とその分散共分散行列Σ２［ｓ］
を、τ（例えば、τ＝１）期前のｘ２［ｓ－τ］及びΣ２［ｓ－τ］を用いて下記の式（
３）及び（４）により算出する。

但し、Ｆ（τ）及びＱ（τ）は下記の式（５）及び（６）のとおりである。また、σ１、
σ２は正の実数のプロセスノイズの大きさを規定するパラメータである。
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【０１１５】
　あるいは、内部状態ｘ２［ｓ］とその分散共分散行列Σ２［ｓ］は、車両位置データｙ
［ｓ］を用いて下記の式（７）及び（８）により算出することもできる。

　但し、Ｈ及びＲは下記の式（９）及び（１０）により表され、Ｉは単位行列である。

　また、λ１及びλ２は正の実数で測定ノイズの大きさを指定するパラメータである。ｘ
２［ｓ］及びΣ２［ｓ］は、推定値８３３として出力されると共に、次期のタイムスロッ
トｓ＋１における状態推定が行われるまで保持される。なお、内部状態は４次元ベクトル
、分散共分散行列は４×４行列である。
【０１１６】
　推定部８０３は、各タイムスロットでキュー８２１に新しい入力データ８３０を挿入し
、古いタイムスロットから順に保持する。
【０１１７】
　データローダ部８２２は、動的アップローダ部８０６からデータロード命令を受信した
際に、キュー８２１に保持される全データを、その順番を保ったままカルマンフィルタ８
２３に入力する。データローダ部８２２は、動的アップローダ部８０６からデータロード
命令を受信しなければ、特段の動作を行わない。
【０１１８】
　カルマンフィルタ８２３は、構造はカルマンフィルタ８２４と同じである。しかし、カ
ルマンフィルタ８２３は、新たなデータの入力がないため、最後のデータ入力時（タイム
スロットｓ－ｋとする）に計算した内部状態ｘ１［ｓ－ｋ］と、その分散共分散行列Σ１
［ｓ－ｋ］と、からタイムスロットｓにおける推定値を計算する。その際、カルマンフィ
ルタ８２３が使用する計算式は、式（３）及び式（４）であり、推定値ｘ１－［ｓ］及び
Σ１－［ｓ］を、推定値８３２として出力する。なお、式（７）及び（８）は、測定デー
タｙ［ｓ］が不存在のため使用しない。
【０１１９】
　カルマンフィルタ８２３及びカルマンフィルタ８２４と同等の機能を備える推定機能が
管理サーバ７０４にも含まれており、推定に用いるデータが同じであれば、その推定値も
一致する。つまり、端末１０は、推定した測定データが、サーバ２０に存在しない場合に
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おけるサーバ２０の予測推定精度を把握できる。
【０１２０】
　情報価値計算部８０５は、タイムスロットｓにおける推定値８３２と推定値８３３を用
いて、入力データ８３０の情報価値を計算する。情報価値計算部８０５は、推定値８３２
と推定値８３３を、ガウシアン関数Φｉ＝Ｎ（ｘｉ［ｓ］、Σｉ［ｓ］）（ｉ＝１、２）
として、式（１）に従い、情報価値の大きさＶを算出する。情報価値計算部８０５は、算
出した情報価値の大きさＶを、情報価値８３５として、動的アップローダ部８０６に出力
する。
【０１２１】
　コスト計算部８０７は、コストマップ８３１を管理サーバ７０４から取得し、現在の位
置データから、現時点でデータを送信することに対する送信コストを算出する。
【０１２２】
　コストマップ８３１は、小領域ｉにおけるコスト値Ｐ（∈［０、１］）であり、現在位
置ｒから属する小領域ｉを算出し、コスト計算部８０７はコストを計算する。コスト計算
部８０７は、コスト値Ｐを、コスト情報８３４として、動的アップローダ部８０６に出力
する。なお、最新のタイムスロットのデータとその一期前のデータに対して、重要度属性
「Ｍ」を与えることで、変化点を特徴づける重要な点としてマーキングする。他のデータ
に対しては、重要度属性「Ｌ」が与えられる。
【０１２３】
　動的アップローダ部８０６は、情報価値８３５から情報価値の大きさＶと、コスト情報
８３４からコスト値Ｐと、を取得する。動的アップローダ部８０６は、上述の式（２）に
従って、送信確率を計算し、計算した送信確率に従って、データの送信・非送信を判断す
る。データを送信する場合には、動的アップローダ部８０６は、データ送信及びフィルタ
同期を行う。
【０１２４】
　データ送信とは、キュー８２１に蓄積されているデータ（判断データである位置データ
）と、蓄積されているデータに関連付けられている従属データであるＯＢＤデータ一式と
、を管理サーバ７０４に送信する処理である。
【０１２５】
　フィルタ同期とは、推定部８０３と推定部８０４のカルマンフィルタの状態を同期させ
る処理である。具体的には、以下のような動作によりカルマンフィルタの同期は実現され
る。初めに、動的アップローダ部８０６は、データローダ部８２２に対してデータのアッ
プロード命令を発効する。データローダ部８２２は、キュー８２１に蓄積されている全デ
ータを、タイムスロットの古い順にカルマンフィルタ８２３に入力する。カルマンフィル
タ８２３は、式（３）～式（１０）により内部状態と、その分散共分散行列をタイムスロ
ットｓまで順に更新処理を行い、内部状態ｘ１［ｓ］とその分散共分散行列Σ１［ｓ］を
計算する。その際、内部状態ｘ１［ｓ］とその分散共分散行列Σ１［ｓ］は、内部状態ｘ
２［ｓ］とその分散共分散行列Σ２［ｓ］と同じものとなり、カルマンフィルタ８２３と
カルマンフィルタ８２４は同じ状態に同期される。
【０１２６】
　携帯端末７０２の制御部８０１は、上記の動作を繰り返し実行し、動的にデータアップ
ロードを制御する。その結果、端末間の競合を避けるタイミングにより、重要なデータか
ら優先的に管理サーバ７０４に送信される。
【０１２７】
　以上のように、第２の実施形態に係るデータ収集管理システムは、自動車等の車両情報
を収集管理するシステムに好適に適用できる。
【０１２８】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下のようにも記載され得るが、以下には限られな
い。
【０１２９】
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　［形態１］
　上述の第１の視点に係るデータ収集管理システムのとおりである。
　［形態２］
　前記送信制御部は、予め定めたポリシにより重要と判断された測定データを、他の測定
データに優先して送信する形態１のデータ収集管理システム。
　［形態３］
　前記端末は、測定データを、第１の測定データと、前記第１の測定データに従属する第
２の測定データと、に分類するための属性分類情報を記憶する記憶部をさらに備え、
　前記算出部は、前記第１の測定データに分類された測定データの前記情報価値を算出す
る形態１又は２のデータ収集管理システム。
　［形態４］
　前記送信制御部は、前記情報価値と前記送信コスト情報を統計処理することで、測定デ
ータの送信確率を算出すると共に、前記送信確率に従って測定データを前記管理装置に送
信する形態１乃至３のいずれか一に記載のデータ収集管理システム。
　［形態５］
　前記算出部は、
　前記情報価値の算出対象の測定データを取得した第１の時点よりも前に取得した測定デ
ータに基づいて、前記第１の時点以降の測定データの第１の確率分布と、前記第１の時点
を含む時点までに取得した測定データに基づいて、前記第１の時点以降の測定データの第
２の確率分布と、を算出すると共に、
　前記第１の確率分布と前記第２の確率分布との分布間距離に応じて、測定データの前記
情報価値を算出する形態１乃至４のいずれか一に記載のデータ収集管理システム。
　［形態６］
　前記管理装置は、
　前記端末が送信する測定データが消費するリソース量の集中度合いが増えるに従い前記
送信コスト情報の値を増加させる送信コスト管理部をさらに備える形態１乃至５のいずれ
か一に記載のデータ収集管理システム。
　［形態７］
　前記管理装置は、
　前記端末が他の測定データに優先して送信する測定データを受信し、前記優先して送信
された測定データに基づいて、前記端末から受信していない測定データの推定を行う推定
部をさらに備える形態１乃至６のいずれか一に記載のデータ収集管理システム。
　［形態８］
　前記管理装置は、
　前記端末が他の測定データに優先して送信した測定データと、前記他の測定データと、
を分類して記憶すると共に、前記優先して送信された測定データに対するアクセス性能を
、前記他の測定データに対するアクセス性能よりも優先するデータ管理部をさらに備える
形態１乃至７のいずれか一に記載のデータ収集管理システム。
　［形態９］
　上述の第２の視点に係るデータ収集管理方法のとおりである。
　［形態１０］
　前記送信制御工程は、予め定めたポリシにより重要と判断された測定データを、他の測
定データに優先して送信する形態９のデータ収集管理方法。
　［形態１１］
　前記送信制御工程は、前記情報価値と前記送信コスト情報を統計処理することで、測定
データの送信確率を算出すると共に、前記送信確率に従って測定データを、前記端末から
前記管理装置に送信する形態９又は１０のデータ収集管理方法。
　［形態１２］
　上述の第３の視点に係る端末のとおりである。
　［形態１３］
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　前記送信制御部は、予め定めたポリシにより重要と判断された測定データを、他の測定
データに優先して送信する形態１２の端末。
　［形態１４］
　測定データを、第１の測定データと、前記第１の測定データに従属する第２の測定デー
タとに分類するための属性分類情報を記憶する記憶部をさらに備え、
　前記算出部は、前記第１の測定データに分類された測定データの前記情報価値を算出す
る形態１２又は１３の端末。
　［形態１５］
　前記送信制御部は、前記情報価値と前記送信コスト情報を統計処理することで、測定デ
ータの送信確率を算出すると共に、前記送信確率に従って測定データを前記管理装置に送
信する形態１２乃至１４のいずれか一に記載の端末。
　［形態１６］
　前記算出部は、
　前記情報価値の算出対象の測定データを取得した第１の時点よりも前に取得した測定デ
ータに基づいて、前記第１の時点以降の測定データの第１の確率分布と、
　前記第１の時点を含む時点までに取得した測定データに基づいて、前記第１の時点以降
の測定データの第２の確率分布と、を算出すると共に、
　前記第１の確率分布と前記第２の確率分布との分布間距離に応じて、測定データの前記
情報価値を算出する形態１２乃至１５のいずれか一に記載の端末。
　［形態１７］
　測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出工程と、
　自装置から、測定データを管理する管理装置に測定データを送信する際のコストを示す
送信コスト情報と、前記情報価値と、に基づいて、測定データを前記管理装置に送信する
か否かを定める送信制御工程と、
　を含む端末の制御方法。
　［形態１８］
　測定データの情報としての価値を示す情報価値を算出する算出処理と、
　自装置から、測定データを管理する管理装置に測定データを送信する際のコストを示す
送信コスト情報と、前記情報価値と、に基づいて、測定データを前記管理装置に送信する
か否かを定める送信制御処理と、
　を端末を制御するコンピュータに実行させるプログラム。
　［形態１９］
　上述の第４の視点に係る管理装置のとおりである。
　［形態２０］
　前記端末が送信する測定データが消費するリソース量の集中度合いが増えるに従い前記
送信コスト情報の値を増加させる送信コスト管理部をさらに備える形態１９の管理装置。
　［形態２１］
　前記端末が他の測定データに優先して送信する測定データを受信し、前記優先して送信
された測定データに基づいて、前記端末から受信していない測定データの推定を行う推定
部をさらに備える形態１９又は２０の管理装置。
　［形態２２］
　端末が送信する測定データを受信する受信工程と、
　前記端末が測定データを自装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、前記端
末に通知する通知工程と、
　を含む管理装置の制御方法。
　［形態２３］
　端末が送信する測定データを受信する受信処理と、
　前記端末が測定データを自装置に送信する際のコストを示す送信コスト情報を、前記端
末に通知する通知処理と、
　を管理装置を制御するコンピュータに実行させるプログラム。
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　なお、形態１８及び形態２３のプログラムは、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体
に記録することができる。記憶媒体は、半導体メモリ、ハードディスク、磁気記録媒体、
光記録媒体等の非トランジェント（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｅｎｔ）なものとすることがで
きる。
　［形態２４］
　複数の計算機端末が、時系列的に測定したデータを収集し、ネットワークを介してサー
バに送信し、前記サーバは送信されたデータを管理するデータ収集管理システムであって
、
　前記サーバは収集したデータを、データの重要度に基づいてリソース割り当ての優先制
御を行い、また未収集のデータに対しては必要に応じて収集済みのデータを用いて推定を
行うか、必要な推定精度が達成できない時もしくは測定データが必要な時オンデマンドで
前記計算機端末から収集し、さらに、負荷状況及び測定データの予測推定状況から定期的
に送信コストを更新計算すると共に、制御信号として前記計算機端末に通知し、
　前記計算機端末は、現在測定した複数のデータの情報価値を計算し、前記サーバより受
信した前記制御信号を用いて送信コスト情報を得て、データの重要度を定め前記サーバに
送信するタイミングを動的に調整することを特徴とするデータ収集管理システム。
　［形態２５］
　前記計算機端末で収集されるデータには、位置、加速度、温度及び湿度の少なくともい
ずれかを含む形態２４のデータ収集管理システム。
　［形態２６］
　前記情報価値とは、測定データの有無による影響の大小を定量化する指標であり、過去
のデータからの予測推定装置を用い、測定データを使用する予測推定と測定データを非使
用とする予測推定との差の大きさによって定められる形態２４のデータ収集管理システム
。
　［形態２７］
　前記送信コスト情報とは、前記端末からアップロードされるデータが消費するリソース
量の集中度合いを反映する指標であり、
　前記集中度合いが大きいと前記送信コストも大きくなる量であらわされ、
　前記制御信号とは、前記制御信号を受信する前記端末が、データを送信した時の前記送
信コストを算出できるよう加工整形された信号である形態２４のデータ収集管理システム
。
　［形態２８］
　前記送信コストは、前記端末の送信場所によって規定されるコストであり、
　前記制御信号は前記コストのコストマップ情報であり、また、それぞれの前記端末に送
信するコストマップ情報は全領域又は一部領域である形態２７のデータ収集管理システム
。
　［形態２９］
　前記予測推定は、データのとりうる値の予測推定分布によって表現され、また、カルマ
ンフィルタに代表される再帰的フィルタによって過去の履歴情報を持たずに逐次的に内部
状態を更新しながら、状態推定を行う手段から構成され、
　前記情報価値は、一方では対象のデータを用いて、他方では対象のデータを用いないで
状態推定を行い、両者の状態推定結果によって規定されるデータの予測推定分布間の距離
によって両者の差により計算される形態２６のデータ収集管理システム。
　［形態３０］
　前記送信タイミングの調整とは、前記制御信号から計算される送信コストの減少関数で
あり、且つ、前記情報価値の増加関数である送信確率に従って送信判断を確率的に行う形
態２４のデータ収集管理システム。
　［形態３１］
　前記サーバにおける予測推定機能は、
　前記計算機端末が具備する予測推定機能と同じ機能を有し、
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　前記計算機端末はデータが存在しなかった時の前記サーバの予測推定精度を知る形態２
４、２６及び２９のいずれか一に記載のデータ収集管理システム。
【０１３０】
　なお、引用した上記の特許文献等の各開示は、本書に引用をもって繰り込むものとする
。本発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思想に基
づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の全開示の枠内
において種々の開示要素（各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面
の各要素等を含む）の多様な組み合わせ、ないし、選択が可能である。すなわち、本発明
は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう
各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当
該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載
されているものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０１３１】
１、１０、１０－１～１０－ｎ　端末
２　管理装置
２０　サーバ
３０、３０－１～３０－ｍ　測定装置
４０　ネットワーク
１０１　データ収集インターフェイス
１０２　データ構造情報管理部
１０３　データ収集部
１０４、２０５　データ管理部
１０５、２０２　制御信号管理部
１０６　情報価値推定部
１０７　データ送信制御部
１０８、２０１　通信部
２０３　データ受信部
２０４　データ推定部
２０６　データベース
７０１　車両
７０２　携帯端末
７０３　モバイルネットワーク
７０４　管理サーバ
７０５　センサユニット
７０６　ＯＢＤインターフェイス
８０１　制御部
８０２　タイムスロット演算部
８０３、８０４　推定部
８０５　情報価値計算部
８０６　動的アップローダ部
８０７　コスト計算部
８２１　キュー
８２２　データローダ部
８２３、８２４　カルマンフィルタ
９０１　通知部
９０２　算出部
９０３　送信制御部
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