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1．は じ め に

ディープラーニングなどの AI 技術が採用されている．
このようなインテリジェントシステムの研究，開発，テ
ストにおけるパラダイムシフトによって，ビッグデータ

自動車分野では，ここ数十年，エレクトロニクスやコ

といってよい量のセンサデータ処理が必要である．この

ンピュータに基づく機能への注目がしだいに高まってき

ため，センサデータ収録フェーズを車両機能開発と一元

ている．この傾向は，新しい機能を提供するカスタム電

的に管理することは難しい．この二つのパッケージは，

子制御ユニット（ECU）を車内で使用したことから始

いずれも複雑なものとなるため，データ管理パッケージ

まり，しだいに，より汎用性の高いコンピュータシステ

と車両機能パッケージは，それぞれ別のプロジェクトや

ムの採用へと移行していった．これにより車内で実現で

コンセプトとして，必然的に分離することになった．こ

きる機能の範囲が拡大し，インテリジェントシステムや

うした観点から，インテリジェントシステムやロボット

ロボットシステムもその機能に含まれるようになった．

システムを構築するプロジェクトに導入できる，収録セ

ECU を用いていた時代は，実装できる機能は単純なも

ンサデータ用のビッグデータ処理をサポートしたデータ

のに限定され，少数の限られた（毎秒数キロバイト範囲

管理インフラストラクチャの設計・構築プロジェクトを

の）センサしか使うことができなかった．インテリジェ

立ち上げることにした．本稿では，本データ管理インフ

ントシステムやロボットシステムを導入すると，より複

ラストラクチャを初めてリリースするにあたって，その

雑な機能が必要であり，
（毎秒数メガバイト以上の）高

プロセスと直面した課題について述べる．

速広帯域の信号送信を伴う多数のセンサを扱う必要があ
る．さらに，最近のインテリジェントシステムやロボッ
トシステムでは，大量の学習データにアクセスを要する
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るとともに，大量の収録データを処理するために我々が

2．データの取扱い

構築したデータ管理システムについて述べる．
説 明 の た め の 事 例 と し て， 先 進 運 転 支 援 シ ス テ ム

複数の大容量センサデータストリームを使用するイン

（ADAS）や自律走行（AD）などのインテリジェントシ

テリジェントシステムを開発する際に直面する重要な課

ステムを実現するプロジェクトを取り上げる．この車に

題の一つは，さまざまなストリームデータを，データサ

は以下のセンサが備わっている．

イズ，データ構造およびパッケージングといった観点で，

●

カメラ 10 台（白黒およびカラーカメラ）

アクセス可能なフォーマットにすることである．複数の

●

レーダセンサ 6 個

センサをリアルタイムで管理するには，十分な帯域幅，

●

レーザセンサ 6 個

適当なデータ収録ソフトウェアシステム，高性能のコン

●

GPS センサ 1 個

ピュータハードウェアおよび記憶装置をもつコンピュー

●

IMU 1 ユニット

タシステムが必要である．ここでは，頻度，データ構造

●

車からの CAN ネットワークストリーム数本

および（情報の伝送バイト数換算での）サイズが異なる

この場合，約 30 本の独立したデータストリームを毎

複数のデータソースを使用するシステムを念頭に置いて

秒約 200 Mb で収録することになる．この場合，以下の

いる．インテリジェントシステムを開発する際には，そ

課題がある．

のようなデータが以下のように異なる方法で供給され得

●

る．
●

オンラインデータ：このデータはセンサから実行
中の開発・テストシステムへリアルタイムに供給さ

ムで受信できる計算用インフラストラクチャの構築
●

れる．
●

めの同期プロトコルの実装
●

次のフェーズで，再生機能を有する開発・テストシ
ステムで使用される．

必須となる．一方，オンラインデータでは，特定のシー
ケンスのセンサデータを再生する，システムを異なるサ

データ転送：収録プラットフォームからオフィス
ネットワークにデータを転送するためのプロセスの

合成センサデータ：このデータは仮想的な環境で

システムの開発・テストでリアルタイム処理やインタ

収録システム：複数のストリームを並列で受信し，
保存できる収録ソフトウェアシステムの構築

●

編成

生成され，開発・テストシステムに供給される．
ラクションが重要となる場合には，オンラインデータが

センサの同期：センサから収録システムに送られ
る情報の各パケット・フレームにラベリングするた

オフラインデータ：このデータはいったんリアル
タイムで記憶装置に保存され，保存されたデータは，

●

計算用インフラストラクチャ：
（USB，イーサネッ
ト，CAN などを介して）全ストリームをリアルタイ

●

再生システム：収録されたデータを収録時と同様
に再生できるシステムの構築

3．技 術 の 現 状

イクルで開始・停止する，テスト実施後に停止して不具
合を修正する，1 ステップごとに実行する，といったオ

センサ収録管理をサポートする現行のデータ管理シ

ペレーションを実現することは難しい．オフラインデー

ステムを分析した結果，標準化共同体 ASAM（自動化

タを使用することにより，こうした制約のほとんどが解

システムと測定システムの国際標準化団体）[ASAM] の

消できる．この場合，データを一度収録しておいて，あ

プラットフォームが自動車分野で最も使用されているプ

とからシステムで再生することになる．オフラインデー

ラットフォームの一つであることがわかった．この共同

タには，収録に大容量の記憶装置が必要となることがあ

体は約 30 の企業（OEM 会社，サプライヤ，ソフトウェ

る，リアルタイムでインタラクションができない，セン

アベンダ）で構成されている．そのほとんどが欧州およ

サデータのフォーマットが変わるとこれまでに行った収

び米国の会社であり，車内測定データのための標準を定

録が無効になることがある，といった問題がある．最適

義することを目指している．その主な標準が ODS（オー

なソリューションは，シミュレーション環境を使用して

プンデータサービス）である．これは，
標準化されたサー

センサをシミュレーションし，合成データストリームを

バ記憶装置用に測定データ（車両データストリーム）を

生成することであろう．シミュレータが所定のセンサ品

統一的に表現するようモデル化を行うものである（図 1

質を提供できれば，オンラインおよびオフラインの利点

参照）
．その目的の一つが，会社内あるいは会社間での

を併せもつことができる．しかし，合成データには，シ

データ交換を可能にすることである [ODS]．

ミュレーションの際に十分な品質を確保する必要がある

こ の 共 同 体 は， 提 案 し た 標 準 が 採 用 さ れ る こ と を

こと，静的，動的，およびこれらが相互に作用するシナ

促進するために，仕様の一部といくつかのツールを

リオのシミュレーションを扱おうとすると処理が複雑に

オープンソースとして公開している．我々が調査した

なる，などの課題がある．

時点で，一つのサーバソリューションと一つの構成可

本稿では，オフラインデータを使用する場合を分析す

能なグラフィックユーザインタフェース，複数の収録
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図2

クラウド LSVA ターゲットの概要

ステムは各プロジェクトのデータ用にカスタマイズされ
ており，第三者がホストしたり，データを投入したりす
ることを意図したものではない．それでもなお，これら
のシステムは，我々が目指すシステムの概念を十分に裏
付けてくれるものである．
アノテーションに焦点を当てたデータ管理システム
（図 2 参照）の実現を目指したまた別の欧州イニシアティ
ブが Cloud LSVA [CLSVA]，すなわちクラウドベース
の大規模ビデオアノテーションプラットフォームであ
図1

ASAM ODS のアーキテクチャ

る．この欧州プロジェクトはイノベーションプログラム
Horizon 2020 の一環として立ち上げられたもので，リ

処理モジュールが備わった ODS が入手可能であった

アルタイムでの車両センサデータ収録からクラウドサー

[OPENMDM]．しかし，これは低帯域幅のデータ系列

バへのデータストリーム送信，アノテーションプロセス，

用に実装されたもので，我々のビッグデータの要件を満

インデキシングおよび収録データの検索までを考慮した

足するものではなかった．後年，ビッグデータの使用が

ものである．この欧州プロジェクトの目的は，
センサデー

自動車会社の間に広まったので，共同体はこの要件も考

タとメタ情報を表現するための一連の標準を策定すると

慮するようになった．もう一つのデータ管理システム

ともに，さまざまな会社から送られてくる収録データを

として，米国の複数の大学と運輸機関により実施され

保存したり，可視化したり，アノテーションしたりする

た InSight SHRP2 NDS（Strategic Highway Research

ことが可能なクラウドサーバを構築することである．こ

Program on Natural Driving Study；自然な運転行動

のプロジェクトは，車からクラウドへのデータ直接送信

に関する戦略的道路研究計画）[SHRP] という安全運転

ができることを除けば，我々と多くの要件を共有してい

研究 [Campbell 12] に関連して構築されたシステムがあ

る．この部分に関しては，我々は全収録セッションをク

げられる．この研究の目的は，運転状況（運転手，車

ラウドではなく，社内の中央ファイルサーバにコピーす

両，道路および環境因子）が運転手の挙動にどのような

ることを目指している．

影響を及ぼすかを分析することである．このシステムで

より一般的な方法で収録データを処理するよう設計さ

は，運転手に収録システムとして一連のセンサ（カメ

れた商用ソリューションが XCube 社 [XCUBE] の DSSC

ラ，GPS）を車両に取り付けてもらい，データを収集す

（Distributed Storage and Simulation Cluster；分散型

る．収集したデータは中央データベースに集約し，Web

ストレージ & シミュレーションクラスタ）[XCUBEPD]

インタフェースを介して入手できるようになっている

である．DSSC は（地理的にも）分散型の記憶装置であ

[INSIGHT]．大学はこのインタフェースを介してデータ

るとともに，データを，それが作成されたノードから

にアクセスし，データ解析を行う特定のセグメントの可

最も近くてアクセス可能なノードに保持するという原

視化，アノテーション，検索などを行うことができる．

理に基づいた計算システムでもある．データ計算時に

また，別のデータ管理システムに関連した類似のイ

は，
（一連の仮想マシンをホストする）目的のデータを

ニシアティブが，道路の安全性を主目的とした非営利

含む各ノードにプログラムが配布される．仮想マシンを

団体である CEESAR により実施されている．この非

使用したコードモビリティ原理 [Fuggetta 98] は，
（我々

営利団体は，InSight と同様のワークフローを取り扱

の場合と同様に）ビッグデータを処理するデータ管理シ

う，UDRIVE 共同体（European Naturalistic Driving

ステムに特に適している．このアプローチは標準的なコ

Study；欧州自然運転研究）[ROB 14, UDRIVE] と関連

ンピュータ構成を使用する場合には適しているが，我々

しており，SALSA と名付けられたシステムを構築した．

のプログラムは，さまざまな特定のライブラリやハー

この二つのシステムはデータ管理システム自体を提供す

ドウェア構成に依存することがあるので，我々のアプリ

ることを目的としたものではなく，第三者に収録された

ケーションに用いることは難しい．さらに DSSC のアー

データへのアクセスを提供するものである．これらのシ

キテクチャではデータやプログラムの強力なカプセル化
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さまざまな都市で収集された画素ベースのラベルを含ん
だ 5 000 個の画像とおおざっぱなラベルを含んだ 20 000
個の画像で構成されている．このデータセットは，デー
タセットのサイズ，アノテーションの豊富さ，シーンの
多様性および複雑さの点でそれ以前に構築されたデータ
セットを超えるものではあるが，このデータセットで学
図3

DSSC ノードのアーキテクチャ

習したアルゴリズムは，季節や照明，天候，交通条件，
シーン構造，センサ特性などの変化を含むさまざまな交

が行われるので，ユーザアプリケーションの開発やテス

通シーンのドメインのテストデータに適用できるほど十

トが面倒になる（図 3 参照）
．

分に一般化されたものではない．

このようなデータ管理システムの最も重要な機能の一

この種のラベリングの規模を十分に拡張するには，さ

つが，収録データ内にある関連するイベントやオブジェ

まざまなタスクや画像ドメインにおいて，要求される多

クトを検索すること，およびその検索結果を使用して，

様性を満たすよう十分な数の画像を収録する必要があ

インテリジェントシステム開発用の検証あるいはテスト

る．このためには，莫大な経済的投資が必要である．こ

データを収録データセグメントとして抽出することであ

の問題に取り組むため，さまざまな条件で実際の都市景

る．そのような検索機能は，収録データの中の，特にア

観をシミュレーションし，適切なアノテーションを含ん

ノテーションあるいはラベリングされたデータストリー

だ合成画像を使用する代替法が有望であろう [Ros 16]．

ムから検索可能な情報を収集する処理に基づいている

特に SYNTHIA データセットは，運転シーンの状況下

（この処理は，収録データをシステムにインポートする

でのセマンティックセグメンテーションや関連するシー

際に実行される）
．

ン理解の問題を支援する目的で開発されたものである．

機械学習やコンピュータビジョン分野での最近のブ

SYNTHIA は仮想都市からレンダリングされた一群の

レークスルーにより，画像認識，自己位置推定，動作計

フォトリアリスティックなフレームで構成され，13 ク

画，意思決定といった機能の性能が加速度的に向上した．

ラスの厳密な画素レベルのセマンティックアノテーショ

特に，ディープニューラルネットワークは，セマンティッ

ンを含んでいる．学習段階で SYNTHIA を，公開され

クラベルを伴う大規模データセットが必要となるさまざ

ている現実の都市データセットと組み合わせることによ

まな画像研究分野で，一般的に有用な表現を学習できる

り，セマンティックセグメンテーションタスクの性能が

ことが実証されている．自動運転では，特に，画像から

著しく向上することが実証されている．

周囲の交通参加者に対する自車の相対的位置，方向，速

研究者は，手動アノテーションの代わりに，セマン

度などの意味のあるアフォーダンス指標へのマッピング

ティックラベリングされた大規模なデータセットを自動

を学習する際に，正解ラベルを有する非常に大規模で慎

的に生成する方法を探求している．そのアプローチを用

重に作成されたデータベースが重要となる．

いれば，大規模ビデオデータベース用二次元ラベルを街

セマンティックラベリングされた大規模なデータセッ

路景観から作成することができ，結果的にセマンティッ

トの可用性は，プロセスに多大な時間や費用を要するた

クアノテーションや瞬時画像のアノテーションを生成す

め，ある程度制限されてきた．こういった要因で新た

る自動あるいは半自動のプロセスが提供できる．

な大規模データセットの開発は遅れているものの，研
究コミュニティとしては，ImageNet [Deng 09]，NYU-

4．動

機

DepthV2 [Silberman 12]，PASCAL-Context Dataset
[Mottaghi 14] や Microsoft COCO [Lin 14] といったさ

ADAS/AD 分野のインテリジェントシステム研究用と

まざまなデータセット開発のための投資が続けられてい

して，複数センサを備えたテスト車数台の新規開発に

る．これらのデータセットは確かに屋内シーンのセマン

伴って，データ管理システムを導入した．これらの車に

ティックセグメンテーションを行ったり，共通の対象

は複数の高解像度カメラと LiDAR センサが搭載されて

物を認識したりする機能の性能向上を加速するものであ

おり，以前のテスト車よりもはるかに多くのデータが生

る．しかし，自動運転に関係するタスクなどのより特有

成される．さらに，従来の実験ではデータをネットワー

なタスクには適していない．

ク上の複数の場所にコピーして管理していたが，この手

自動車分野で評判の良いセマンティックセグメンテー

法は利用できない．グローバルなネットワーク全体にま

ション用ベンチマークデータセットとして CAMVID

たがって，効率的にデータを扱い，格納し，共有する必

[Brostow 09] や，より新しい Cityscapes [Cordts 16] が

要がある．データ管理システムの初期設計における要求

あげられる．後者は，画素レベルやインスタンスレベル

仕様には，以下の項目があげられる．

のセマンティックラベリングの学習用サンプルとして導
入されたデータセットである．Cityscapes は，欧州の

● （1

収録当たり数百 Gb の）ビッグデータを処理で

きるシステム
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●

グラフィックインタフェースやコマンドラインを

ていることを暗黙的に仮定するものもあれば，ファ

介してのアクセス，およびプログラムによるアクセ

イル名，インデックスファイルあるいはセンサデー
タの中に同期情報をエンコードするものもある．

スが可能なシステムおよびデータ
●

ビデオデータ，点群データおよび時系列データを
扱う能力

●

●

●

●

●

ストリームのフォーマット：ストリームの中には

（ASCII，json などの）人が読むことができるフォー

ロボットや車などさまざまなプラットフォームか

マットで収録されるものもあれば，アクセスに特定

ら送られてくるさまざまな収録フォーマットのサ

のライブラリを要するバイナリエンコーディングが
行われるものもある．

ポート
●

時間同期：収録データの中には時間的に同期され

複数センサ情報の統合するアルゴリズムを利用で

このように大きな違いがあるので，単一の収録フォー

きるようにするため，データストリームは時間的に

マットへの共通化を目指すことは難しい．場合によって

同期していること

は，収録フォーマットが収録プラットフォームの実際の

マニュアルまたは自動でのイベントへのアノテー

ストリーミングとリンクされていることがあるので，こ

ション付与と，階層化された分類によるオブジェク

の問題はさらに難しくなる．例えば，ビデオカメラセン

トクラスがサポートされていること

サ用の車両プラットフォーム環境（センサネットワーク

アノテーションはすべてサイトごとにあるいはサ

─コンピュータ）で，
カメラから取得したデータに対して，

イト間で共有できるように一括でインデックスが付

1 フレームに 1 枚ずつ（圧縮または生の）画像ファイル

けられて検索可能であること

を作成・保存することは困難を伴う．このように高い頻

収録したデータを，まとめて，あるいは一部を指
定してエクスポート可能であること

我々のこれまでの経験では，収録データをどこに保存

度でファイルを作成すると，ファイルシステムのオーバ
ヘッドによってコマ落ちが大量に発生してしまうため
である．一方，すべてのフレームを単一のファイルに保

し，どのように構造化，可視化，アクセスするか，といっ

存すると raw フォーマットでもコマ落ちは発生しない．

たインテリジェントシステムに使用される収録データの

我々はこのような制約から，オリジナルの収録データを

管理に関する取決めは，各プロジェクトの裁量に任され

さまざまなフォーマットで保存することができるデータ

ていることが多かった．この仕組みは，収録データが少

管理インフラストラクチャを検討しなければならなかっ

量である，他プロジェクトとの交流がほとんどない，時

た．

間が経っても再利用する収録データがそれほど多くない

データ管理インフラストラクチャのアーキテクチャを

といった場合は，うまくいっていた．しかし，収録デー

決める際には，以下に例示する項目を含めて，さまざま

タサイズや，プロジェクト内あるいはプロジェクト間で

な要件を考慮しなければならなかった．

のデータの再利用頻度が増大した途端，そのような自由

●

は逆に足かせとなる．例えば，収録データをどこに保存
するかについては特に方針がないため，一部の収録デー

ストラクチャであること．
●

タのコピーをネットワーク上のさまざまな場所に保存す
るのがこれまでの慣行であることがわかった．これによ

る．
●

●

各部門，場合によっては各プロジェクトで異なる
収録フォーマットが使用されることがあること．

●

上に拡散してしまっていたということである．収録デー
タの構造やフォーマットは以下の点から異なることがあ

各部門は主にローカルに保存した収録データで作
業するが，収録データの共有は可能であること．

●

らに，もう一つ持ち上がった問題は，構造およびフォー
マットの両面で大きく異なる収録データがネットワーク

各部門が収録データにすばやくアクセスできるこ
と．

●

り，一度しか使用されておらず，今後も使用される見込
みのない収録データのコピーが大量に存在していた．さ

さまざまな場所や部門のニーズに合ったインフラ

データ管理の全体的なワークフローはすべての部
門およびプロジェクトでほぼ同じであること．

これまでデータ管理に自由度を許容していたため，そ
れぞれのチームが，それぞれの用途に合った独自のデー

収録データの構造：どのようなファイルやディレ

タ管理ツールを開発していた．これらのツールは，各プ

クトリを使用して収録データ情報を構造化あるいは

ロジェクトに高度にカスタマイズされたものであり，い

配布するか．

ずれも収録データの再生機能とともに，閲覧やアノテー

モジュール性：収録データの中には，
（すべてのセ
ンサストリームを含む）単一のメインファイルを用
いる場合，センサストリームごとに一つのファイル

ションを行う機能を実現したものだった．こうした構造
によって，以下の問題が生じていた．
●

収録データのコピーの管理：ネットワーク上の記

を使用する場合，センサフレームやパケットごとに

憶装置に配布された収録データをユーザが管理する

一つのファイルを割り当てる場合など，さまざまな

（もう使われていない収録データや差分，関連性な
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どを追跡する）ことは困難である．
●

●
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属性が付加された記述実体である．車両プラット

収録データの使用：通常，目的のシステムの開発
やテストに際して，実際には，各収録データの一部

フォームに関連するタグの例として，運転速度，

しか使用されない．

特定の時刻における GPS 位置情報，ある期間に
おける映像中の歩行者の有無などが考えられる．

収録データのアクセス：
（再生時に）収録データへ
の迅速なアクセスが頻繁に必要となる．

5．ア プ ロ ー チ

この構造では，各収録データは一つのディレクトリに
完全に保存され，リスト化されたセクションやサブディ
レクトリを使用して構造化される．この構造は，収録
フェーズ（on-line streams）で得られるオリジナル情報

我々の構築したデータ管理システムは，以下の構成要
素からなる．
（1）収録データの構造
我々の経験によると，収録データ構造は，そのデー
タのアクセス，処理，共有する際の性能に重大な影響を
及ぼす．プロジェクトのメンバは，往々にして何セット

と（収録データを説明したり拡張したりするために）後
で付加されるデータとを分離することを目的として決め
られた．この収録データ構造はインポート時にオリジナ
ル収録データに適用され，収録データ用の中央記憶装置
に保存される．
（2）中央記憶装置のアーキテクチャ

もの収録データをローカルコンピュータ内に保存してい

我々は，部門に対応して地理的に分散配置した中央記

て，それらを目的のシステムの実行時やテスト時に用い

憶装置を考案した．これによりローカルユーザ（ローカ

ている．我々は，情報の種類に応じて，収録データをさ

ル部門）は高速アクセスが可能になり，必要に応じて収

まざまなディレクトリに入れて，以下のように構造化す

録データのコピーを他部門に送って収録データを共有す

ることにした．

ることができる．このソリューションは，それぞれの場

●

.../Recording Name/
○

○

トレージソリューションが使用できるようにするもので

フォームから収録される全ストリームを保存す

ある．部門によっては，基本的な NFS による収録デー

る．
「on-line」なる用語は，ストリームは，車内

タへのアクセスとデータ完全性の管理が必要となる．こ

でライブ実行中のアプリケーションに対して使用

の場合，収録データ用の中央記憶装置には，データリプ

可能な唯一のデータであることを意味している．

リケーション機能と CephFS によるアクセス機能を有

一度作成されると，このディレクトリは書込みに

する CEPH アーキテクチャ [CEPH] を採用する．例え

対しロックがかかる．

ば，別の部門では，大規模な収録データを処理するいく

Off-line streams/：ここには on-line streams

つもの計算プロセスが必要となる．この場合の中央記憶

あるいは他の off-line streams から事後生成され

装置は，クラスタコンピュータを用い，Map-Reduce プ

た全ストリームが保存される．これらのストリー

ロセスを通じて同一の収録データに並列アクセスが可能

ムはプログラム（後処理，自動アノテーション，

な Hadoop アーキテクチャ [HADOOP] に基づくものと

認識アルゴリズム）で生成したり，
人手で生成（マ

なる．

ニュアルアノテーション）したりすることができ
る．
○

○

（3）収録データのインポートプロセス
我々は，新しい収録データを保存するプロセスをシス

Information streams/：ここには，on-line お

テム化するために収録データのインポート手順を定義し

よび off-line ディレクトリの配下にあるストリー

た．新しい収録データは前述の収録データ構造にカプセ

ムに対して，これを記述するメタデータ，校正情

ル化され，この構造からさまざまなオフラインストリー

報やプラットフォーム情報など，オリジナルの収

ムに基づく計算を行うことができる．このインポートプ

録データからの情報抽出に役立つ全ストリームが

ロセスにはオリジナルの収録データからデータが供給さ

保存される．

れるので，収録データフォーマットやプラットフォーム

Preview streams/：簡易可視化可能なフォー

に応じて異なるデータアクセス機能が使用される．その

マットでサブサンプリング表現された全ストリー

ためインポートプロセスは，おのおのが異なる収録デー

ムが保存される．この機能は収録データをすばや

タフォーマットやストリームフォーマットを使用するこ

くプレビューできるようにするために使用され，

とができる一連のプラグインに基づいたものになってい

収録データの内容をすばやく可視化するためにグ

る．

ラフィックインタフェースから使用することがで
きる．
○

所における特有のニーズに応じて，部門ごとに異なるス

On-line streams/：ここには，収録プラット

（4）収録データの可視化
ユーザに関する調査の結果，収録データを目視で検査

Searchable information/：ここにはタグのス

して収録データの品質を評価したり，収録された特定の

トリームが保存される．タグは，データベースに

イベントや条件を見つけたりすることがユーザに求めら
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れることがしばしばある．情報の中には，収録データの

は，同期した画像ストリームと点群データストリームを

説明や収録日，場所，ビデオや他のストリームの再生な

入力として，意味的にセグメント化された画像および街

どの収録データと一緒に可視化する必要のあるものがあ

路景観，交通参加者とその速度プロファイルの三次元ダ

る．こうした機能のために，我々は，収録データのメタ

イナミック再構築を含む意味的アノテーションが画像お

情報を保存する一連のメダデータファイルを設計した．

よび点群内に生成される（図 4 参照）
．

また，インポート時に，ほとんどの収録データストリー

（6）タグ抽出とインデキシングのプロセス

ム用のプレビューファイルを作成する．この情報はファ

何時間もかけて収録されたデータと膨大な数のイベン

イルシステムから直接あるいは Web ベースのグラフィッ

トやアノテーションが収録データに含まれている場合に

クインタフェースを介して閲覧できるので，記憶装置内

は，ファイルストリームを直接アクセスして情報を直接

に存在する利用可能な全収録データに容易にアクセスす

検索すると膨大なコンピュータ演算が必要となる．我々

ることができる．

は（メタデータ，アノテーション，ラベルといった）検

（5）アノテーションツールとラベリングツール

索可能な全情報をバッチで後処理して，それらをタグス

インテリジェントシステムの開発プロセスでは，デー

トリームに変換することにした．このようなストリーム

タのアノテーションは重要なステップである．このス

はタイムスタンプが付いたテキストフォーマットの情報

テップで，正解情報すなわち収録されたデータのより

を表現するので，データベースへの保存に適している．

高レベルの表現を作成することができる（オフライン

タグはあらかじめ定義された構造をもたないので，我々

ストリーム）
．そのため我々は，一連のマニュアルおよ

はタグを NoSQL データベースに保存し，タグがもつさ

び自動アノテーションツールを設計するとともに，こ

まざまな関係をフレキシブルにモデル化して，タグにす

のフェーズで第三者のツールが使用できるようにした．

ばやくアクセスできるようにした．我々はこのデータ

我々の Web グラフィックインタフェースには手動アノ

ベースにさらに，タイムスタンプ（場合によっては継続

テーションツールが含まれていて，ユーザが収録データ

時間）に従ってタグをグループ分けする構造を構築した．

内に直接アノテーションを生成できるようになってい

この構造により，特定のイベントやアノテーションが有

る．しかし手動アノテーションは費用のかかるプロセス

効な収録セグメントを見つけるための検索をより効率良

でエラーも起こりやすいので，検証と品質管理を要する．

く行うことができる．

そのため我々は，さまざまな種類の自動アノテーション

（7）収録データの検索

サブシステムについても取り組んだ．車のプロジェクト

タ グ を デ ー タ ベ ー ス に 保 存 す る こ と に よ り， プ レ

では，場所の三次元表現をダイナミックに獲得するアノ

フォーマット検索を行って特定の条件に適合する収録

テーションアルゴリズムを使って，交通参加者の三次元

データのセグメントを見つけることができる．我々は，

位置や方向，速度といったより高次の意味記述子用の正

データベースの上部に簡単なクエリ構文を作成し，実行

確なラベルを生成できるようにすることが非常に重要で

時にこの構文が特定のクエリ言語に翻訳されるようにし

ある．これらのより高次の記述子は，画像のマニュアル

た．さらに，使用されたタグの値や種類の統計を保存す

アノテーションでは容易に得られない．我々はここで，

る特定の構造をデータベース内に構築した．これにより

意味のあるタグを画像に自動的に割り当てて ADAS/AD

ユーザは，収録データ内で何が検索されるかを事前に知

に関連するベンチマーク用データセットの構築を促進し

ることができる．

た．このため，LIDAR- カメラ融合に基づく新しい機械

検索要件の分析で，主に 3 種類の検索があることが

学習フレームワークに取り組んだ．我々のアプローチで

わかった．
（例えば，車が交差点を通過している，ある
いは雨天で走行しているなどの収録データを見つけると
いった）存在の検索，
（例えば，車の速度がある値より
高い，車が特定の GPS エリア内にいるといった）値の
検索，および（例えば，車が左側車線のトラックに追い
つかれた，より高速の車が通過しているので車が減速し
ているといった）複雑な条件の検索である．最初の 2 種
類の検索は我々のクエリ言語で構築できるが，3 番目の
検索には，収録データストリームにアクセスしたり，イ
ベントや収録データのコンテキストをさらに翻訳したり
する必要がある．最初の 2 種類の検索はすでに実現した
が，3 番目は未着手である．
（8）検索結果
ある検索クエリを実行して得られる検索結果は，その

図4

シーンアノテーションの例

クエリに適合する（開始時間と終了時間の付いた）収録
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データセグメントのリストになっている．検索結果はさ

この段階で，ユーザは収録データ全体に直接アクセス

まざまな方法で使用できる．検索結果は，見つかったセ

したり，検索クエリを使用して特定の条件に適合するセ

グメントをマニュアル検査用に可視化するために使用す

グメントを見つけたりすることができる．検索結果（イ

ることもできるし，ファイルに保存して目的のシステム

ンタバルリストファイル）を使用して収録データセグメ

のプログラムで使用し（収録用中央記憶装置を介して）

ントに直接アクセスしたり，収録データセグメントをサ

収録データセグメントに直接アクセスすることもできる

ブ収録データとしてエクスポートしたり，ユーザのロー

し，エクスポート機能を使用して見つかったセグメント

カルコンピュータにコピーしたりすることができる．検

のコピーを作成することもできる．後者の場合は，ユー

索クエリの例を図 6 に示す．

ザはローカルマシンに収録結果のコピーを置いて，高性
能マシンで構成される目的のシステムで再生することが
できる．

6．EMI システム
我々のデータ管理システム（実験管理インフラストラ
クチャ EMI）の設計開発は欧州および米国の部門共同
プロジェクトとして実施された．両部門は，多数のセン

図6

EMI 検索クエリの例

サから得られる車の収録データの処理要件を共有し，収
録データを集中的な方法で保存した．
我々の収録データ管理ワークフローでサポートされて
いるステップとツールのリストを図 5 に示す．

我々は，アーキテクチャの観点から，各部門からデー
タをすばやくアクセスできるデータ管理システムを目指
した．この要件は，分散アーキテクチャを有する，部門
ごとの中央データ管理システム（各部門がサーバインス
タンスを一つもつ）をサポートするデザインアーキテク
チャにつながる．このアーキテクチャにより，Web イン
タフェース（図 7 の（EMI フロントエンドの）EMI UI
参照）を介して中央の収録データアクセスビューを使用
してローカルの収録データ（図 7 の EMI バックエンド
参照）への高性能アクセスが可能になる．ここで各サー
バは，特定の収録データフォーマット，収録データへの
さまざまなアクセス（CEEPH，Hadoop など）
，ローカ
ルインデックスを使用したより高速な検索，あるいは特
定のプロジェクトアノテーションサービスを処理するた
めに一連のローカルな選択肢をもつことができる．

図5

EMI ワークフローの各ステップ

ワークフローは収録セッション（車，ロボットなどの
収録プラットフォームから得られる生データ）から始ま
る．このデータはプラットフォームから社内ネットワー
ク上のローカル記憶装置にコピーされる．最初に行われ
るのは，収録データの前処理で，データのクリーニング
と不要部の切取りが行われる．このフェーズで，収録の

図7

EMI アーキテクチャの全容

目的を記述した一般情報がメタデータとして付加され
る．次のステップにはインポート，収録データの統一構
造への再成形，オリジナルストリームに基づいて計算さ

我々は，システムの性能を調べるために，継続時間の

れたストリームの付加，およびプレビューの作成が含ま

異なる収録データを使用してテストを実施した．平均す

れる．この段階で，手動アノテーションまたは自動アノ

ると，1 時間の収録データはセンサストリーム 20 本分

テーションを生成することができる．その後，
全ストリー

に相当する 680 ギガバイトに達する．実行時間結果の例

ムからタグが抽出されて，検索可能なデータベースにイ

を図 8 に示す．

ンポートされる．

インテリジェントシステム用データ管理インフラストラクチャ

図8

7．ま

と

EMI 機能の実行時間の例

め

本稿では，学習アルゴリズム用の大規模な学習データ
を生成するシステムやマルチセンサプラットフォームを
扱う際に AI 研究者が直面するニーズや課題を紹介した．
収録データフォーマットに事前に制約を設定できないマ
ルチサイトの組織構造でこの種のビッグデータのセット
を保存，共有，使用するために設計，構築したソリュー
ションについて解説した．同様な課題の解決を目的にし
た国際プロジェクトが複数存在することは，こうした経
験が AI コミュニティにとって価値があることを示して
いる．次のステップでは，Web ベースのユーザインタ
フェースのパーツとアノテーションやタグ生成用スト
リームで動作している低次機能の向上・完成に焦点を当
てる．システムは，最初のリリースを行うフェーズにあ
り，ユーザからのフィードバックを今後の開発計画に生
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