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データプラットフォームとは 
• Society 5.0における「ビッグデータ等の新たな技術をあらゆる
産業や社会生活に取り入れてイノベーションを創出」するための
「場」 

• 短時間でのプロトタイピングを可能にし、機を逃さないシス
テム構築を支援する 

• アイデアはあっても実際にデータを収集・集積・解析する仕
組みを作ることが困難な大学・研究機関や産学連携体に
「場」を提供、「知」の抽出を容易に行えるようにする 

データプラットフォームの３本柱 
1. SINETを活かしたリアルタイム収集・集積・解析環境の動的な
構築 

2.高性能計算環境によるデータ科学と計算科学の融合 
3.異種データ・異種知識の融合活用の推進と利用者支援 



データプラットフォームの３本柱 
1. SINETを活かしたリアルタイム収集・集積・解析環境の動的な
構築 
• 遠隔地のセンサーやストレージ、データプラットフォームの
計算資源、ストレージをつないで、リアルタイムに入力から
出力を得られるアプリケーションごとの収集・集積・解析環
境（仮想データプラットフォーム：仮想DP）を、使いたいと
きに即時に構築する 

• SINETモバイル基盤によりセンサー等をセキュアにつなぐ 
2.高性能計算環境によるデータ科学と計算科学の融合 

• データ科学、計算科学の手法を融合し、さらに国内最高の計
算環境を用いて他に無い高精度の予測を行えるように 

3.異種データ・異種知識の融合活用の推進と利用者支援 
• 様々な分野のデータ保持者、解析者、利用者が産学にまたが
るコミュニティーを形成し、新たな価値創造につなげる 

• データ活用を目指す利用者へのコンサルティングや開発支援
を実施する 



データプラットフォームの概要 



SINETの優位性 
• 任意の拠点間で高性能：全都道府県を100Gbpsでカバーし、大容量データ転送に適した
帯域を絞らないアーキテクチャであるため、任意の拠点間で高性能に通信可能 

• 通信サービスが豊富：インターネットサービスに加え、セキュアな通信環境を実現する
各種VPNサービス、機動的に通信環境を設定するオンデマンドサービス等を利用可能 

• 大学等にとって便利：アクセス回線（調達期間は6か月程度）を用意するだけで、多様
な通信環境を高性能、迅速、低コストに整備可能 
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SINETモバイル基盤の優位性 
• セキュア：モバイル網の中にインターネットとは切り離されたSINET用の仮想ネット
ワークを形成し、この中に、研究プロジェクト毎の閉域ネットワークを形成 

• 高性能： モバイル網で収集したデータを大学やクラウドの解析基盤に転送するために、
SINETと東京と大阪において10Gbpsで接続してL2VPN（高性能かつセキュア）を設定
（将来的には接続点の拡大を模索） 

• 利用促進：新基盤の検証のために、一定の利用可能データ通信量を準備（公募で選定） 
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SINETを活かしたリアルタイム収集・集積・解析環境の動的な構築 

高性能計算システム 広域・大容量 
ネットワークSINET 

他組織 他組織 データ 
ベース 

センサ群 

天文デー
タなどの
学術アー
カイブ 

                                

                                                      仮想DP1: 津波防災 

仮想DP2: 漁業支援 

仮想DP3: 画像診断 

• 仮想DPはアプリが増えるのに応じて次々に増やしたり、需要に応じて大きさ・構成を
変えたり、複数の仮想DPを融合したりすることができる。 

• 作りたいときにすぐに仮想DPを構築することで、高速なプロトタイピングができる 

• 共通（汎用）の基盤（スパコン、ネットワーク、ストレージ等）の上に、アプリケーション
ごとのリアルタイム収集・集積・解析環境である仮想DP(仮想データプラットフォー
ム)を、オンデマンドに構築 

• 仮想DPは、性能が確保されている。他と隔離されているため安全性も担保される。 
• リアルタイムに大量のデータを処理することができる 

 

時間勝負の競争に勝つために不可欠 



医療プラットフォーム 
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応用プラットフォーム 
• 応用ごとに必要な機能を用途に応じて利用。オンデマンドで短時間に構築・拡張・融合可能 

自ら設備を持たなくとも誰もがデータ利活用  

「オンデマンド・データプラットフォーム」の構成・機能 
① IoTデータや大規模リアルタイムデー

タを円滑に扱えるセキュアな大容量
通信回線【ﾃﾞｰﾀ収集機能】 

② 高度な解析を実現する高性能計算環
境、ストレージ【ﾃﾞｰﾀ解析機能】 

③ 多様な応用を実現する基盤ソフト
ウェアと共用データ 
【応用開発基盤】 

を一体的に提供。①～③を自在に組み合
わせて、様々な応用を実装可能 

共通資源 



高性能計算環境によるデータ科学と計算科学の融合 
• データ科学（機械学習など） 

• 大量の事象の情報（教師データ）を基に、帰納的に結果を予測 
• 教師データの量、正確さ、分散が重要である。 
• 教師データから大きく外れた入力に対応できない。 

• 計算科学（シミュレーションなど） 
• 数学的モデルに基づいて、物事の過程や結果を予測 
• 仮定した条件について、シミュレーションにより結果をある程度正確に予測可能 
• モデルが無いと計算できない。個々のケースの予測に大量の計算が必要な場合も 
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高い処理能力があってこそ出力を得られる応用多数 



異種データ・異種知識の融合活用の推進と利用者支援 
• さまざまな分野のデータ保持者、解析者、利用者が産学に
またがるコミュニティーを形成し、新たな価値創造につな
げる 

• 多様なデータを複合的に利用するには、ウェットな人のつながり
が重要 

• どの部分で競争し、どの部分で協調するかが要になる 
• コミュニティーを形成することで、データ活用を広げる 
 このワークショップの目的 

 
• 利用者支援 

• データ活用を目指す利用者へのコンサルティングや開発支援を実
施する 

• データ解析のためのアプリケーションの開発支援 
• データ解析手法に詳しくない利用者に、何をどのように使えばよ
いかをコンサルティング 
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東京大学におけるデータ利活用型研究への取組 
データ利活用により社会課題解決を図るプロジェクトを学内で募集(2018/4/24) 
1ヶ月程で文系含む22の部局から90件登録。SDGsの17目標をすべてカバー 

応用分野の例（件数） 
スマートシティ(14) 
 ―人流マネジメント、交通・物流最適化 等   
防災(13) 
 ―リアルタイム地震波解析・予測、洪水予測 等 
健康、医療(12) 
 ―VR・3Dシミュレーション応用 等 
農林漁業（6) 
 ―養殖、農業におけるゲノム・環境等データ活用 等 
地球環境(6) 
 ―気候予測、風力発電運用高度化、水資源管理 等 
ものづくり(4) 
 ―構造解析プラットフォーム、暗黙知の解析 等 
社会科学（11) 
 ―ライフログ活用、デジタルアーカイブ、政策評価 等 

※該当目標の申告があったプロジェクトのみ集計。複数回答。 

SDGs目標をカバーするプロジェクト数 
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特徴：応用の多様性、データの多様性 
蓄積データ、観測データ、シミュレーションデータ、それらの組み合わせ 
 広域性 + リアルタイム性 + 大量性 
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