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Android デバイス向け
データストリーム管理システムについて
秋山 真吾1

中本 幸一1

概要：近年，自動車が扱うセンサデータは著しく増加している．本研究は，多量のセンサデータを効率的
に処理する車載向けデータストリーム処理機構 (eDSMS) からデータを取得し Android 端末で扱うための
システム (Android eDSMS) の開発を行うものである．本稿では主にプロトタイプ版をベースに新しく追
加した XML 形式のクエリをアプリケーション上で実行する機能や，Service 化の検討について述べる．
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On Data Stream Management System for an Android device
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1. はじめに
近年，車車間通信や路車間通信などを用いて運転支援
を行う協調型 ITS(Inteligent Transport Systems) が注目さ
れている．それに伴い自動車のシステムの大規模化，複
雑化が顕著で，1 台の自動車に搭載される ECU の数は多
いもので 100 個を超える．また，多くのシステムはミリ
波レーダやステレオカメラなど，様々なセンサを用いる．

DataStream Management System) の開発を行っている．
本稿では Android デバイス向けデータストリーム管理シ
ステムの機能及び前年度に開発されたプロトタイプ (以下，
プロトタイプ版と呼ぶ)[1] からの変更点について述べる．

2. Android デバイス向けデータストリーム管
理システム (AeDSMS)
Android デバイス向けデータストリーム管理システム

しかし，数多くあるセンサデータを処理するソフトウェ

(以下，AeDSMS と呼ぶ）は組込みシステム向けデータス

アアーキテクチャが存在しない．この問題を解決するた

トリーム管理システム eDSMS(以下，車載 eDSMS と呼ぶ)

め，名古屋大学情報科学研究科組込みシステム研究セン

から取得したデータを Android アプリケーションで扱うた

ター (NCES) における産学連携プロジェクトにおいて，車

めのシステムである．

載向けデータストリーム管理システム eDSMS(embedded

DataStream Management System) が開発されている．こ
れは，システム全体からセンサ部を切り離し，センサから
得られたデータに対してストリームデータ処理技術を適用

2.1 利用ケース
Android デバイスにおいて，AeDSMS の利用ケースとし
て以下の 3 つが挙げられる．

し，統合管理を行う車載データ統合アーキテクチャである．

ケース 1：車載 eDSMS から取得したデータを利用し運転

本研究では車載向けデータ管理システム eDSMS で処理し

手や乗客にサービスを提供するケース．車載 eDSMS から

たデータを Android アプリケーションで扱うためのデー

取得できる様々な情報 (センサ情報，走行情報，周辺の道路

タストリーム管理システム AeDSMS(Android embedded

や車両情報など) から必要な情報を抽出しアプリケーショ
ンを通して運転手などに提供する．
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ケース 2：Android デバイスからデータを車載 eDSMS に
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入力するケース．Android デバイスからアプリケーション
を通して車載 eDSMS にデータを入力することで，自動車
の利用機能の変更や，周辺の車や歩行者への情報通知を行
う．
ケース 3：車載 eDSMS の処理を Android デバイスにオフ
ロードするケース．車載 eDSMS と同様の処理を Android
デバイスで行う．車載 eDSMS を実車に組込む前の検証な
どに有効であると考えられる．
以上の様に車載 eDSMS で処理されたデータを Android
アプリケーションで扱える様にすることで，運転者や歩行

図 1 AeDSMS 全体アーキテクチャ

者などを支援するシステムの開発が容易になる．本研究
ではケース 1，ケース 2 を考慮した Android デバイス向け

するデータのスキーマが変更された場合でもソースコード

データストリーム管理システムの開発を行った．

の修正無しに対応することが可能になった．

2.3.3 XML 形式クエリの採用
2.2 プロトタイプ版 AeDSMS
2.2.1 概要

プロトタイプ版ではクエリ言語として SQL に類したも
のを採用していた．できることは基本的に条件に合致した

プロトタイプ版は 2.1 項で述べた利用ケースの内，ケー

データの抽出のみであった．これに対し，本 AeDSMS では

ス 1 を考慮している．車載 eDSMS から取得したデータを

より複雑な処理を記述できる車載 eDSMS に倣った XML

SQL に類する言語を用いて条件に合致したデータの抽出を

形式のクエリ言語を採用している．オペレータと呼ばれる

行い，アプリケーションに渡す．

クエリの演算子は Filter，Map，Join の３種類を用意した．

2.2.2 利用方法

また，図 1 に示すようにこれらに加えてユーザは必要に

プロトタイプ版の利用方法を記す．

( 1 ) 車載 eDSMS から取得するデータのフィールド情報を

応じてオペレータを自分で定義し，Android デバイスのス
トレージに保存することで追加することができる．また，

定義した XML 形式のスキーマファイルを作成する．

XML 形式クエリはアプリケーション上で読み込み，実行

( 2 ) PC で AeDSMS ソースコード自動生成ソフトにスキー

することができる．これらにより，ユーザはより自由度の

マファイルを読み込ませ，実行し，取得するデータク

高いアプリケーション開発を行うことができる．

ラスを含む AeDSMS のソースコードを自動生成する．

2.3.4 Android Service 化の検討

( 3 ) 開発対象 Android アプリケーションのソースコードに

現状では Android アプリケーションの Activity から

自動生成されたソースコードを組込み，コンパイルを

AeDSMS のインスタンスを生成し，実行する形式を取って

行う．

いる．すなわち，アプリケーションの数だけ AeDSMS が

2.2.3 問題点

存在することになる．しかし，１つの AeDSMS を複数の

車載 eDSMS から取得するデータに変更があった場合や，

アプリケーションあるいは他のデバイスから利用するケー

機能追加を行う場合など，スキーマに変更が生じた際に，

スも考えられる．そこで，AeDSMS を Android Service と

再度ソースコードの自動生成とコンパイルをしなければな

して提供し，ユーザアプリから完全に独立させることを検

らず，利便性に欠けるという問題があった．

討している．
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2.3.1 概要

を受けたものである．

プロトタイプ版をベースに，ユーザの開発効率向上の観
点から 2.2.3 項で述べた問題点の解決及び，機能の変更，改
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本 AeDSMS ではソースコードを自動生成するのではな
く，図 1 に示す様に XML 形式のクエリから生成したス
キーマ情報を用い，AeDSMS 内で車載 eDSMS から取得す
るデータに合わせて動的にインスタンスを生成し対応する
という形式を取った．これにより，車載 eDSMS から取得
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