富士重工業と日本IBMが高度運転支援システムで協業

エンジニア自らが実車実験を繰り返す、
アイサイトの強みを支援する
実験映像データ統合管理システムを構築

富

士重工業（以下、スバル）の「アイサイト」は 2 つのカメラで立体を認識するステレオカメラという技術を活用
して実用化されている。そこでは、映像という大容量データを使って開発を続けなければならないという困

難さが常につきまとってきた。しかし今、その問題を打破する仕組みが構築されつつある。実際にアイサイトの開
発はどんな体制で進められ、どんな課題があったのか。そして新しいI Tの仕組みとはどんなものなのだろうか。

は200万km分を超える。

ひたすら実験走行を繰り返し、
世界の道路 200 万km以上の
画像データを記録
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お客様目線が欠かせません。そのために

用している点だ。
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ことは多い」と日下部氏は話す。
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日本IBMと二人三脚で
ビッグデータの活用を目指す

出せるようになり、かつ大容量データ
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2014 年度上期に仕様を決定し、試作
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よりも運用が重要です」と話す。より現

にも取り組んでいるという。
「今、自動運転時代に向けて、さらな
るアイサイトの性能向上に挑戦中です

オフライン管理

が、このシステムを使いこなすことで、
より速いスピードで新製品をリリース
したいですね」と中里氏。日下部氏は

20 年近い実績を誇るIBM Spectrum Scaleソフトウェアによって、ビッグデータの効率的かつ経済的な保
管と、高速なデータ活用のどちらのニーズにも柔軟に応えられるストレージ機器の選択（適材適所）を可能
にしている。最新のファイルやアクセス需要が高いファイルはオールフラッシュ・ストレージに格納し、保
管期間に応じて安価なハードディスク搭載ストレージや、さらに経済的に最も優れたテープ装置へとデー
タを自動移行させることができる。今回は採用されていないが、IBM Spectrum Scaleはパブリック・ク
ラウドとの連携も可能であり、IBMは企業ごとに異なるデータ保管・活用ニーズに応えられる極めて幅広い
ポートフォリオを有している。

「他部署でも同じニーズはあるはず。大
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事なのはいかにデータの再利用性を高
めるかということです」と指摘する。
ビッグデータ時代のデータ活用の先駆
けとして、今後の発展を期待したい。
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