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ユビキタスサービス基盤技術の重要性

近年，「いつでも，どこでも，だれで

も」コンピュータネットワークを快適

に利用でき，そのうえでサービスを受

けることができることが期待されてい

ます．

これを実現するためには，実世界に

遍在するコンピューティングリソースや

その他の機械・モノに関するサービス

を発見し，ユーザの置かれた状況に合

わせて快適にサービスを利用可能とす

る技術が極めて重要となります．

ユビキタス・ディスカバリ・サービス

（UDS）プラットフォームとは

UDSはユビキタスサービスの根幹で

ある“現実世界のモノとネットワーク

上のサービスを結びつける”ためのサー

ビスプラットフォームです（図１）．

これは主に次の要素技術から構成さ

れています．

(1) モバイル環境下でも“モノ”を

同定できる技術

どこでも“モノ”を同定できるため

に，視点方向によらず不変な特徴量

（幾何学的不変量）に基づいて“モノ”

のIDをコード表現したVisualtag（ビ

ジュアルタグ）(1)と照明条件にロバス

ト（頑強）な画像処理を駆使した読取

方式を導入することで，バーコード等

の従来のIDコードに比べて読取距離や

読取角度に制約が少ない条件のもと，

携帯端末付属カメラを用いて手軽にモ

ノを同定することが可能です．また，

携帯端末搭載レベルのカメラで撮影さ

れた画像に対しても，照明条件に応じ

た画像処理を施すことで安定に特徴抽

出でき，特別な読取装置を必要とし

ません（図２）．

(2) 万物ID管理・利用のための要

素技術

“万物ID”という既存コード体系

も包含して統一管理できるID管理方

式を導入することで，既存のバーコー

ドやRF-IDもそのまま扱うことが可能

です．

(3) IDに関連するサービス管理のた

めの要素技術

“BIND情報チケット”というあら

ゆるモノに関連する多様な情報が表現

できるサービス記述方式を提案するこ
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とで複数のサービスを結び付けたり，

ユーザの嗜好や位置情報等に応じて

サービスを提示したり，各サービスの

利用権限の制御などが自由にできます．

UDSプラットフォームを用いた

ユビキタスサービス例

ここでは，UDSプラットフォームに

おける処理について，その上で動作す

るユビキタスサービスを例にとって説

明します．

図３は，モバイル環境下でのユビキ

タスサービスの一例です．例えばユー

ザが街中で興味のあるポスターを目に

したとき，現実世界のモノの１つであ

るポスターからサービス提供を受ける

までは，次のようになります．

まず，ユーザがポスターに添付して

あるビジュアルタグを携帯機搭載カメ

ラで読み取り，その画像データをUDS

プラットフォーム（UDSP）へ送信し

ます．UDSP内にある「サービスポー

タル機構」は，ユーザのコンテキスト

情報（ｉエリアの位置情報など）を取

得し，画像データをUDS内にある「万

物ID読取管理機構」へ送信します．

万物ID読取管理機構では，画像デー

タから幾何学的不変量を解析し，

UDS内にある万物ID発行管理機構へ

送信します．すると，万物ID発行管

理機構で，幾何学的不変量と対応付

けられたコードとして万物IDを抽出し，

UDS内にある「BIND情報管理機構」

へ送信します．BIND情報管理機構

は，万物IDと関連付けられた複数の

サービスを検索し，「サービスポータル」

へ送信します．サービスポータルでは，

ユーザのコンテキストに基づき最適な

サービスをユーザへ提示し，ユーザは

必要なサービス（例えば，CM映像情

報提供サイトや購買情報サイトへの接

続）が選択できます．

また，別の例としては，ディスプレ

イなどの装置を設置しなくとも，行先

案内板に添付してあるビジュアルタグ

を携帯機搭載カメラで読み取り，

UDSPへ送信することで，行先の案内

映像やライブ映像を見ることができる

ようなサービスも可能です．他にも定

期券のIDと時刻表情報を結び付けた

り，プレゼントのメッセージカードの

IDと音声データを結び付けたりといっ
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たサービス（My Info-Attachmentサー

ビス）も実現できます．

実世界情報基盤と知的ユーザ支援

インターネットは人間の生活に欠か

せない情報基盤となっていますが，実

世界とは異なる仮想世界を構成してい

るといえます．一方，カメラをはじめ

としたセンサや携帯電話がインターネッ

トに接続され，人間の活動に密着した

情報を取り込む動きが加速していま

す．また，ユビキタスコンピューティン

グに代表されるように，環境の至ると

ころに計算資源やセンサを遍在させる

動きも活発化しています．将来のイン

ターネットは，実世界の多様な人間の

活動情報を取り込んだ実世界情報基

盤へと進展していくと考えられます

（図４）．この実世界情報基盤を利用

することで，ユーザの状況に合わせた

サービスの提供などの知的なユーザ支

援を実現することが期待されます．

ユビキタス実験ハウスとユーザ

支援プロトタイプシステム

ユーザを知的に支援するシステムを

実現するためには，単に携帯端末や環

境側のシステムの能力を向上させるだ

けでなく，環境，携帯端末，人間と

の相互作用を促進することが重要であ

ると考えています．そこで，一般の住

居と同等の建物（実験ハウス）におい

て，携帯端末と環境側のシステムが協

調し，ユーザの知的支援の実現に向け

たプロトタイプシステムの構築と実験

を進めています(2)．実験ハウス内での

ユーザはセンサを搭載したノート型PC，

もしくは携帯電話（以下，双方を指し

て携帯端末）を持って行動し，この携

帯端末上にユーザの状況に合わせた

サービスが提供されます（図５）．

(1) 視覚センサネットワーク

家屋内には２種類のカメラが設置さ

れています．天井に16台設置されたカ

メラは，円錐状のミラーをカメラで撮

像することで歪みのない広画角の画像

を取得することができます．この天井

カメラで取得された画像を差分処理す

ることで人間の領域を抽出し，ユーザ

の位置の検出を行っています．そして，

複数カメラから得られたユーザ位置情

報を統合することで複数人の位置追跡

をリアルタイムで行っています．壁面

に25台設置したカメラは全方位視覚セ

ンサと呼ばれるもので，水平方向360

度の範囲を撮影することができます．

このカメラでは，天井カメラによって

検出された位置からユーザにもっとも

近いカメラを選択し，その画像をユー

ザ活動の俯瞰情報として保存する機

能やユーザの動作認識機能を提供し

ます．

(2) 仮想タグ

ユーザの位置や時刻に応じてユーザ

と環境がさまざまな相互作用を持つこ

とを可能とするために，家屋内には仮
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想的なタグ（仮想タグ）を設置してい

ます．この仮想タグは，5W1H形式

（いつ，どこで，誰が，誰に，何を，

どのように）で各ユーザがサーバ上に

設定します．この条件に合致した情報

がユーザ本人や他のユーザの携帯端末

に対して提供されます．例えば，リマ

インド情報として，ユーザの忘備録

（薬を飲む，傘を持って帰るなど），リ

コメンド情報としてユーザへのお勧め

情報（天気予報や電車の時刻表など）

が配信されます．また，実験ハウス内

のTVなどの機器の操作インタフェー

スもリコメンド情報として提供されま

す．これ以外にもコミュニケーション

情報として，ユーザと環境との対話形

式の情報もユーザに対して提供されま

す．この対話は，直接ユーザの支援に

結び付かない情報ですが，この対話情

報からユーザの趣味嗜好の情報を抽

出するということを想定しています．

(3) 携帯端末

ユーザが実験ハウス内でノート型PC

を持ち歩く場合は，ノートPC上に搭

載された全方位カメラの画像，加速度

センサの情報，およびマウス操作やキー

ボード操作の情報が取得され，無線

LAN（11 Mbit/s）を介して活動情

報サーバに送信されます．ユーザが利

用する端末が携帯電話の場合は，ｉ

アプリを利用してリコメンド情報がリ

スト形式で表示されます．このリスト

を選択することでユーザは各種情報へ

のアクセスや家電制御を行うことがで

きます．また，リマインド情報はPC上

ではポップアップウインドウ，携帯電

話の場合はメールとして配信されます．

コミュニケーション情報はノート型PC

の場合のみサポートされており，ユー

ザはポップアップウインドウで提示さ

れた対話フレーズに対する応答フレー

ズの選択や任意のテキストを応答とし

て入力することで環境との相互作用を

行います．環境および携帯端末上のセ

ンサ情報だけでなく，この相互作用の

情報もユーザの活動情報として活動情

報サーバに蓄積されます．

(4) 活動情報サーバ

それぞれのユーザから送信される

情報はXML（eXtensible Markup

Language）形式で活動情報サーバ

に蓄積されます．活動情報サーバは，

ユーザからの活動情報を参照するリク

エストに対して，情報を配信する機能

も提供します．

実装アプリケーション

誰しも自分の過去の行動や他者の

行動を参照したい場合があります．そ

こで実験ハウス内では記録されたユー

ザの活動情報を本人，もしくは他者が

参照可能とするアウェアネス通信を実

現しています．ユーザは対象とするユー

ザ名や時間範囲，キーワードを入力す

ることで過去の情報や現在の他のユー

ザの情報を参照することができます

（図６）．このような場合，プライバシ

の問題が重要です．そこで，参照する

ユーザや開示する情報の種類，再生

レート等を記述したプロトコルを定義

し，情報の配信を行っています．

これ以外にも，仮想タグを用いた

ユーザへの情報配信というアプリケー

ションを高度化するためにユーザの長

時間の活動情報の収集実験と解析を

進めています．図７(a)はあるユーザの

10分間の移動軌跡，図７(b)は複数

ユーザの７時間の移動軌跡を表してい
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ます．これらの実験からユーザ共通，

もしくは各ユーザ固有の活動パタンを

確率モデルなどによって表現する試み

を進めています．

今後の展開

２種類のユビキタスサービス実現の

ためのコア技術の研究を紹介しました．

今後は，知能化技術やセンサネットワー

ク技術の課題に取り組んでいきます．
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