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物理環境に基づく
分散アスペクト指向プログラミングの提案
井上 聡 ∗ 滝本 宗宏 ∗
東京理科大学 ∗

きる．

1 はじめに
自動車やロボット，モバイル端末などの移動物体上の
システムは，物体の移動によって変化する環境に影響を
受ける場合があり，その影響範囲は，システム全体に及
ぶ場合もある．本研究では，移動エージェントを用いて
実現したシステムに，ア スペクト指向プログラミングの
考えを導入することによって，環境に応じた拡張を独立
して管理・反映させるプログラミング手法を提案する．
本手法では，アスペクト自身を移動エージェントとして
実現する．この移 動エージェントに基づくアスペクト
の実現によって，自律的な機能の拡張が可能になり，通
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2 アスペクト指向プログラミング
アスペクト指向プログラミングは，ソフトウェアの設

4 提案手法

計方法の１つである．実装する対象に重点をおき，関連
するデータやそれに対する手続をコンポーネントとして
まとめるオブジェクト指向プログラミングに対して，複
数のクラスに跨って存在する処理 (横断的関心事) をア
スペクトとしてまとめて，コンポーネントから独立して

本研究では，移動エージェントにアスペクト指向プロ
グラミングを適用することで，分散アスペクト指向プロ
グラミングにおける新たなプログラミング手法を提案す
る．この際，ウィービングを行う側と行われる側はどち
らもエージェントとして記述する．

扱うことができる．アスペクトは，プログラムの実行時
点（ジョインポイント）をポイントカットで指定するこ
とで，プログラムの特定の実行時点で行うべき処理をモ
ジュールとして分離する．ジョインポイントに拡張した
い処理は，アドバイスと呼ばれ，アドバイスを挿入する
ことをウィービング（織り込み）という．

本研究では，従来アスペクト指向プログラミングで考
慮されていたコード上のジョインポイントに加え，移動
物体周辺の物理環境をジョインポイントとして考慮す
る．ポイントカットは，コード上の位置の指定に加えて，
移動物体が備えているカメラの視界にあるべき特定の物
体を指定する．アスペクトである移動エージェントは，
複数の移動物体上を移動しながら，指定された物体が視

3 移動エージェント

界にある移動物体を自律的に見つけ，アドバイスを織り
移動エージェントとは，コンピュータ間を移動し，自
律的に動作するプログラムである．移動エージェントを

込む．本手法によって，特定の物理環境に関連した共通
の関心事をアスペクトとして管理できるようになる．

用いることで，コンピュータ間の通信を減らすことがで
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5 実装手法
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エージェントシステムの動的な拡張を行うものに，

MobileSpaces[1] というシステムがある．これは，高階

会研究報告], Vol. 2008, No. 107, pp. 113–120, oct

2008.

モバイルエージェントシステムであり，モバイルエー
ジェントの中に別のモバイルエージェントを入れ子状
に配置できるモバイルエージェントシステムである．一
方，本手法は階層を持たず，アスペクト指向プログラミ
ングに基づいた拡張によって，より複雑なシステムの実
現を目指す．

7 まとめ
分散コンピューティング環境の例として，高速道路の
ような特定の空間で指定した処理を行う場合 [4] や，固
定された位置にある掲示物を認識した際に対応した情
報を取得する場合などが挙げられる．範囲の制約のよう
に，利用可能な指定方法を増やすことで，様々な状況に
対応することができると考えられる．
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