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ユビキタスデバイスとデジタルリソースを
論理エージェントに接続するためのエージェント
プラットフォームの開発
顧 優輝1,a)

真部 雄介2

菅原 研次2

受付日 2014年5月7日, 採録日 2014年10月8日

概要：スマートホームなどのように，人々の日常生活の様々な活動を支援するユビキタスアプリケーショ
ンを開発するための効果的な方法の 1 つとして，エージェント型の開発アプローチは広く利用されている．
そのようなシステムを開発するために，エージェント開発者は様々なデバイスを制御し，パターン認識や
統計処理のデータやプログラムを取り込むためのエージェントプログラムをラッパーアプローチにより実
装してきた．本論文では，初めに，このラッパーアプローチの問題点を明確にする．次に，このラッパー
アプローチの問題点を解決するために，デバイス・データ・プログラムをエージェント化する新しい方式
を提案する．最後に，本方式を実現するエージェントプラットフォームを開発し，異なる特性を持つエー
ジェントの動作実験の結果を示すことにより，妥当性を検証する．提案した方式に基づくエージェントプ
ラットフォームは，論理機能を中心とするエージェントアプリケーションをユビキタス型へと容易に拡張
することができる．
キーワード：マルチエージェントシステム，エージェントプラットフォーム，ユビキタスコンピューティ
ング
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Abstract: An agent-based approach has been widely accepted as an eﬀective methodology for developing
ubiquitous applications that support activities of people in their daily living such as smart homes. In order to
develop the applications, developers of the agent-based systems have implemented agent programs to control
various kinds of devices and to invoke data and programs such as pattern recognition, computer statistic and
so on using various kinds of wrapper approaches. In this paper, ﬁrst, problems of the wrapper approaches are
discussed, second, a new method of agentiﬁcation of devices, data and programs is proposed to resolve them,
and experiments to validate the proposed method are shown by diﬀerent types of agents that are developed
using an agent platform based on the proposed method. The agent platform based on the proposed method
easily extends logical agent applications to ubiquitous applications.
Keywords: multi-agent systems, agent platform, ubiquitous computing
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1. はじめに
近年，利用者の行動や状況を知覚するためのセンサデバ
イスの信号から利用者の行動や環境の状態を推測する様々
なデータがデジタル空間に蓄積されている．また，蓄積さ
れたデータに基づき，利用者に適切な情報やサービスを提
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供する方法が研究されている [1]．

いた．

本論文では，実世界の様々な場所に設置可能なデバイス

本論文では，エージェント型のユビキタスアプリケー

として，利用者の行動や状況を知覚するためのカメラや加

ションを開発するラッパーアプローチの開発者の負担軽減

速度センサ，マイクロフォンなどの入力デバイス，適切な

と情報リソースの再利用を実現するリソースコネクタ方式

情報を提供するときに使われるディスプレイやスピーカな

を提案する．この方式は，エージェントプラットフォーム

どの出力デバイスをユビキタスデバイスと呼ぶ．また，デ

から，情報リソースへのアクセス機能と論理エージェント

ジタル空間のデータおよびそれらを処理・分析するための

の機能を分離し，開発に関する知識を分離することでエー

プログラムをデジタルリソースと呼ぶ．これに加えて，ユ

ジェント開発者の負担を軽減する．また，情報リソースへ

ビキタスデバイスとデジタルリソースを合わせて情報リ

のアクセス機能を複数のエージェントプラットフォームに

ソースと呼ぶ．

接続可能とする新しい機能を提供することで，情報リソー

蓄積された様々な社会的データやプログラムは，ユビキ

スの再利用を実現する．

タスデバイスからの実時間情報と組み合わされることに

以降，2 章では，エージェント型ユビキタスアプリケー

よって，これまでには存在しなかった新しい高度なアプリ

ションとエージェントプラットフォームについて述べ，本

ケーションの創出に利用されている [2], [3]．これらの高度

論文で対象とした問題点について述べる．3 章では，ユビ

なアプリケーションを創出するための 1 つのアプローチと

キタスアプリケーションの開発者の負担を軽減するエー

して，エージェント技術，ユビキタス技術，インターネッ

ジェント化の提案方式であるリソースコネクタ方式につい

ト技術を組み合わせることにより，多様で大量のデータの

て述べる．4 章では，リソースコネクタ方式でエージェン

獲得，蓄積，流通の仕組みを実現することが期待されてい

ト化を行うためのリソースコネクタプラットフォームの設

る [4], [5]．

計と実装について述べる．5 章では，リソースのエージェ

このためのエージェント型アプリケーションを構築する

ント化を論理エージェントのプラットフォームと独立させ

開発環境として，様々なエージェントプラットフォームが

ることにより，リソースのエージェント化を行う開発者の

提供されている [6]．エージェントプラットフォーム上で

負担の軽減の評価を行う．

動作するエージェントプログラムには，人工知能に基づく
様々な推論，意思決定，プランニング，認識などの機能が
組み込まれており，記号化された情報の論理的な処理機構
を実現しやすいという長所が存在する．本論文ではこのよ

2. 関連研究
本章では，ユビキタスアプリケーションを，エージェン
ト技術を用いて実現した具体的な例について記述する．

うなエージェントを論理エージェントと呼ぶ．
論理エージェントが情報リソースを利用して情報の蓄
積・流通・利用者へのサービス提供を行う方法の 1 つとし

2.1 ラッパーアプローチによる情報リソースのエージェ
ント化

て，情報リソースのエージェント化と呼ばれる技術があ

エージェント型のユビキタスアプリケーションでは，情

る [7], [8]．エージェント化を実現するためには，ユビキタ

報リソースをエージェント化するために，ラッパーアプ

スデバイスからの信号を取得・分析し記号に変換する処理

ローチが採用されている．図 1 にラッパーアプローチの概

や，エージェントの意思決定の結果を現実空間のデバイス

要を示す．ラッパーアプローチとは，推論などの論理的処

制御信号に変換する処理といった情報リソースにアクセス

理を行う論理機能，情報リソースに接続し制御するための

する機能を組み込んだエージェントの開発が必要である．

リソースアクセス機能，そして利用する情報リソースを各

しかしながら，情報リソースをエージェント化する体系

エージェントプラットフォームの開発言語によりエージェ

的な仕組みの提供が行われていないことが問題となって

ントの内部に直接組み込む方式である．以下で述べるエー

いる [9]．たとえば，これまでのエージェント化の方法は，

ジェント型ユビキタスアプリケーションはこのラッパーア

エージェントプラットフォームを開発したプログラミング

プローチを利用して設計・開発されている．エージェント

言語で，直接エージェントプログラムの内部に情報リソー

型ユビキタスアプリケーションには，エージェントプラッ

スへアクセスするプログラムを記述するラッパーアプロー

トフォームを利用しないものと利用するものに分けられる．

チがとられていた．そのため，情報リソースの制御などに
関する知識をエージェント開発者が持つ必要があり，この
ことが開発者の負担となっていた [6], [10], [11], [12]．さら
に，エージェントプラットフォームごとに，アドホックに

2.2 エージェントプラットフォームを利用しないエージェ
ント型ユビキタスアプリケーション
センサからのデータを利用して，知覚や認知の機能を実

情報リソースのエージェント化が行われていた．そのため，

現し，人間の社会活動を支援するエージェント型ユビキタ

他のエージェントプラットフォームからエージェント化し

スアプリケーション技術の研究が進められている．

た情報リソースの再利用が困難であることが問題となって
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かし，Java のクラスを用いてリソースアクセス機能を記述
し，エージェントに組み込む必要がある．

2.3.2 OMAS
OMAS（Open Multi-Agent System）[11] とは，Lisp で
実装され，フレームシステム型の知識ベースを内部に持つ
エージェントを生成し，KQML に基づく ACL で通信する
ことで，インターネット/LAN 上でタスク指向の協調プロ
トコル（OMAS プロトコル）を提供するプラットフォー
ムである．OMAS は，知識記述モデルと推論機能を持ち，

COTERIE と呼ばれるエージェント集合の概念を用いて
エージェント間のメッセージのやりとりを行う知的なマル
チエージェントシステムを構築することを支援する．これ
まで，OMAS を用いて，利用者と対話を行うエージェン
ト [15]，ニュース共有システム [16] が開発されている．
図 1

ラッパーアプローチ

Fig. 1 Wrapper approach.

OMAS では，Lisp を用いて情報リソースをエージェン
ト化できるが，リソースアクセス機能を個々の情報リソー
スに合わせて Lisp でプログラムする必要がある．

では，カメラが結合された複数の画像処理装置を地理的に

2.3.3 JASON

分散して配置し，それらの装置が協調的に追跡タスクを実

JASON [17] は，Java で実装され，KQML に基づく ACL

行する．分散協調における追跡タスクは，多数の自律した

で通信を行い，AgentSpeak に基づく協調プロトコルで通

知能的処理機構（マルチエージェントシステム）として構

信を利用する BDI アーキテクチャのマルチエージェント

成されている [4]．

システムを構築するためのエージェントプラットフォーム

この研究では，契約ネットプロトコルや交渉プロトコル

である．

などのエージェント技術がユビキタス機能の連携に効果的

JASON では，JADE と同様に Java のクラスを用いてリ

に使われている．また，情報リソースであるカメラの制御

ソースアクセス機能を記述し，エージェントに組み込む必

をエージェントに直接組み込むラッパーアプローチがとら

要がある [12]．

れている．

2.3.4 DASH/IDEA
DASH [8] は，Java で実装されたエージェントプラット

2.3 エージェントプラットフォームを利用したユビキタ
スアプリケーション

2.3.1 JADE

フォームであり，リポジトリと呼ばれるエージェント集積
機構を持つ．また，DASH は，エージェントの利用/再利用
プロトコルに基づいて，エージェント動作環境上にマルチ

JADE [10] は Java 上で実装された FIPA 仕様準拠のエー

エージェントシステムの部品となるエージェント群を呼び

ジェントプラットフォームである．これを利用して，ユビ

出すことにより，マルチエージェントシステムの構築を支

キタスアプリケーションを作成するための様々なフレーム

援する．IDEA[18] は，この方式でマルチエージェントの

ワークが開発されている．

設計/改善を支援する開発環境である．DASH どうしの接

たとえば，CONSORTS は，セマンティック Web の概

続および通信には Java の機能である RMI が用いられる．

念を実世界に適用し，コンテンツ流通の支援を行うマルチ

DASH/IDEA を用いて，ケアサポートシステム [19] やス

エージェントシステムを構築するためのフレームワーク

マートグリッドシステム [20] などのユビキタスアプリケー

として提案され，様々なアプリケーションの開発が進めら

ションが開発されている．DASH/IDEA では，JADE およ

れている [5]．CONSORTS では，JADE の ACL（Agent

び JASON と同様に，Java のクラスを用いてリソースアク

Communication Language）やエージェント間協調プロト

セス機能を記述し，エージェントに組み込む必要がある．

コルを使用することができ，エージェント型ユビキタスア
プリケーションの開発をより容易にしている．

2.4 ラッパーアプローチの問題点

また，Sebbak らは，JADE と OSGi フレームワークを

ラッパーアプローチで情報リソースをエージェント化す

用いて，プラグイン構造により情報リソースをエージェン

る場合，以下の 2 つの問題点が存在し，エージェント型ユ

トから利用する枠組みを提案している [14]．

ビキタスアプリケーションの開発者に対して負担が大きく

これらのフレームワークを用いることにより，情報リ
ソースをエージェントに結び付けることが可能である．し

c 2015 Information Processing Society of Japan


なることが問題としてあげられる．
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ジェント開発者が情報リソースに関する開発知識，そして
エージェントプラットフォームに関する知識の両方を持ち，
その開発作業を行わなければならないという問題がある．
次に，(2) ラッパーアプローチにおける情報リソースの
エージェント化では，1 つのアプリケーションでエージェ
ント化された情報リソースを他のエージェントプラット
フォームのアプリケーションから再利用することが困難で
あるという問題がある．

3. 提案方式
本章では，上記の問題点を解決するためにリソースコネ
クタ方式を提案する．

3.1 リソースコネクタ方式の提案

図 2 情報リソースエージェントの構造

Fig. 2 Structure of information resource agent.

提案方式では，今までエージェント内部に組み込まれて
いたリソースアクセス機能と情報リソースを論理機能と
分離する．このとき，リソースアクセス機能および情報リ
ソースを内部に持つエージェントを情報リソースエージェ

と呼ぶ．
提案方式は，2.4 節で示した 2 つの問題点を解決する枠

ントと呼ぶ．情報リソースエージェントはエージェントプ

組みを提供する．まず，問題点 (1) に対しては，論理エー

ラットフォームの外部に存在するが，論理エージェントか

ジェントと情報リソースエージェントを分離したことによ

ら見るとエージェントプラットフォーム内の論理エージェ

り，それぞれの機能を分担して独立に開発することが可能

ントと見なすことができる．つまり，情報リソースエー

な枠組みを提供する．問題点 (2) に対しては，エージェント

ジェントは論理エージェントとして同一のエージェント

通信仕様を書き換え可能にすることによって，異なるエー

ネットワーク内に存在するように振る舞う．

ジェントアプリケーションの論理エージェントから情報リ

図 2 に情報リソースエージェントの構造を示す．情報

ソースを利用可能な枠組みを提供する．さらに，プラット

リソースエージェントは，リソースコネクタエージェント

フォーム通信機能を書き換え可能にすることにより，異な

と情報リソースとして実装される．リソースコネクタエー

るエージェントプラットフォームのエージェントから情報

ジェントは，プラットフォーム通信機能と情報リソース制

リソースを利用することが可能な枠組みを提供する．

御機能，そしてリソースコネクタ機能という 3 つの機能と，
エージェント通信仕様と情報リソース仕様という 2 つの仕
様から構成され，情報リソースのエージェント化を行うた
めの機構として動作する．

3.2 エージェント通信仕様と情報リソース仕様
まず，エージェント通信仕様は，プラットフォーム通信
機能のために用意された他のエージェントプラットフォー

エージェントプラットフォームと情報リソースエージェ

ムと通信するための記述である．エージェント通信仕様に

ントの通信は，接続するエージェントプラットフォーム

は，他のエージェントプラットフォームに接続する際の設

で定義された ACL に基づくメッセージ通信によって実現

定が記述されており，これに基づいてリソースコネクタ

する．また，この通信を実現する機能部分であるプラット

エージェントが論理エージェントとメッセージ通信を行う．

フォーム通信機能は，プラグインプログラムとして実装さ

次に，情報リソース仕様は，情報リソースの入出力定義

れている．これにより，1 度接続するエージェントプラッ

とロケーションの記述である．入出力定義は，リソースコ

トフォームに対するプラットフォーム通信機能を開発す

ネクタエージェントが制御する情報リソース機能を表す入

れば，エージェント通信仕様の変更のみで自動的に複数の

力元と出力先の詳細の記述である．ロケーションは，入出

エージェントプラットフォームへ切り替えることが可能な

力デバイスの設置場所，プログラムがインストールされて

設計となっている．さらに，情報リソースにアクセスする

いるコンピュータの IP アドレスやデータの URI の記述で

機能部分である情報リソース制御機能もプラグインプログ

ある．

ラムとして実装されており，情報リソース仕様に基づいて
容易に変更が可能な設計となっている．

これらの仕様は，情報リソースエージェント開発者に
よって記述され，論理エージェント開発者が情報リソース

本論文では，論理エージェント群を開発する者を論理

エージェントの機能とロケーションを知るために利用さ

エージェント開発者と呼ぶ．また，リソースコネクタエー

れる．また，情報リソースエージェントが自身の機能とロ

ジェントを開発する者を情報リソースエージェント開発者

ケーションを論理エージェントに提供するために利用さ
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れる．

3.3 プラットフォーム通信機能と情報リソース制御機能
まず，プラットフォーム通信機能は，リソースコネクタ
エージェントがエージェントプラットフォームと独立し
て動作するためのプログラムであり，ACL に基づくメッ
セージの解析や構成を行い，エージェントプラットフォー
ムと通信するための機能を持つ．この機能は，情報リソー
スエージェント開発者により開発される．
次に，情報リソース制御機能は，情報リソース仕様に
従って情報リソースを制御するためのプログラムである．
具体的には，入力デバイスを利用した認識処理や，出力デ

図 3 リソースコネクタプラットフォーム

Fig. 3 Resource connector platform.

バイスの制御，またアプリケーションの制御やデータの取
得などの処理を実現するプログラムのことである．この機

リソースを起動・制御する．また，リソースコネクタエー

能は，情報リソースエージェント開発者により開発される．

ジェントは，エージェント通信仕様の記述に基づいて，指
定されたエージェントプラットフォームで動作するエー

3.4 リソースコネクタ機能

ジェントのように振る舞うことができる．そのため，論理

リソースコネクタ機能は，2 つの機能と 2 つの仕様を必

エージェント開発者は，そのエージェントプラットフォー

要に応じて読み込み，それによって生じる処理をとりまと

ム上の通信プロトコルに従って，マルチエージェントシス

める中核的な役割を果たすプログラムである．このため，

テムを構築することができる．

リソースコネクタ機能は，情報リソースからの入力によっ
て起こる処理と論理エージェントからのメッセージ受信に
よって起こる処理の 2 つの流れを制御する．

4. リソースコネクタプラットフォームの開発
本論文では，提案方式に基づいたリソースコネクタプ

情報リソースからの入力が生じた場合，まず，情報リ

ラットフォーム rConnector を開発した．また，rConnector

ソース制御機能が動作する．そのとき，リソースコネクタ

を用いて情報リソースをエージェント化するリソースコ

機能は，情報リソース制御機能から情報を受け取り，情報

ネクタエージェントを rConnector エージェントと呼ぶ．

リソース仕様を読み込む．そして，情報リソース仕様に基

rConnector を用いて情報リソースをエージェント化する

づき，メッセージ通信を行う対象の論理エージェントを

のは情報リソースエージェント開発者である．

決定する．その後，エージェント通信仕様を読み込み，プ

rConnector エージェントの構成要素は，PlatformPro-

ラットフォーム通信機能に情報を渡す．最終的に，プラッ

ﬁle，AgentListener，AgentPacket，ResourceAgentProﬁle，

トフォーム通信機能は，渡された情報に基づきエージェン

ResourcePlugin，EventConnector の 6 つである．これらと

トプラットフォームに対してメッセージ通信を行う．

図 3 で示した提案方式の構成要素との対応を表 1 に示す．

一方，論理エージェントからのメッセージ受信が起こっ

AgentListener と AgentPacket，および EventConnector は

た場合，まず，プラットフォーム通信機能が動作する．そ

rConnector によって提供される機能である．

のとき，リソースコネクタ機能は，エージェント通信仕様

( 1 ) PlatformProﬁle

を読み込み，プラットフォーム通信機能から情報を受け取

接続するエージェントプラットフォームの情報を記述

る．そして，情報リソース仕様を読み込み，それに基づき，

した設定ファイルである．XML 形式により定義され，

制御を行う対象の情報リソースを決定する．その後，情報

CoterieConﬁg というエージェントプラットフォームに

リソース制御機能に情報を渡す．最終的に，情報リソース

おける対象ネットワークの設定や IP アドレスの設定，

制御機能が渡された情報に基づき，情報リソースの制御を

ポート番号の設定などが記述されている．図 5 に記述

行う．

構造，図 6 に記述例を示す．この設定ファイルは，対
象とするエージェントプラットフォームが OMAS であ

3.5 リソースコネクタプラットフォーム

り，エージェントは UDP のプロトコルを利用し，ポー

図 3 に示す，3 つの機能と 2 つの仕様から構成される

ト 50,000 番で通信するエージェントの記述例を表して

エージェントプログラムを読み込んで動作させるツールを

いる．PlatformProﬁle は情報リソースエージェント開発

リソースコネクタプラットフォームという．図 4 に示すよ

者が記述するが，論理エージェント開発者が情報リソー

うに，プラットフォームにより読み込まれ動作を開始した

ス利用の際に記述を変更することもできる．

エージェントは，情報リソース仕様の記述に基づいて情報
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提案方式と rConnector の対応関係

Table 1 Correspondence relation between proposed method
and rConnector.

図 5 PlatformProfile の記述構造

Fig. 5 Structural description of the PlatformProfile.

図 7

ResourceAgentProfile の記述構造

Fig. 7 Structural description of the ResourceAgentProfile.

得したパケットは AgentPacket に送られる．

( 3 ) AgentPacket
AgentListener から受け取ったエージェントメッセー
ジを構成するパケットをパースし，プログラム内で利用
しやすい形に加工する機能を持つプラグインプログラム
である．また，ACL のメッセージを構築し，検証する機
能を持つ．

( 4 ) ResourceAgentProﬁle
情報リソースを定義するために，rConnector エージェ
ントの情報としてエージェント名などの情報やデータの
入出力の定義情報を扱う設定ファイルである．XML 形
式により定義され，入出力を行う情報リソースが機能ご
図 6 PlatformProfile の記述例

Fig. 6 Description example of the PlatformProfile.

とに記述されており，論理エージェントが機械的に処理
可能な形式で記述されている．
図 7 に記述構造を，図 8 にマイクロフォンをエージェ

ジェントプラットフォームに対応することが可能とな

ント化した際の記述例を示す．この記述例においてエー

る．具体的には，PlatformProﬁle の Name タグの値に対

ジェントは，マイクロフォンからの入力を受け付け，音

応するプラットフォーム通信機能のプラグインプログラ

声認識機能を用いて，論理エージェントに対してテキス

ムである AgentListener および AgentPacket が読み込ま

ト形式で認識結果を送る．ResourceAgentProﬁle は情報

れることで，対応可能な設計となっている．

リソースエージェント開発者が記述し，論理エージェン

( 2 ) AgentListener
PlatformProﬁle に記述されているエージェントの設定

ト開発者が利用の際にこれを閲覧する．

( 5 ) ResourcePlugin

情報に基づき，対象となるエージェントプラットフォー

ResourcePlugin は，情報リソースにアクセスするため

ムのネットワークに対して接続を行うプラグインプロ

のプラグインプログラムである．ResourcePlugin は，情

グラムである．AgentListener は，対象ネットワークの

報リソースに関する様々な認識処理やデバイス制御処理

エージェントプラットフォーム上に流れるメッセージを

を行うために，シグナルデータと記号データの相互変換

構成するパケットを取得し，送信することができる．取

処理を行う．また，本機能は情報リソースエージェント
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表 2

rConnector エージェントの実現例

Table 2 Example of implemented rConnector agents.

ある rConnector およびその上で動作する rConnector エー
ジェントについては Microsoft Visual C#を用いて実装を
行った．これらの rConnector エージェント群は，表 2 に
示す 4 つの rConnector エージェントであり，OMAS 上で
動作する論理エージェントと通信できるように実装した．
実装を行った 4 つの rConnector エージェントは，それ
ぞれ情報リソースの典型例をエージェント化したものであ
る．まず，Voice Input エージェントは，ユビキタスデバ
イス（入力装置）の例としてマイクロフォンをエージェン
ト化したものである．次に，TTS エージェントはユビキタ
スデバイス（出力装置）の例としてスピーカをエージェン
ト化したものである．そして，Web Access エージェント
は，デジタルリソース（データ）の例として，Web 情報を
エージェント化したものである．最後に，iTunes エージェ
ントは，デジタルリソース（プログラム）の例として，ア
図 8

プリケーションプログラムである iTunes をエージェント
ResourceAgentProfile の記述例

Fig. 8 Description example of the ResourceAgentProfile.

化したものである．
まず，マイクロフォンをエージェント化した Voice Input
エージェントは，マイクロフォンからの音声信号を入力と

開発者が開発を行う．

( 6 ) EventConnector

して受け取り，音声認識機能により認識結果をテキスト
に変換し，その情報を ACL のメッセージとして論理エー

EventConnector は，3.4 節に示した処理の 2 つの流

ジェントに送る動作を行う．音声認識機能は，Windows

れを制御するために，rConnector 内の各機能を連携さ

Speech Recognition を用いて実装した．次に，スピーカを

せ動作を行う．具体的には，まず，PlatformProﬁle と

エージェント化した TTS エージェントは，論理エージェ

ResourceAgentProﬁle のシリアライズおよびデシリアラ

ントからの発話テキストを含む ACL のメッセージを受け

イズをすることにより，プロファイルの読み書きを行

取り，そのテキストを音声発話機能により音声信号に変

う．そして，その内容に基づき，AgentListener と Agent-

換し，スピーカから出力する動作を行う．音声発話機能

Packet，および ResourcePlugin をプラグインプログラ

は，Microsoft Speech Platform を用いて実装した．そし

ムとして読み込み，それらを連携させることにより，2

て，Web 情報をエージェント化した Web Access エージェ

つの流れを制御する．このとき，複数のエージェントか

ントは，論理エージェントから HTTP に基づくリクエスト

らのメッセージを同時に処理する必要があるため，内部

を含む ACL のメッセージを受け取り，そのリクエストに

の各機能はマルチスレッドで動作する．

5. rConnector エージェントの評価実験
rConnector による様々な情報リソースのエージェント
化の実装例と評価実験について以下に示す．

基づき Web 情報取得機能を用いて HTTP サーバにアクセ
スし，その結果を ACL のメッセージに変換して論理エー
ジェントに送る動作を行う．Web 情報取得機能は，．Net

Framework 上のモジュールを利用して実装した．最後に，
アプリケーションプログラムである iTunes をエージェン
ト化した iTunes エージェントは，論理エージェントから

5.1 実装したエージェント群
本論文で提案したリソースコネクタプラットフォームで
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リケーションプログラムである iTunes を音楽管理機能に

SOCIAL-CONNECTOR エージェントに正しく送る

より制御（音楽の再生・停止・頭出し・曲名取得など）する

ことができるか．

動作を行い，結果情報を ACL のメッセージに変換して論
理エージェントに送る動作を行う．音楽管理機能は COM
（Component Object Model）を利用して実装した．
各エージェントは図 3 に基づいて実装されている．こ
こで Voice Input エージェントを例としてエージェント通
信仕様，情報リソース仕様，プラットフォーム通信機能，

4.

iTunes エ ー ジ ェ ン ト は ，MUSIC-MANAGEMENT
エージェントからのプログラム制御要求を正しく
受け取ることができるか．また，プログラム制御結果
を取得し，MUSIC-MANAGEMENT エージェントに
正しく送ることができるか．
図 9 に 4 つの検証項目に基づく各エージェントの動作結

情報リソース制御機能の具体的な実装方法について記述す

果を表す OMAS のメッセージダイアグラムを示す．メッ

る．まず，エージェント通信仕様は XML 形式のファイル

セージダイアグラムとは，エージェントのメッセージ通信

であり，図 6 に示した内容で記述されている．次に，情報

を時系列で表示するためのデバッグ用ツールである．メッ

リソース仕様はエージェント通信仕様と同様に XML 形式

セージダイアグラムの上端には，OMAS 上で動作するエー

のファイルであり，図 8 で示した内容で記述されている．

ジェントの名前が表示されている．また，メッセージダイ

そして，プラットフォーム通信機能は，ダイナミックリン

アグラム内の横に伸びる矢印はメッセージ送信を表し，そ

クライブラリの形式で提供されるプラグインプログラムと

の色の違いはメッセージの種類を表している．論理エー

して実装されており，エージェント通信仕様に基づいて呼

ジェント群として囲まれている領域に存在するエージェ

び出される．最後に，情報リソース制御機能は，プラット

ントは論理エージェントを表している．また，rConnector

フォーム通信機能と同様にダイナミックリンクライブラリ

エージェント群として囲まれている領域に存在するエー

の形式で提供されるプラグインプログラムとして実装され

ジェントは rConnector エージェントを表している．

ており，情報リソース仕様に基づいて呼び出される．

図 9 を見ると，実装した 4 つの rConnector エージェン
トが，OMAS のメッセージダイアグラム上で 3 つの論理

5.2 評価実験および実験結果

エージェントと同様に表示されており，OMAS 上のエー

本章では，3 つの評価実験を行った．5.2.1 項では，rCon-

ジェントと見なされていることが分かる．また，メッセー

nector エージェントの動作確認実験を行った．5.2.2 項と

ジダイアグラム内の横に伸びる矢印により，rConnector

5.2.3 項では，リソースコネクタ方式の有効性を評価するた

エージェントと論理エージェントが OMAS に基づくメッ

めに，それに基づくリソースコネクタプラットフォームで

セージ通信を行っていることが分かる．そして，4 つの検

ある rConnector の評価実験を行った．

証項目に対する実際の動作（音声認識，音声発話，Web 情

5.2.1 rConnector エージェントの動作確認実験

報取得，プログラム制御）についても正しく行われること

rConnector により 5.1 節で実装を行った rConnector エー

を確認した．

ジェントの動作確認を行った．具体的には，図 2 で提案し

さらに，動作確認実験中にハードウェアの停止などで情

た方式に対応して，OMAS 上の論理エージェントが rCon-

報リソースが異常終了した場合や，OMAS 上の論理エー

nector エージェントを OMAS エージェントと見なし，相

ジェントが異常終了した場合も，rConnector は動作し続け

互にメッセージ通信が行えるかを検証した．検証のため

ることを確認した．

に，Voice Input エージェントおよび TTS エージェント

このことより，提案方式に基づく rConnector は，入力

と通信を行う論理エージェントとして TA エージェント，

装置・出力装置・データ・プログラムといった多様な情報

Web Access エージェントと通信を行う論理エージェントと

リソースのエージェント化が可能であり，適切に動作する

して SOCIAL-CONNECTOR エージェント，iTunes エー

ことが分かった．

ジェントと通信を行う論理エージェントとして MUSIC-

5.2.2 独立に開発した論理エージェントと rConnector

MANAGEMENT エージェントをそれぞれ OMAS 上に実
装した．検証項目は以下の 4 点である．

1.

2.
3.

エージェントの接続実験
論理エージェント開発者と情報リソースエージェント開

Voice Input エージェントは，マイクロフォンからの

発者がそれぞれ独立に開発したプログラムを，提案方式

音声認識結果を TA エージェントに正しく送ることが

に基づいて接続し，ユビキタスアプリケーションが開発

できるか．

できるか実験を行った．開発を行ったユビキタスアプリ

TTS エージェントは，TA エージェントからの発話テ

ケーションは音声対話アプリケーションである．まず，論

キストを正しく受け取ることができるか．

理エージェント開発者が開発を行ったプログラムは，サッ

Web Access エージェントは，SOCIAL-CONNECTOR

カーの領域についてテキストベースで日本語対話を行う

エージェントからの URL 情報を受け取ることができ

ことができる対話制御プログラムである．このプログラム

るか．また，URL 情報に基づき，Web 情報を取得し，

は OMAS の論理エージェントを用いて開発された．一方，
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信する．論理エージェント開発者は，上記 3 点の情報によ
り rConnector エージェントを利用し，音声認識を行った
結果を受け取ることが可能な論理エージェントを開発する
ことができる．
情報リソースエージェント開発者は，ResourceAgent-

Proﬁle を作成する際に 1〜3 の情報を用いたが，これ以外
の論理エージェントに関する知識を持たないという条件で
実験を行った．
また，論理エージェント開発者は，1〜3 の情報をテキス
トベースの入力エージェントとテキスト表示エージェント
図 9

OMAS のメッセージダイアグラム

の名称を変更する際に用いたが，これ以外の音声認識・音

Fig. 9 Message diagrams of OMAS.

声発話プログラムに関する知識を持たないという条件で実
験を行った．

情報リソースエージェント開発者が開発を行ったプログラ

結果として，情報リソースエージェント開発者が開発し

ムは，rConnector 上で実装された Voice Input エージェン

た Voice Input エージェントと TTS エージェントを論理

トと TTS エージェントである．したがって，Voice Input

エージェント開発者が開発した対話制御プログラムに接続

エージェントと TTS エージェントは OMAS の論理エー

することができ，テキストベースの日本語対話プログラム

ジェントから利用される前提で開発を行った．

を音声認識と音声発話に対応させることができた．

お互いの開発プログラムを接続するために，共有するこ

このことから，ユビキタスアプリケーションを作るう

とが必要な情報は ACL の構成に必要な情報であり，本実

えで，論理エージェント開発者の負担が軽減されたこと

験では以下の 3 点の情報である．

は明らかである．また，情報リソースエージェント開発

1.

コンテンツのデータ形式

者は，rConnector を用いたことで 1〜3 の情報のみで論理

2.

エージェント名

エージェントに接続可能な情報リソースエージェントを

3.

アクション名

作成することができた．したがって，エージェントプラッ

コンテンツとは実際に情報リソースエージェントと論
理エージェント間でやりとりされる情報のことであり，
そのデータ形式は，コンテンツを記述する形式のことで

トフォームの知識を理解する必要がなく，情報リソースを
エージェント化する際の負担が軽減できたといえる．
すなわち，論理エージェント開発者と情報リソースエー

ある．エージェント名は，論理エージェント名，または，

ジェント開発者双方の負担が軽減でき，ラッパーアプロー

rConnector エージェント名のことであり，実際に ACL に

チにおける問題点 (1) を解決できたといえる．

基づくメッセージの送受信を行うエージェントの名前であ

5.2.3 異なるエージェントプラットフォームにおける情

る．アクション名は，ACL に基づくメッセージの送受信に
おいて呼び出されるエージェントの機能名のことである．

報リソース再利用実験

OMAS の論理エージェントを接続対象として rConnec-

これら 3 つの情報は，図 8 に示した ResourceAgentProﬁle

tor で実装した Voice Input エージェントと TTS エージェ

に記述される．コンテンツのデータ形式は，Source また

ントを別のエージェントプラットフォームである JADE の

は Destination タグ内の ContentType タグに対応し，エー

論理エージェントから再利用可能であるか実験を行った．

ジェント名は，Source または Destination タグ内の Name

具体的には，Voice Input エージェントと TTS エージェン

タグに対応する．また，アクション名は，Source または

トが持つ情報リソース制御機能を，JADE に対応したもの

Destination タグ内の Action タグに対応する．

に作り替えることなく，JADE の論理エージェントがそれ

音声認識の場合を例にとり，これらの 3 つの情報に従っ

ぞれの機能を利用できるか検証した．

て ACL に基づくメッセージが構成される流れを説明す

再利用するために行った手順は，まず，JADE の論理エー

る．まず，ユーザがマイクロフォンに向かって発話を行っ

ジェントと rConnector エージェントとの通信を可能とする

た際に，音声認識機能が音声認識結果を生成する．次に，

ために，JADE に対応する AgentListener と AgentPacket

rConnector エージェントが，ResourceAgentProﬁle の Des-

を実装した．次に，実装した AgentListener と AgentPacket

tination タグの情報に基づき，音声認識結果を送信する対

を呼び出すために PlatformProﬁle の記述を修正した．最

象のエージェント名とアクション名およびデータ形式を取

後に，Voice Input エージェントおよび TTS エージェント

得する．最後に，rConnector エージェントは，データ形式

と通信を行う JADE の論理エージェントを実装し，互いに

に従って音声認識結果をコンテンツとした ACL に基づく

正しく通信が行えるように ResourceAgentProﬁle の記述を

メッセージを構成し，論理エージェントにメッセージを送

修正した．
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上記の手順に基づく変更を行った Voice Input エージェ

ンの開発方式の 1 つであるラッパーアプローチの問題点

ントと TTS エージェントが JADE 上の論理エージェント

を解決するために，情報リソースをエージェント化するリ

と通信可能であるか実際に動作させ確認した．その結果，

ソースコネクタ方式を提案した．また，提案方式に基づく

エージェントメッセージのログ記録により，正しく通信お

エージェントプラットフォームである rConnector を開発

よび連携が可能なことが分かった．
このことから，情報リソース制御機能については，Voice

し，入出力デバイス・プログラム・データに対応する 4 つ
の rConnector エージェントを実装した．

Input エージェントおよび TTS エージェントで利用してい

実験の結果，rConnector は多様な情報リソースをエー

る ResourcePlugin を変更することなく，ResourceAgent-

ジェント化できることを示した．また，独立して開発した

Proﬁle の記述の修正のみで情報リソースを再利用すること

論理機能と情報リソースを接続して，ユビキタスアプリ

ができたといえる．これは，ResourcePlugin がダイナミッ

ケーションの開発ができ，開発者の負担軽減ができること

クリンクライブラリの形式で提供されるプラグインプログ

を示した．さらに，異なるエージェントプラットフォーム

ラムであるため可能となった．

の論理エージェントが，rConnector でエージェント化した

一方，プラットフォーム通信機能については，JADE の論

同じ情報リソースを利用可能であることを示した．このこ

理エージェントとの通信を実現するために AgentListener

とは，rConnector が論理機能を中心とするエージェントア

および AgentPacket を実装したが，これらのプログラムは，

プリケーションをユビキタス型へと容易に拡張可能である

ダイナミックリンクライブラリの形式で提供されるプラグ

ことを示している．

インプログラムであるため，1 度作成すれば PlatformProﬁle

また，本提案方式においては，プラグインプログラムで

の記述の修正のみで利用が可能となり，再利用性が高いと

あるリソース制御機能とプラットフォーム通信機能を 1 度

いえる．

作成すれば，新しいアプリケーションを作るたびに特定の

従来までに用いられているラッパーアプローチでは，異

エージェントプラットフォームのパケットに対応したプロ

なるプラットフォームに対応させるためにはリソースア

グラムを作り直す必要がなく，どちらかを入れ替えること

クセス機能部分をすべてコーディングし直す必要があり，

で，他のエージェントプラットフォームや他のリソースに

多大な知識とコストを必要としていた．それに対して，本

対応できる．このことから 1 度作成したプラグインプロ

実験では，情報リソース制御機能に対応する C#プログラ

グラムを利用できるため，再利用性が非常に高いと考えら

ムは変更することなく，異なるプラットフォームである

れる．

JADE に対応することができた．

今後，rConnector は多くのエージェントプラットフォー

今回は OMAS と JADE で動作確認を行ったが，rCon-

ムに対応可能であることから，Web サイトを作成し多くの

nector はその他のエージェントプラットフォームに対し

ユーザに利用してもらう環境を提供していきたいと考えて

ても情報リソースを再利用可能な枠組みを提供している

いる．

と考えられる．その他のエージェントプラットフォームと

謝辞 OMAS プラットフォームをご提供いただいたコ

しては，たとえば FIPA-OS [21] や SAGE [22]，Zeus [23]，

ンピエーニュ工科大学の Jean-Paul A. Barthès 教授に，感

Bee-gent [24]，KODAMA [25], [26] が存在する．これらの

謝の意を表する．

エージェントプラットフォームは，RMI や IIOP，HTTP
を使用しており，通信プロトコルとして TCP や UDP を用
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