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適応型通信サービスにおけるコンテクスト 把握機構 CHANSE
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ユーザにとって利便性の高いマルチメディア通信サービスを提供するために，ネットワーク上の複
数の情報源を介してユーザを取り巻く状況（コンテクスト ）を把握しアプリケーションに提供するこ
とのできる，コンテクスト把握機構 CHANSE を提案する．CHANSE を仲介役として，アプリケー
ションからユーザの状況を検出するセンサデバイスなどの情報源を分離することにより，情報源の共
有化を実現する．これにより複数のアプリケーションに対する多種多様な情報源の可用性や，状況に
応じた情報源の選択が可能となる．本稿では，CHANSE の基本概念を示し，提案方式の検証として
無線タグ，GPS，スケジュール管理ツールの 3 種類の情報源を用いて実装した位置情報提供システム
について述べ，評価・考察する．

Context Handling Architecture for Adaptive Networking
Service Environment
Tetsuya Nakamura,† Masato Matsuo† and Tomoko Itao†
This paper describes context handling architecture CHANSE for seamlessly accessing context information, that is, a user’s enviroment or particular situation, from various information
sources via networks, and a way of providing that information to the applications. CHANSE
can flexibly assign information sources to the applications while hiding the details of the monitoring devices. So it makes it possible to design various context aware applications easily.
In this paper, we describe a concept of CHANSE and an implementation and evaluation of
a location providing system based on CHANSE, which we have collaborated with some location providing sources such as the RFT (Radio Frequency Tag) system, GPS, and a schedule
management group-ware.

サービスをユーザにとってより利便性の高いものにす

1. ま え が き

ることが可能になる1)∼6) ．

i-mode の普及をはじめとして，将来のネットワー

しかし 現状のコンテクストアウェアサービ スにお

クは，携帯端末や各種センサデバイス，情報家電，自

いては，対象とするコンテクストが限定されており，

動車など ，ありとあらゆるデバ イスや装置がネット

サービスをユーザにとってより便利にするために有効

ワークにつながり，多種多様な情報が行き来する “ユ

なコンテクストに関する情報が存在していても，それ

ニヴァーサルネットワーク”（ Universal Network ）へ

が活用されないままユーザはサービスを享受している．

と発展していくであろう．ユニヴァーサルネットワー

また情報を取得する情報源はサービスに特化したもの

クでは，昨今のウェアラブルデバイスに代表される各

であり，情報源が故障するとサービスが提供不可能に

種モーバイルデバイスや分散処理の技術革新により，

なる．

ユーザを取り巻く状況（コンテクスト ）に適応した数

このような問題に対し，ネットワーク自身がコンテ

多くのマルチメディア通信サービス（以降，コンテク

クストに関する様々な情報を取得し 管理することで，

ストアウェアサービス）が実現可能となる．ここで “コ

ユーザ自身がコンテクストを意識しなくとも，ユーザ

ンテクスト ”（ context ）とは，ユーザの位置や興味，

の状況により適したサービスをネットワークの側から

ユーザ履歴，周囲のリソースの可用性，リソースの負

提供することが可能となる7) ．また故障などによる情

荷状況などを指し ，これらの情報を利用することで，

報源の変化や，ユーザの動的な状況変化にも対応でき
るようになる．そこで，上記のようなコンテクストア
ウェアサービスを容易に実現するための，コンテクス
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vironment ）
を提案する．
これによって将来，ネットワークに接続された複数
のセンサなどのあらゆる情報源を結合し，ネットワー
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ン（サービスを実装するソフトウェアを，アプリケー
ションと呼ぶ）がコンテクストを把握するための情報
源を直接制御していることに原因がある．
しかし本来，コンテクストに関する情報を活用しよ

クの中でそれらの情報を取捨選択しながらサービスに

うとする際に取得できる情報は状況に応じて変化した

活用することで，ユーザはどこにいてもどんな状況で

り，他の情報で代替できたりするケースも十分ありう

も，その場そのときに最も利便性の高いサービスを享

る．たとえば，“位置” というコンテクストに対し，ガ
イドサービスのようにユーザがバッチを持っていれば，

受できるようになる．
本稿では，現状のコンテクストアウェアサービスの

そこから “部屋” を特定したり，GPS（ Global Posi-

問題点に対するシステムの要求条件を明確にし，課題

tioning System ）を使えれば “緯度経度” を取得する

を解決するコンテクスト把握方式とそのアーキテク

など ，状況に応じた情報の取得方法の選択が重要とな

チャCHANSE の基本概念について述べる．そして，

る．また，あるサービスで利用している情報源をまっ

提案アルゴ リズムの検証として実装したプロトタイプ

たく異なる別のサービスと共有することにより，1 つ

とその評価・考察について述べる．

2. 背

の情報源からのデータを活用した複数種類のサービス
を享受することが可能になる．

景

したがって，より柔軟に情報源を活用し，容易にコ

2.1 コンテクスト アウェアサービス

ンテクストアウェアサービスを実現するためには，以

コンテクストアウェアサービスについて，展示会な

下の要求条件が課せられる．

6)

どにおけるガイド サービス C-MAP を例にとって具

要求条件（ 1 ） 1 つのコンテクストに対し，代替可能

体的に説明する．これは，ユーザの位置に応じたサー

なコンテクストに関する情報，またその情報源を

ビスを提供するものである．各ユーザは赤外線センサ

複数用意しておく．そしてアプリケーションや状

用のバッチと情報閲覧用の端末を携帯する．ユーザが

況に応じて情報の取得方法を組み合わせる（問題

ある絵画の前まで行くと，その絵画に関する解説が携

．
点（ 1 ）に対応）

帯端末に流れる．また別の絵が見たいと携帯端末に要

要求条件（ 2 ） アプリケーションに対し，汎用的なコ

求すると，ユーザの現在地からその絵のある場所まで

ンテクストに関する情報の参照・利用手段を規定

の道順を携帯端末に表示してくれる．

することで，情報の取得方法をアプリケーション

2.2 要求条件および解決すべき課題
コンテクストに関する情報を収集，活用するための
機構（ コンテクストハンド リング 機構 ）に関する研
究1)∼6)は，現状では上述したガイド サービスをはじめ
として，限定された場所，限定されたコンテクストに
関する情報のみを対象としていることから，次の問題

から隠蔽する（ 問題点（ 2 ）に対応）
．

3. 関 連 研 究
Context Toolkit Project 2)∼4)は，C-MAP に似た
システムであり，赤外線センサによるユーザの位置に
応じ たコンテクストアウェアサービ スの容易な実現

点がある．

を目指している．しかしこの提案機構は，アプリケー

問題点（ 1 ） 状況に応じた柔軟な対応ができない．た

ション開発者の視点からの利便性を追求したものであ

とえば，ユーザが身につけるバッジや，センサな

り，赤外線センサなどの情報源の故障時の対応（要求

どの情報源が故障すると，サービス提供が不可能

条件（ 1 ））や，情報源提供者に対する利便性（機構へ

になる．

の登録の容易性，相互運用性など（ 要求条件（ 2 ）））

問題点（ 2 ） あるサービスにおいて参照されるコンテ

については考慮されていない．本稿における提案機構

クストに関する情報は，その機構固有の方式で取

CHANSE は，アプリケーション開発者，情報源提供

得，蓄積されるので，その情報を用いた新たなア

者の双方の利便性を満たすことを目標とする．具体的

プリケーションの開発が困難である．たとえば上

には，Context Toolkit Poroject や C-MAP において

記のガイド サービスにおけるコンテクスト把握機

はサポートされていない，情報源の故障時の対応，す

構を，他の同種のガイド サービスへ流用すること

なわち状況に応じた情報源の切替え機能を実現する．

は困難である．

PARCTAB 5)はハンデ ィタイプの携帯端末により，

これらは，コンテクストに関する情報の取得方法や

ユーザの利用シーンの変化に応じた動作を，音声と画

活用方法が静的に一意に決まっていて，アプリケーショ

像により実現している．利用されているコンテクスト
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は位置に関するものであり，赤外線による通信である
ため利用環境は主として室内に限定されており，要求
条件（ 1 ）を満たしていない．CHANSE においては，
様々な利用シーンを想定し，室内から屋外へのユーザ
の移動に対しても，情報源の切替えによる継続的なコ
ンテクストに関する情報の提供を目指している．
9)
DLP（ DoCoMo Location Platform ）
は，位置に

関して各種の測位方式に依存しない位置情報の提供に
ついての統一的なインタフェース，および位置情報流通
のための統一的なプラットフォームの構築を目指してい
るという点において，本稿で提案する CHANSE と類

Fig. 1

図 1 CHANSE の概念図
Conceptual model of CHANSE.

似の機構であるといえる．具体的には PHS（ Personal

Handyphone System ）
，PDC（ Personal Digital Cellular ）
，W-CDMA（ Wideband Code Division Multiple Access ）など 複数の通信方式や，セル ID 方式，

4. CHANSE の概要
4.1 目

的

GPS 方式，基地局による三角測量方式など，複数の測
位方式を統一的に扱うための共通インタフェースを規

ロジックとコンテクストに関する情報の取得方式を完

（
，2 ）に対し，アプリケーション
前述の要求条件（ 1 ）

定している．しかし DLP が規定しているインタフェー

全に分離し，それぞれの多対多の対応関係の中で，動

スは，あくまで “位置” に関するもののみである．そ

的に適切な組合せを決定することで，コンテクストア

れに対し CHANSE においては，位置だけでなく多種

ウェアサービスの実現をサポートするコンテクスト把

多様なコンテクストに関する情報を扱おうとしてい

握機構 CHANSE を提案する．CHANSE は，ネット

るところに違いがある．CHANSE では 5.4.1 項にお

ワークに接続された複数のセンサなどのあらゆる情報

いて詳細に説明するように，たとえば，住所は電話番

源を結合し，ネットワークの中でそれらの情報を取捨

号もしくは緯度経度から変換できるといった，情報源

選択しながらサービスに活用することを目的とする．

から取得した情報からアプリケーションレベルへの情

4.2 基 本 概 念

報変換ルールを外部から規定できるようにし，かつ電

コンテクストを表す情報を次の 2 つに分類する．

話帳や地図データベースなどの実際の情報変換データ

context information（ CI ）

ベースを CHANSE の外部モジュールとすることで，

アプリケーションが解釈や変換する必要なく利用

位置以外の多種多様なコンテクストの取扱いを実現し

できる意味的な情報

ている．それゆえ DLP の特徴である位置登録・参照・
通知・変換などの共通的な位置利用サービスを提供す
る DLP サーバも，CHANSE で規定された API を実
装することにより，位置情報変換データベースとして

CHANSE で利用することが可能になる．
位置情報以外のものでは，たとえば情報家電として

context data（ CD ）
センサデバイスなどによる物理データや，データ
ベース参照により得られたデータなど ，情報源か
ら取得できる生データ
図 1 に，CI と CD による CHANSE の概念図を示
す．アプ リケーションから，必要となる CI を生成す

商品化されている電気ポット 10)は，その水位の変化

るための CD の取得手段や変換・解釈（ CD から CI へ

をネットワークを通して遠隔に知らせることで，たと

の変換）を分離し，要求される CI を生成するために

えば老人の 1 人暮らしの様子を監視するものとして，

必要な情報源を複数種類用意するとともに，ある CD

事業化されている．このポットの水位の変化は，ユー

に対して複数の解釈・変換方法を用意することで異な

ザのコンテクストを表す重要なパラメータであり，本

る種類の CI を生成する手段を提供する．これにより，

稿においても情報源の 1 つとして実機の利用を考えて
いる．ただし，このサービスにおいても，ポットが何

( 1 ) たとえある情報源から CD が取得できなくて
も，他の情報源から別の CD を取得することで，ア

らかの原因でデータを送信できなかった場合，老人の

プ リケーションが必要とする CI に変換し提供する

様子を知らせるというサービスの提供は不可能になる

ことが可能となり，情報源の切替えによる継続的な

（ 要求条件（ 1 ）を満たさない）
．

CI の提供を可能にする（ 要求条件（ 1 ））
．
( 2 ) アプリケーション開発者は，ネットワーク内部
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表 1 CDT の属性と属性値例
Table 1 Example of CDT.

の構造や，情報源からのデータ取得手段やその種類，
データの変換方法などを意識せず，CHANSE が規
定している CI を要求するための API を呼び出すだ
けで，所望の情報を利用することが可能になる（要
．
求条件（ 2 ））

( 3 ) さらに，情報源提供者は情報源の提供する CD
がアプリケーションでどのように利用されるかを気

属性
カテゴ リ
CD 表記
CD 精度
リアルタイム性
プロパティ

にすることなく，単に CHANSE に対して情報源が

属性値例
位置，生体情報，· · ·
緯度経度，電話番号，· · ·
room，floor，<10 m，· · ·
realtime，non-realtime
料金 =
サンプリング間隔 =
・
・
・

提供するデータの属性（ CDT（ 4.2.2 項参照））を

CHANSE に登録するだけで，複数のアプリケーショ

供者は，CDT を用いて自身が提供するデータに関す

ンから利用可能となる．

る属性値を CHANSE に登録する．

4.2.1 CI 構 造

カテゴリ

CI の属性を以下に示す．汎用化を考慮しながら，ア
プ リケーションが必要とする CI の情報特性を属性と
して抽出した．
カテゴリ

CD ソースが 提供する CD が ，ど の CI

のカテゴ リに属するかを明示する．これにより

CHANSE は，CDT 探索範囲を絞ることができる．
CD 表記 CD のデータ表現形式を “CD 表記” と呼

一般的にコンテクストを表す情報は多種多

ぶ．たとえば CI 表記 “住所” を算出できる CD

様であるため，その概念体系はコンテクストの種

の表記としては，“電話番号” や “緯度経度” があ

類ごとに規定することが好ましい．その各々を CI

る．CI への変換手順は CD 表記ごとに異なる．

の “カテゴ リ” と呼ぶ．たとえば “位置” や “生体

CD 精度 データの精度が，要求されている CI を生
成しうるかど うか判断できる必要がある．たとえ

情報” はカテゴ リを表すカテゴ リ名である．

CI 表記 CI のカテゴ リの概念体系の中で定義される
情報の表現方法．同じ “位置” でも，“緯度経度”，
“住所”，“建物名” で表す場合があり，どの表記を
必要とするかは，アプ リケーションに依存する．
CI 精度 CI 表記に対する情報の精度を表す．CI 表
記として “住所” を指定しても，“都市” の精度か

ば CI 精度 “座席位置” の要求に対し，“建物” の
精度までしか表現できない CD は使えない．
リアルタイム性 CI のリアルタイム性の属性に対し，

CD がその条件を満たしているかど うかの判定を
するために必要である．
プロパティ 使用料金をはじめとした CD ソースに付

ら “番地” の精度の要求まで様々であり，必要と

随する情報である．他に，CD ソースがデータを

する精度はアプリケーションに依存する．

更新する頻度を表すサンプリング間隔などがある．

リアルタイム性 アプリケーションに提供する CI の

表 1 に CDT の属性と属性値例を示す．CHANSE

実時間性である．提供する CI が，実測の情報なの

は CD ソースを CDT ごとに認識することになる．た

かど うかでその性質は変わってくる．たとえば位

とえば PHS の位置認識システムと GPS の位置認識

置に関する CI の場合，センサデバイスによる実

システムは，リアルタイム性については同じ属性値を

測のデータの信頼性は，スケジュールデータベー

持つが，CD 表記，CD 精度については異なる属性値

スから抽出したデータに比べ高くなる．

を持つ CDT として表される．

と呼ぶ．アプ リケーションが CHANSE に CI を要求

4.2.3 CD → CI 変換
CHANSE は CD から CI への変換メカニズムを複
数保持することで，多種多様な CI 要求と，情報源か

以上あげた 4 つの属性は，CI の特徴を表す型であり，
この属性の組を “CIT”（ context information type ）
する際の API は（以下，CI 要求）
，この CIT を条件と

ら取得する CD をマッピングしている．たとえば GPS

して，CHANSE が規定した “CQL”（ context query

から得られた緯度経度の型で示される CD をランド

language（
）5.1.1 項参照）を用いて記述する．
4.2.2 CD 構 造
CI 要求に対し ，CHANSE が CD を提供する情報

マークの表記に変換するように，CD から CI の変換と
は，情報の型の変換である．したがってこの変換処理

源（以下，CD ソース）を探索・特定できるよう，CIT

項で述べる）
．ただし，変換のためのルールと，変換

を “CIT–CDT マッピング処理” と呼ぶ（詳細は 5.4.1

に対応した情報構造を CD が持つ必要がある．それ

する際に参照するデータベース（先の例では地図デー

ゆえ CD を以下の属性で抽象化した．この属性の組を

タベース）は，CHANSE の外部から与えられ，マッ

“CDT（ context data type ）” と呼ぶ．CD ソース提

ピング対象となる CIT，CDT を指定することでこれ
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5.2 Target Agent（ TA ）manager
TA manager は，Target Agent（ TA ）を管理する
主体である．TA とは，ターゲットユーザ（コンテク
ストを把握する対象）を一意に識別するための情報を
保持する，いわばユーザのネットワーク中における代
理人である．

TA manager には以下の 2 種類のタスクがある．

図 2 CHANSE プロトタイプシステムの概観
Fig. 2 Overview of CHANSE prototype system.

らを特定する．これにより，位置以外の様々なコンテ
クストを扱うことができるようになる．

• ユーザ所有のデバイス（ PHS，GPS，タグなど ）
の識別情報を TA に登録し保管する．
• アプリケーションのユーザ名による要求に応じて，
TA を返す．
CHANSE では，アプ リケーションからの CI 要求
に対して，そのターゲットユーザを識別する情報が
あって初めて，CD ソースの特定，CD の取得が可能

5. CHANSE の設計

になる．たとえばターゲットユーザの位置情報をアプ

図 2 に CHANSE を利用したプロトタイプシステ

る PHS の番号を TA から取得できれば，CHANSE は

ムの全体モデルを示す．
（ 1 ）アプ リケーション，
（ 2）

利用可能 CD ソースとして PHS を選択可能となる．

target agent（ TA ）manager，
（ 3 ）CD ソースプロバ
イダ，
（ 4 ）CHANSE の 4 つのサブシステムからなる．

ムとして扱うことにより，ユーザの識別情報を納めた

個々のサブシステムについて述べる．

様々な顧客情報データベースを利用できるようになる．

5.1 アプリケーション

リケーションが要求する際，当該ユーザが保持してい

TA manager を CHANSE とは独立したサブシステ

5.3 CD ソースプロバイダ

状況に応じたサービ スを提供するために，CHANSE

CD ソースプロバイダは，提供しようとする CD ソー
スを CHANSE に登録する．この際，4.2.2 項で規定
した CDT に，CD ソースから得られる CD に応じた

に対して，当該ユーザの CI 要求を CQL により実行

属性値をセットし，CD ソースのリファレンスととも

する．この際，ユーザの名前を元に TA manager か

に登録する．

ユーザが自身の提供するサービスを要求すると，アプ
リケーションは当該ユーザのコンテクストを把握して，

ら取得したユーザを識別する情報を，CQL と同時に

CHANSE から CD 要求を受けると，ターゲットユー

CHANSE に渡す．TA manager については 5.3 節で

ザの識別情報を元に，CD ソースのリファレンスを介

述べる．

して CD を CD ソースから取得し，CHANSE に対し

CI 要求に対し CHANSE から CI が戻ってくると，
その情報を元に，ユーザに対してサービスを提供する．

て提供する．

5.1.1 CQL – Context Query Language
CHANSE が規定する CI 要求のための API を記述

5.4 CHANSE
CHANSE の役割は，アプリケーションと CD ソー
スの仲介である．機能は以下の 4 つに分けられる．

CHANSE に対して CI 要求をする．CQL の最も単純

• CQL で記述された CI 要求を受け付け，また提供
する機能
• CD ソースプロバイダに対して，CDT の登録を

な形式は
select <category>

受付ける機能
• アプリケーションからの CI 要求に対し，変換ルー

する言語が CQL である．アプ リケーションは CQL
を用いて，4.2.1 項で述べた CIT に属性値をセットし，

where CInotation = <CInotation>
CIprecision = <CIprecision>
で表される．ここで，‘<’ ‘>’ の中に代入される文字列
や変数が，CIT における属性値であり，CInotation
は CI 表記，CIprecision は CI 精度を，各々表す．

CQL による CI 要求により，2.2 節であげた要求条件
（ 2 ）を実現する．

ルに従い，その CIT に変換可能な CDT を選択・特
定し，対応する CD ソースを決定する CIT–CDT
マッピング処理機能

• CD ソースから CD を取得する機能
• 取得した CD を変換ルールに従い，対応する変換
データベースを利用して CI を生成する CI 生成
処理機能
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Table 2
C
D
T

CD

Fig. 3

表 2 GPS の CDT と CD の例
Examples of CDT and CD on GPS.

カテゴ リ
CD 表記
CD 精度
リアルタイム性
プロパティ

位置
緯度経度
10-50 m
realtime
料金 = 3 円/hour
サンプリング間隔 = 5 sec.

E.135,48’1”, N.35,45’29”

図 3 位置の表記と精度
CI notation and precision of location.

ここでは CHANSE のコアエンジンともいえる CIT–

CDT マッピング処理および CI 生成処理について解
説する．
5.4.1 CIT–CDT マッピング
CI のカテゴ リとして，“位置”，“生体情報” の 2 つ
を例にとり，CIT–CDT マッピング処理を説明する．
「位置」
位置の表記方法は大きく “緯度経度”，“住所”，“ラ
ンド マーク” の 3 つに分類でき，これらを各々CI 表記
とした．CI 精度については，たとえば “ランドマーク”

Fig. 4

図 4 位置の CIT–CDT マッピング例
CIT–CDT mapping example on location.

の場合，敷地名を表す “サイト名” の精度から，“部屋
番号”，“座席番号” までの精度が考えられる．CI 表

情報のような，いくつかの CD を組み合わせて判定す

記と CI 精度の関係を図 3 で示す．これらはあくまで

る CI も存在する．

一例であり，他の表記・精度についても，マッピング

生体情報における CI の精度は，“体温” など数値で

処理が可能なものから順次追加していくことで拡張で

表現される場合は，CD ソースの数値の許容誤差とし

きる．

て表すことにする．

位置を検出するにあたっては次のような CD ソース
が考えられる．

一方，生体情報のカテゴ リに属する CD ソースとし
て，以下の例があげられる．

超音波センサ位置，赤外線ビーコン位置，GPS に

体温，血圧，心電図，· · ·（以上，ウェアラブルデ

よる緯度経度，PHS によるアンテナ位置，スケ

，姿勢，歩行圧力，呼気音，
バイス（ W.D. ）より）

ジュールデータベースからのスケジュール情報

· · ·（ 以上，室内センサ）
，履歴（ カルテ）

これらの各々に，対応する CDT を規定した．CDT

表 3 に，CDT の一例としてウェアラブルな体温計

の例として，GPS に対応する CDT と，CD の具体例

による CDT と CD を示す．また，図 5 に CI 表記ご

を表 2 に示す．また CI 表記・精度と CD 表記のマッピ

との CIT と CDT のマッピング例を示す．CHANSE

ング例を図 4 に示す．CD 表記から CI 表記の各精度

では，この対応関係を変換ルールとして記述する．も

に伸びている矢印は，その CDT がどの精度で各 CIT

し変換時にデータベースが必要であればそれへの参照

を生成できるかを表している．CHANSE では，この

も記録する．

対応関係を変換ルールとして記述し，あわせて変換時

「 CDL — Context Definition Language」

に必要となる電話帳や地図データベースへの参照を記

このように CHANSE は ，必要とされ る CIT と

「生体情報」

CDT の対応関係と，変換の際に必要となるデータベー
スなどの情報を変換ルールとして保持する．この変換

生体情報の場合，その情報の種類は，位置と違い多

ルールを，位置や生体情報といったコンテクストのカテ

録する．

数存在する．例としては，“体温”，“呼気音”，“血圧”

ゴリ非依存に実装するため，変換ルール記述言語 CDL

などがあげられる．また “体温”，“心電図”，“加速度”

（ Context Definition Language ）を規定している．必

の 3 種類の CD から判定する “心筋梗塞の前駆現象”

要な変換ルールを CDL により記述して CHANSE に

Vol. 43

No. 2

表3
Table 3

ウェアラブル体温計の CDT と CD の例
Examples of CDT and CD on wearable
thermometer.

カテゴ リ
CD 表記
精度
リアルタイム性
プロパティ

C
D
T

CD

適応型通信サービ スにおけるコンテクスト把握機構 CHANSE

生体情報
体温
1.00 × 10−2 ℃
realtime
サンプリング間隔 = 30 min.

36.84 ℃

Table 4
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表 4 CI 要求の例
Example of CI request.

カテゴ リ

位置

CI 表記
CI 精度

ランド マーク
サイト

表5

CI 表記=“ランド マーク”，CI 精度=“サイト ” の CDT 条
件テーブル
Table 5 Sample CDT condition corresponding to Table
4.
CDT
条件 No.
1
2
3
4
5

条件
CD 表記
無線タグ
緯度経度
ランド マーク
住所
***

CD 精度
<3 m
10-50 m
サイト
番地
<50 m

記と精度，変換データのリストもしくは変換デー
図 5 生体情報の CIT–CDT マッピング例
CIT–CDT mapping example on biosignal.

タベースへのポインタである．

登録することにより，様々なコンテクストを扱うこと

5.4.2 マッピング処理手順
表 4 で表した CI 要求を例に，CHANSE の CIT–
CDT マッピング処理を示し，CI がアプリケーション

ができるようになる．

に提供されるまでの手順を明らかにする．ここで CI

Fig. 5

CDL の文法の一例を示す．変換ルールは，ある CIT
に対して，それを生成しうる CDT の条件を示す “CDT

精度の “サイト ” は，たとえば “NTT R&D センタ”
のような敷地名を表す精度として定義する．

条件テーブル ” と，特定の CD から CI を生成する際

CDT 条件テーブルは図 4，5 で示すように CI 表記

に使用されるデータもしくはデータベースの参照を保

と CI 精度の組合せごとに用意する．CI 表記=“ラン

持する “CD 変換テーブル ” から構成される．それぞ

ド マーク”，CI 精度=“サイト ” に対応する CDT 条件

れの記述例を以下に示す．なお詳細は次節で述べる．

テーブルを表 5 に示す．ここで表中の CDT 条件 No.

• CDT 条件テーブル：condition は，CDT 条件
．
である（ 表 5 ）

は，条件が複数ある場合の識別番号である．また “***”

(DefineConditionTable

は任意の値を許容することを示す（ワイルド カード ）
．
また CDT 条件テーブルごとに，各条件の関係を示

(Category <category>)(Notation <notation>)

すロジックを保持する．これを “CDT 条件ロジック”

(Precision <precision>)

と呼ぶ．CDT 条件ロジックは，各条件の関係（ AND

(Condition <condition>..)

条件，OR 条件）を規定する．AND 条件は，前述し
た “心筋梗塞の前駆現象” のように，複数の CD を組

)

• CD 変換テーブル

み合わせて 1 つの CI を生成する場合に使用する．一

(DefineTranslationTable

方，OR 条件は，CD ソースの故障などの原因により

(Category <category>)

CD が取得できない場合にも，状況に応じて適切な代

(BeforeNotation <before-notation>)

替 CD ソースを選択する場合に使用する．表 5 の場

(BeforePrecision <before-precision>)

合，4 つの条件はそのうちのいずれかを満たす CDT

(AfterNotation <after-notation>)

を探索すること（ OR 条件）により，要求される CI の

(AfterPrecision <after-precision>)

生成が可能となる．

(ValueList <value-list>..)
)

CI 要求受付けから CI 提供までの処理を図 6 に示す．
(1)

アプ リケーションから CI 要求を受けると求め

ここで before-notation, before-precision,

る CI の型である CIT から，対応する CDT 条

after-notation, after-precision, valuelist は各々，変換前の表記と精度，変換後の表

件テーブルを参照する．

(2)

CQL で指定された条件に基づき，CDT 条件
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図 6 マッピング処理手順
Fig. 6 Mapping flow.
図 7 CHANSE による位置情報提供システム
Fig. 7 CHANSE-based location service.

テーブル中の CDT 条件ロジックを選択する．

(3)

CDT 条件ロジックで指定された CDT 条件に

本プロトタイプは，ユーザの様々な状況に対応できる

マッチする CDT（ CD ソース）を選択し，CD

位置情報提供システムであり，まったく異なる 3 種類の

を取得する．

位置検出システム，無線タグ（ Radio Frequency Tag

• 条件にマッチする複数の CDT が候補とし
て挙がると，その中から適当な CDT を選択

ル管理ツールを用いた．これにより，GPS で検出不可

する選択処理が行われる．その際の選択基

能な室内においても，無線タグによる位置検出が可能

準としては現時点では “精度”，“コスト ”，

になる．また実機の故障などにより実測が不可能な場

“リアルタイム性” などを用意しており，ア
プ リケーションの CI 要求時に CQL のオ
プションとして指定できる．何も指定しな

合は，スケジュール管理ツールから取得することがで
きる．このように CD ソースの切替えを CHANSE が

い時は，デフォルトとして “精度” により

ンからその煩わしさを隠蔽することができる．

CDT を順位づけする．

適切なタイミングで行うことにより，アプリケーショ
なお，本プロトタイプの開発環境としては，3 種類

• 選択した CDT からの CD 取得が故障など
の原因により不可能の場合は，上記で順位
づけされた次の CDT 候補から CD 取得を

で実現した．Java（ JDK1.3.0-02 ）により実装してい

試みる．以下これを繰り返す．これは CD

る．またスケジュール管理ツールとして，Cybozu 11)

を継続的に取得している場合においても適

を用いた．図 7 に，本プロトタイプのアーキテクチャ

用でき，状況によりそれまで CD を提供し

モデルを示す．

の情報源とアプリケーションは Windows2000 上で動
作させ，CHANSE 本体，TA manger は Solaris 7 上

ていた CDT が使用不可になった場合に，

6.2 情報源（ CD ソース）プロバイダ

あらかじめセットされている次の CDT 候

6.2.1 無線タグ（ Radio Frequency Tag
（ RFT ））システム
図 8 は，無線タグシステムの全体図を示している．

補からの CD 取得を試みるよう，アプ リ
ケーションに対する CI 継続提供を終了す

(4)

（ RFT ））システム，GPS，そして市販のスケジュー

るまで，CDT 条件にマッチする順位づけ

本システムは，NTT 未来ねっと研究所において開発

された CDT 候補のリストを CHANSE は

された．

保持する．
CD 変換テーブルに基づき，取得した CD を必
要に応じて変換データベースを用いて CI に変

換し，アプ リケーションに提供する．
CIT–CDT マッピングにより，2.2 節であげた要求
条件（ 1 ）を実現する．

6. 実装と評価
6.1 概
観
本章では，CHANSE の検証のために実装したプロ
トタイプシステムとその評価について述べ，今後の課
題などについて考察する．

本システムは，複数の基地局と，データを集計する
ためのサーバ 1 台，そして，タグから構成される．タ
グは，30 mm×60 mm×5 mm と，携帯することが十
分可能な大きさである．タグは 303.8 MHz の周波数
で，7 秒ごとに自身の ID（ 7 文字のアルファベット ）
を発信しており，各基地局がタグの振幅を受信する．
各基地局は，タグから発信された信号を受信すると，
その振幅と ID をサーバに転送する．サーバは，すべ
ての基地局から転送されたデータを集計して，各基地
局との相対位置を計算し ，1〜3 m の精度で位置を特
定できる．
図 9 に，具体的な位置検出メカニズムを示す．計算
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Fig. 8

適応型通信サービ スにおけるコンテクスト把握機構 CHANSE

図 8 無線タグシステム
Overview of RFT system.

図 10
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アプリケーションユーザインタフェース
Fig. 10 GUI snapshot.

性値は，5.4.1 項であげた表 2 がそれにあたる．

6.2.3 スケジュール管理ツール
スケジュール管理ツールによるユーザ位置情報の取
得は，ユーザ自身が事前にスケジュール情報や居場所
に関する情報を正確に登録する必要があるという意味
で無線タグや GPS に比べその精度や信頼性は落ちる
が，少なくともデバイスによる実測が不可能な場合に
おいては，推測する手がかりにはなるはずである．

CHANSE に対しては，スケジュール管理ツールが
インストールされているサーバを 1 つの CD ソース
として CDT 登録を行う．登録する CDT の属性値は
図9
Fig. 9

無線タグシステムにおけるタグの位置検出メカニズム
Pinpointing mechanism used by RFT provider.

（ CDnotation:CDprecision ）=（ランド マーク：サイ
ト ）である．

6.3 アプリケーション
方法は基地局による三角測量方式による．すなわち，

本プロトタイプでは CHANSE の機能確認のため，

タグの発信に対する各基地局の振幅強度により，各々

CHANSE に対してユーザの位置情報を要求する部分

の基地局からある一定半径の円上にタグが存在するこ

と，要求に対する結果として CHANSE から戻ってく

とが計算できる．それゆえ，最低 3 つの基地局があれ

る位置情報を，適切な地図上にプロットするという，

ば，3 つの円の交点は一意に 1 点に決まり，その交点

．
簡単なアプ リケーションのみを実装した（ 図 10 ）

がタグの位置と判定できる．当然基地局の数が多いほ

アプリケーションはユーザ名を指定し TA manager

ど ，位置検出の誤差は小さくなる．

から当該ユーザの TA を取得すると，5.1.1 項で規定

CHANSE に対しては，図 8 の楕円部分全体を 1
つの CD ソースとして CDT 登録を行う．登録する

した CQL を用いて CInotation，CIprecision を指定
し ，CHANSE に対して TA と CQL をセットにして

CDT の属性値は（ CDnotation:CDprecision ）=（無

CI 要求する．そして結果として CHANSE から提供

線タグ :<3 m ）である．

される位置情報を，あらかじめ用意している地図上に

6.2.2 GPS
本プロトタイプで用いた GPS 受信器は，1 秒ごと
に緯度経度を発信し，その精度は約 30 m である．大

プロットすることが可能となる．

きさは 76 mm×48 mm×30 mm であり，RS232C によ

グ，GPS 受信器の各 ID，そしてスケジュール管理ツー

6.4 TA manager
本プロトタイプでは，情報源として使用した無線タ

りノート PC に接続して実験した．

ルのユーザ名を，ターゲットユーザごとに事前に登録

CHANSE に対しては，GPS のシステム全体を CD
ソースとして CDT 登録を行う．登録する CDT の属

した．データ形式は以下のとおりである．
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USER1.RFT-ID=...
USER1.GPS-ID=...
USER1.Cyboze.UserID=...
USER1.Cybozu.Password=...
USER1.Cybozu.Server=...
USER2. ...

表 6 ソースコード ステップ数
Table 6 Number of source code step.
モジュール
（ イ）CI 要求部
（ロ）CD 変換部
（ハ）CD 要求部
（ニ）CHANSE 全体

ソースコード ステップ数

385 step
3891 step
350 step
7155 step

6.5 CHANSE
本プロトタイプにおいて，CHANSE は，アプリケー
ションからの位置情報の要求に対して，3 種類の情報

システムを開発することを前提としてアプリケーショ
ンを実装する際の比較である．

源から適切なものを選択し，得られた CD を必要に応

アプ リケーションロジック部分と，情報源のシス

じて変換することにより，アプリケーションが指定し

テムロジックによるデ ータ（ CD ）取得方式部分は，

た形式（ CIT ）で CI を提供する．具体的には，

CHANSE を使用してもしなくてもいずれにせよ実装

• 6.2 節で述べた 3 種類の CD ソースの CDT を
登録し ておき，CI 要求の CIT に応じ て CDT
条件テーブルを選択する．要求可能な CIT は，
（ CInotation:CIprecision ）=（ランド マーク：サ
（
， 無線タグ：<3 m ）
イト ）
（
， 緯度経度：10-50 m ）
の 3 種類であり，各々に CDT 条件テーブルを設
（ ランド マー
けた．5.4.2 項で例をあげた表 5 は，

する部分であるので，比較対象からは除外する．する
と，比較の対象となるモジュールは，
（ イ） CI 要求部 — CHANSE に対して CI 要求を出
す機能
（ロ） CD 変換部 — CD → CI への変換データベース
へのアクセス機能
（ ハ） CD 要求部 — 情報源（システム）へのデータ

ク：サイト ）
（ 表 4 ）に対応するテーブルであり，

要求機能（情報源の種類ごとにプロトコルが異

CDT 条件 No. の 1.，2.，3. が各々，無線タグ，
GPS，スケジュール管理ツールの CDT に合致し

なるため，情報源ごとにばらつきがある）

ている．

（
，ハ）その他のモ
（ニ） CHANSE 全体 — 上記（ロ）
ジュールがすべて含まれている

• 3 種類の CD ソースが提供する CD は異なる形
式（ CDT ）で表されるので，各々に対応した変換

である．上記（ イ）〜（ニ）のソースコード ステップ

テーブルを用意し，要求された CI に変換した．

したがって，CHANSE を用いた場合と用いなかっ

CDT 選択処理は “精度” を基準に順位づけを行い，
無線タグ > GPS > スケジュール管理ツール
の優先順位で CD 取得を試みた．また CI 継続提供時

数を表 6 に示す．
た場合で，以下のようにステップ数が計算できる．

• CHANSE を用いた場合
（ロ）
（ ハ）に関しては，アプリケーションの
，

に，利用している情報源が使用不可になったというこ

数が増加しても共有できるため

とを，あるサンプリング間隔経過しても CD が取得で

システム総ステップ数 =（ニ）+（ イ）×（アプ

きないタイムアウトの検出により判断し，次の候補に

リケーション数）

切り替えて CD 取得を試みる機能を実装した．

6.6 評

価

CHANSE の目的は，CQL によるコンテクストア

• アプ リケーションが直接情報源を制御した場合
CHANSE を用いないことから（ イ）は不要に
なるが，
（ ロ）
（
， ハ）をアプリケーションごとに実

ウェアアプリケーション実装の容易性と，CDT による

装する必要があるため

情報源の共有化であり，そのためにアプリケーション

システム総ステップ数 =（（ロ）+（ハ））×（ア

と情報源を分離し，多対多の対応関係において，動的に

プ リケーション数）

適切な組合せを選択可能にしている．そこで CHANSE

図 11 に，上記の計算の結果を示す．図を見ても分

を評価するため，複数のアプリケーションが本プロト

かるように，アプリケーション数が 1 つのみだと，シ

タイプで用いた 3 種類の情報源を各々個別に直接制

ステム全体の規模は直接アプリケーションが情報源を

御しデータを取得・変換した場合と，ソースコード ス

制御した方が小さくて済むが，アプリケーション数が

テップ数で比較することにより，アプリケーション開

2 つ以上になると，CHANSE を用いた方が規模を抑
えることが可能になる．

発から情報源の制御に至るまでのシステム全体の規模
を比較した．なお本評価は，プロトタイプで用いた 3
種類の位置測定情報源を用いたロケーションアウェア

ま た アプ リ ケ ーション 開 発 の 観 点か ら 見て も ，

CHANSE を用いる場合に必要となる処理は（ イ）の
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や CDT の精度などの差異がある．それゆえ，CI
要求により適した CDT を選択するための方式を
明確にする必要がある．たとえばアプリケーショ
ンが CI の精度を重視するのか，コストを重視す
るかで，CDT の選択ロジックは変わってくる．

• CD から CI への変換ステップが 1 段階しかなく，
情報源から取得した CD の多重変換による CI 生
成メカニズムがない．
これらについては，今後の検討課題とする．

7. む す び
本稿では，コンテクストアウェアアプリケーションの
図 11 CHANSE の評価
Fig. 11 Evaluation of CHANSE.

構築をサポートするコンテクスト把握機構 CHANSE
において，アプリケーションが必要とするユーザのコ
ンテクスト情報に対しその情報源を分離し，対応関係

部分だけで済み，容易なサービスの実現が可能となる．

6.7 考

察

を動的に決定することで，情報源の切替えにより継続
的にコンテクストを把握するコンテクスト情報把握・

本実装においては，以下のことが検証できた．

提供方式について提案した．また提案アルゴ リズムの

• 複数の情報源を用意し，故障時に他の情報源へ切
り替える機能の実現による，アプリケーションへ

ジュール管理ツール ）を用いた位置情報提供システム

の CI 継続提供

検証として，3 種類の情報源（無線タグ，GPS，スケ
を実装，評価することで，CHANSE の有効性を示し

• 上記の場合において，異種情報源からの CD 取得

た．今後は，位置以外のコンテクストを扱ったアプリ

においても，CQL で記述されたアプ リケーショ

ケーション，情報源を実装し，そのフィージビリティ

ンからの CI 要求に見合った CD 変換を行うマッ

の検証を行う．

ピング機能の実現による，アプリケーション開発
者に対する利便性の向上
本プロトタイプの実装では，コンテクストの種類と
して位置のみを扱った．しかし 5.4.1 項で述べたよう
に，CHANSE においては位置以外のコンテクストも，
位置と同様に扱うことが可能であり，共通の情報構造
（ ロ）
（
， ハ）
で CIT，CDT 定義を追加することにより，
のモジュールの追加分についても，独立して開発する
のに比べて追加分の開発コード の規模を抑えることが
可能であると考えられる．現在，ひとり暮らしの老人
などの生存確認に用いられている情報家電ポットのエ
ミュレータを，CD ソースとして本プロトタイプに追
加実装しているところである．この際，CHANSE フ
レームワークを改造することなく，外部から CDT を
規定・登録し ，ポットに関する CDT 条件テーブル，

CD から CI への変換データベースを CHANSE から
参照できるように CDL を用いて API を実装するこ
とのみの追加で利用可能となる．
本プロトタイプでは，以下が課題として残っている．

• 代替可能な複数の CDT 条件を OR 条件として保
持している場合，すべてが同じ品質の CI を生成
できるとは限らない．すなわち，リアルタイム性
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