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ユビキタスデバイスのクエリを用いた集合的管理手法
赤 星 祐 平†

豊††

木 俵

田 中 克 己†

ユビキタスコンピューティング環境では，多種多様なデバイス（ユビキタスデバイス）が至る所に
存在し，それらが相互に接続されていることで，複数のデバイス間で機能を共有し利用するような新
しい使い方も可能になる．しかし，このような環境では，デバイスが多数存在するため，既存の手法
では，デバイスを把握したり，デバイスを管理・操作するという点において不都合な点が多く存在す
ると考えられる．そのため，大量のデバイスの管理や操作に対応可能な新しい手法が必要であると考
えられる．
本論文では，ユビキタスコンピューティング環境において遍在する多数のユビキタスデバイスを集
合的に管理利用するための仕組みとして，クエリを用いてユビキタスデバイスを管理する手法を提案
する．デバイスをデータベースのテーブルと見立てることによりデータベースへのクエリ適用でデバ
イスの利用や機能共有などを実現するための，テーブル，タプル，クエリなどとユビキタスデバイス
の関係について言及し，その仕組みについて説明する．

Set-oriented Control of Ubiquitous Devices by Queries
Yuhei AKAHOSHI,† Yutaka KIDAWARA††
and Katsumi Tanaka†
In ubiquitous computing environment, there are many kind of devices (ubiquitous devices)
around the world. These devices are connected each other through network, which enables us
to use them ﬂexibly
such as sharing functions on the respective devices one another.
In this situation, because of the large number of devices, there is much diﬃculty in managing and operating those ubiquitous devices. Therefore, it is required to develop a new
management method that can be applied for huge number of devices.
In this paper, we propose a device management method that can be applied for ubiquitous
computing environment using queries. By considering a device as a table in a database, we
can use devices and share functions on devices by applying queries to the respective tables.
We clarify the relationship among tables, tuples, queries and ubiquitous devices and explain
our mechanism.

のよいスピーカーを一時的に利用するといった利用形

1. は じ め に

態が想定される．

ユビキタスコンピューティング環境においては，PC

しかし，ユビキタス環境では，非常に多くのデバイ

や PDA，携帯電話といったデバイスのみならず，デ

スが複数の機能を共有可能な状態で提供できるように

ジタルカメラやデジタル音楽プレイヤーなど，多種多

なると考えられ，これまでのデバイスの操作や管理の

様なデバイスがネットワークを介して接続し，相互に

手法では問題点が出てくると考えられる．数百のデバ

利用できるような状況が実現される．さらに，個々の

イスが利用可能な場合，それぞれのデバイスの状態を

デバイスが持つ機能を広く公開し，デバイス間で共有

調べ，その状態に応じてデバイスを操作する場合に，

できるようになるものと考えられる．例えば，とある

個々のデバイスごとにチェックをして操作をするよう

音楽プレイヤーに保存した音楽を，そのプレイヤー内

な仕組みであると，非常にコストが高くなる．さらに，

蔵のスピーカーで聞くのではなく，近くで使える音質

もっと大量のデバイスを利用対象とする場合，そのコ
ストはさらに膨大となる．そのため，大量なデバイス
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に対応できるような仕組みが必要になると考えられる．
そこで本論文では，ユビキタスコンピューティング
環境において遍在する多数のユビキタスデバイスを集
合的に管理利用するための仕組みとして，クエリを用
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いてユビキタスデバイスを管理する手法を提案する．

の特徴としては次のような点がある．

デバイスをデータベースのテーブルと見立てることで

• ユーザに対する機能の提供

クエリ適用でデバイスの利用や機能共有などを実現す

• デバイス間での機能共有
• デバイスの遍在性と多数性

るための仕組みについて説明する．

2. 関 連 研 究

ユーザに対する機能の提供とは，デバイスは必ず，ユー

本研究では，複数のデバイスを利用するための仕組

ということである．例えば，カメラは，ユーザがシャッ

みついて述べていくが，その関連研究について述べる．

ターを押すことで写真を撮ることができる．その意味

まず，複数デバイスの機能を発見し共有するための

で，カメラはユーザに写真撮影機能を提供するという

仕組みとしては，uPnP6) や JINI5) に代表されるよ

ことができる．つまり，PC や PDA といった比較的

ザの操作に応じて何らかの結果を提供するものである

3)

といった

汎用なデバイスのみならず，デジタルカメラやデジタ

仕組みがあげられる．これらの研究は，デバイス間の

ルオーディオプレイヤー，さらに種々のセンサー等も

接続や，サービスの発見・共有といった仕組みをミド

ユビキタスデバイスの範疇として含まれるうる．

うなフレームワークや，Task Computing

ルウェアレベルで実現する仕組みと考えることができ

デバイス間での機能共有は，デバイス中にある機能

る．また，分散して存在する Web サービス利用するた

が，そのデバイスからのみならず，そこに接続する別

めの仕組みとして ActiveXML1) のような仕組みも存

個のデバイスからも利用可能ということである．従来

在する．しかし，本研究のターゲットは，ミドルウェ

のデバイスでは，あるデバイスにある機能はそのデバ

アの上位層において，どのようにデバイスを表現した

イス上からしか利用ができないものであった．例えば，

り，機能共有やデバイス管理・操作をするかといった

デジタルカメラで写真を撮る場合には，そのデジタル

点であり，そのための一種のインタフェースを提供す

カメラを操作してシャッターを切る必要があるが，そ

るための仕組みと考えられる．つまり，本研究におい

れがユビキタスデバイスとなる場合には，必ずしもデ

ては，ミドルウェアレベルでのデバイス間接続や，機

ジタルカメラを操作する必要はない．写真撮影の機能

能（サービス）共有などの実現が前提となっている．

が広く公開・共有され，デジタルカメラに接続した任

そのような点で大きな違いがあると考えられる．

意のデバイスからでもデジタルカメラの操作を行い写

また，センサーネットを対象としてデータベース的

真を撮影するようなことが実現される．

に管理するための手法として，TinyDB2)4) があげら

最後に，
「ユビキタス」が示すとおり，ユビキタスデ

れる．この手法では，センサーネット上の各センサを

バイスはあらゆる場所に遍在し，そしてその数量が非

データベースにおける１タプルと見なすことにより，

常に膨大であるという点である．そのため，身近な数

センサーネットからの情報収集やフィルタリングなど

台の PC や PDA といったものだけを対象とするので

を TinySQL と呼ばれるクエリを用いて実現できるよ

はなく，ある建物内に存在するデバイス群，さらには，

うにしている．この手法においては，センサーネット

街中に存在するありとあらゆるデバイスまでも対象と

を対象としていることから，単一種のシンプルなデバ

なりうる．

3.2 ユビキタスデバイスと機能

イスからデータを収集するための仕組みに特化してい
る．しかし，本研究では，センサーといったデバイス

前述の通り，個々のユビキタスデバイスは，機能を

のみならず，PC や PDA といった多種多様なデバイ

持ち，ユーザの操作などによってそれが利用されるが，

スを対象として管理するための仕組みとしていること

ここではその機能についての検討をする．
ユビキタスデバイスのとある機能の利用を考えると

から，TinyDB とは異なっている．

3. ユビキタスデバイス

き，一般に次のような関係が考えられる．

本節では，まず，本研究において対象とするデバイ

ここで，f unction はデバイスで提供する機能，A，B ，

x = f unction(A, B, ....)

ス：ユビキタスデバイスについて，その定義や扱い方

· · · は，機能を利用するために必要な引数，x は機能

について言及する．

利用の結果である．例えば，ビデオレコーダについて

3.1 ユビキタスデバイスの特徴

考えてみると，ビデオレコーダに存在するテレビ録画

まず，ユビキタスデバイスの特徴について説明を

機能の関係を考えると，テレビ録画は，チャンネル，

する．

開始時刻，終了時刻を決めることで動画データが保存

本研究で対象とするデバイス：ユビキタスデバイス

されることから，f unction =「録画機能」，その引数
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として，
「チャンネル」
「開始時刻」
「終了時間」を与え
て，録画機能の結果 x は実際に撮られた動画データと
いうことになる．機能利用の結果は，その機能がいつ

録画機能

実行されたかによって変わってくるため，操作の結果

再生機能

→CH、
開始 ・終了時刻
を指定して 利用

を保存する必要がある場合には，その結果自体も保存
する必要がある．

→動画ソースを
指定して 利用
対応

対応

つまり，デバイスの操作の状態と結果を保持するた

Ch

開始時刻 終了時刻 動画ソース 録画機能 再生機能

3.3 ユビキタスデバイスの扱い

Ch

開始時刻 終了時刻 動画ソース 録画機能 再生機能

4

12:00

14:00

Null

xxx.mov

Null

本節では，ユビキタスデバイスの扱い方について説

Null

Null

Null

xxx.mov

Null

xxx.mov

めには，
「デバイスの機能」「機能利用における引数」
「機能利用の結果」を保持することが必要になる．

明する．

䝗䝋䜮㘋⏤䛴䛥䜇䛴 䝃䝛䝯

前節までで述べてきたとおり，ユビキタスデバイス

図1
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デバイスのテーブル化

はその数の多さや機能利用の柔軟度の高さなどから，
従来のような管理や操作のメカニズムでは管理しきれ

てとある TV 番組を録画する場合には，録画すべき

ないことが考えられる．そのため，本研究では，ユビ

チャンネルや開始時刻，終了時刻を指定する必要があ

キタスデバイスの管理のためにデータベース管理の技

る．これらの情報は，機能利用の引数であり，それぞ

術を応用する．データベース管理技術を応用する理由

れにフィールドを設定する．

は「クエリによる集合的操作」にある．データベース

最後に，時間情報では，機能利用の開始時刻と終了

管理技術は，そもそも大量なデータを管理するために

時刻に関する情報を保持する．これにより，タプルに

設計された仕組みであり，クエリを用いてデータベー

対応する操作がいつ行われたか，履歴の管理が可能に

ス中の要素を集合的に操作・管理することが可能であ

なる．この情報については，一部は機能利用の引数に

る．そのため，この仕組みをユビキタスデバイスに応

含まれうるものである．

用することで，集合的に管理・操作ができると考えら
れる．

これらの情報をテーブルの個々のフィールドに設定
することで，テーブル中の１つのタプルがデバイス

次に，データベース管理技術を応用するに当たって，

上での１回の操作と対応することになる．これは，１

デバイスとデータベースの要素の関係を設定する必要

つのタプルで，機能利用のための引数と機能利用の結

がある．そこで本研究では，
「1 つのデバイスごとに 1

果がわかるためで，このタプルを保存しておくことに

つのテーブル」を設定する．つまり，10 台の PC に

よって，デバイスの操作履歴もテーブルの形で保持す

対して 10 個のテーブルが生成され，それぞれ 1 対 1

ることが可能になる．
例えば，
「チャンネルと開始・終了時刻を指定するこ

で対応する．テーブルのフィールドには以下のような

とで録画をする機能」と「何らかの動画ソースを指定

要素を含む．

• デバイスの機能

することで再生する機能」を持つようなデバイスでは，

• デバイスの機能利用のための引数

テーブル表現は図 1 の通りになる．

• 時間情報

このデバイスを表現するテーブルには，録画機能の

まず，デバイスの機能では，個々のデバイスに存在

引数となる「チャンネル」
「開始時刻」
「終了時刻」お

し，デバイス間で共有可能な機能の情報をそれぞれの

よび再生機能の引数となる「動画ソース」の各フィー

フィールドに保持する．そのフィールドの値を参照す

ルド，および，録画機能の結果と再生機能の結果を保

ることにより，その機能を利用した結果を知ることが

持するための各フィールドが存在する．そして，１つ

可能になる．１つの機能に対して１つのフィールドを

めのタプルでは，
「12 時から 14 時まで 4 チャンネルで

設定する．そのため，PC のように多数の機能を提供

放送された番組を録画し xxx.mov という動画データ

可能なデバイスの場合，機能の数に応じてフィールド

を得る」という操作の結果を表現し，２つめのタプル

数は増える．

では「xxx.mov という動画データを再生する」という

その上で，機能利用のための引数では，実際に機能

操作の結果が表現される．

を利用する際に必要となる引数をそれぞれテーブルの
フィールドに設定をする．例えば，録画機能を利用し

最後に，ユビキタスデバイスとデータベース管理技
術の対応関係をまとめると表 1 の通りになる．
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表1

データベース管理技術と本研究との対応関係

データベース管理技術

ユビキタスデバイス管理（本研究）

(操作開始前)
Ch

テーブル

ユビキタスデバイス

フィールド

機能 or 機能利用のパラメータ

タプル

１回の機能（デバイス）利用

タプルの各フィールドの値

機能利用の結果 or パラメータ値

クエリ

デバイスに対する操作

開始時刻 終了時刻 動画ソース 録画機能 再生機能
INSERT into Recorder (CH,開始時刻, 終了時刻 )
VALUES (“4”,”12:00”,”14:00”)

録画機能の引数値を 含むタプル
4

(操作中)
Ch
4

12:00

14:00

開始時刻 終了時刻 動画ソース 録画機能 再生機能
12:00

14:00

4. クエリによる集合的操作

録画機能を利用し、
結果を記述

前節までで，ユビキタスデバイスをテーブルの形で

(操作終了)

表現する仕組みについて言及した．本節では，そこに

Ch

クエリを適用してユビキタスデバイスを管理するため

4

開始時刻 終了時刻 動画ソース 録画機能 再生機能
12:00

14:00

図2

の仕組みや，クエリの持つ意味について言及する．

null

aa.mpg

null

タプルの挿入

4.1 タプルの挿入
まずは，タプルの挿入について言及する．

ルドの値は指定をしない（空値）．次にそのタプルを

データベースにおいては，INSERT 句を利用する

テーブルへ INSERT 句を用いて挿入する．タプル挿

ことで，たーブルに対してタプルを挿入することがで

入が実行されると，与えられた引数の値を基に録画機

きる．本手法では，各テーブルにおいて１つのタプル

能を利用する．録画機能の利用が終了すると，利用の

は，対応するデバイスでの１回の操作に相当する．そ

結果として得られる動画データ (aa.mpg) の情報を，

のため，タプルを挿入することは，新たにデバイスを

録画機能のフィールドに書き込む．書き込みの終了と

操作することと同義である．

ともに一連の録画機能利用が終了し，その履歴がテー

タプルの挿入においては，
「機能利用の引数」に対し

ブルにタプルの形で保持される．

て適切な値を設定したタプルを挿入する必要がある．

4.2 タプルの検索

これは，機能によっては引数を受け取って機能を利用

データベースにおいては，SELECT 句を使うこと

して，初めて機能利用の結果が決まるものがあるため

でタプルの検索を行うことができる．本手法において，

である．

１つのタプルはデバイスにおける１回の操作（履歴）

このタプル挿入のクエリは，外的要因によって発行

を意味することから，検索のクエリによって，デバイ

されて実行される場合と，自律的に発行される場合が

スの利用状況や利用履歴をチェックすることが可能に

ある．前者の例としては，写真撮影が挙げられる．写

なる．

真はユーザがシャッターを切ることにより写真撮影機
能が駆動する．そのため，写真撮影のためのクエリが

4.3 ビューの利用
テーブル操作の特徴の１つに，ビューの利用がある．

発行されるタイミングは，
「ユーザがシャッターを切る」

ビューを利用することにより，テーブルから一部分を

という外的要因に基づく．後者の例としては，センサ

抽出したり，複数のデーブルから１つの仮想的なテー

による周期的なサンプリングなどが挙げられる．1 時

ブルを生成することが可能である．その仕組みもユビ

間おきに温度センサで温度を検知するような場合，写

キタスデバイスの管理において重要な役目を果たす．

真撮影の場合のようなユーザなどからの外的操作は与

本手法におけるビューには２種類が考えられる．

えられない．このような場合には，デバイス自体に内

１つめは，単一のテーブルから生成するビューであ

蔵するタイマーなどを利用して自律的に駆動し，クエ

る．単一のテーブルからビューを生成する場合には，

リを発行するようにする必要がある．

そのテーブルの一部が切り出されることになる．その

図 2 でタプル挿入の流れについて例を用いて説明
する．

ため，ビューを用いることで，デバイスの持つ機能ご
との状態を表現可能である．

この例では，とある番組を録画するためのタプル挿

２つめは，複数のテーブルから生成するビューであ

入の流れを示している．まず，録画機能を利用するた

る．これは，複数あるテーブルから，適切なフィール

めに，利用のために必要となる引数「チャンネル (CH)

ドを寄せ集めて仮想的なテーブルを生成することに

」
「開始時刻」
「終了時刻」に対応するフィールドに正

なる．ここで，テーブルが１つのデバイスと見なせる

しい値を含むタプルを用意する．その際，他のフィー

ことを考えると，ビューを使って生成される仮想的な
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楽再生機能を同時利用することが可能になる．例えば，

01.jpg という写真を表示しながら aa.mp3 という音楽
「ファイル名=01.jpg，
を BGM で再生するのであれば，
ファイル名

表示

・
・・

・
・

・・

音楽ソース

再生

周波数 ラジオ

音楽ソース=aa.mp3」というタプルを INSERT 句に

VIEW生成
VIEW:slideshow
ファイル名

より slideshow に対して挿入する．挿入後，操作を実

CREATE VIEW slideshow as …

表示

音楽ソース

行し，表示機能と再生機能のフィールドに実行後の結

再生

機能の利用開始

果として 01.jpg と aa.mp3 をそれぞれのフィールド

INSERT into slide show …

ファイル名

表示

01.jpg

音楽ソース

再生

の値として保持することで操作が終了する．操作終了

aa.mp3

後，PC とコンポのそれぞれで操作された情報を対応

機能の利用終了

ファイル名

表示

音楽ソース

再生

01.jpg

01.jpg

aa.mp3

aa.mp3

操作の反映

するテーブルに反映して一貫性を保持するために，そ
れぞれのテーブルにタプルを挿入する．

操作の反映

ファイル名

表示

・
・
・

・
・

01.jpg

01.jpg

null

null null

図3

・
・

音楽ソース

再生

aa.mp3

aa.mp3

4.4 タプルの更新・削除

周波数 ラジオ
null

通常のデータベースにおいては，タプルの更新や削

null

除といったクエリが用いられる．しかし，本研究にお

ビューの利用

いて，個々のタプルは，デバイスの操作の履歴と見る
テーブルは，一種の仮想デバイスと見ることができる．

ことができる．そのため，ユーザの操作によって直接

つまり，デバイス間で機能共有が可能な状況において，

的にタプルの削除や更新を実行する必要性は非常に

適宜必要な機能を寄せ集めて同時利用する時に，その

低い．むしろ，一度テーブルに挿入されたタプルは削

機能の集合を仮想的なデバイスと見ることで，あたか

除せずに保持しておくことで，操作履歴に応じたデバ

も１つのデバイスと同じように操作する場合に，この

イスの管理等に利用できることから，本手法において

ビューを利用することが可能である．

は，タプルの削除を実行することは原則としてない．

複数デバイスから機能共有による仮想的な複合デバ

ただしタプルの更新については，機能を利用するため

イスを構成して利用するためにビューを形成する場合，

に INSERT 句によりタプルを挿入するが，その後に

そのビューに対してタプルを挿入することにより，そ

機能を利用し結果を対応するフィールドに書き込む際

の複合デバイスの操作が可能になる．しかし，複合デ

に実行することになる．

バイスを操作することは，実際には個々のデバイスを

4.5 ト リ ガ

それぞれ動かしていることとも同義であり，デバイス

最後に，トリガについて言及する．

の操作履歴の情報は，個々のデバイスに対応するテー

データベースにおいては，テーブルにトリガを設定

ブルにタプルの形で保持されているため，一貫性を保

することで，クエリの連続発行が可能になる．これを

つために，ビューに対してタプルが挿入された場合に

本研究の仕組みに適用すると，
「デバイスの連続的操

は，その情報を，ビューに含まれるフィールドが本来

作」の実現が可能になる．テーブルにトリガを設定す

含まれるテーブルに反映する必要がある．

ることでクエリが連続的に発行できることから，デバ

図 3 で機能共有におけるビューの利用について説明
をする．

イスの状況に応じてクエリを発行し，他のテーブルに
タプルを挿入することで機能を利用したり，ビューを

この例では，とある PC で写真のスライドショーを
しながら，別のコンポで音楽を BGM として流す場
合を考える．このとき，必要となる機能は，PC にあ
る「表示機能」とコンポにある「音楽再生機能」であ

生成することで機能共有を実現するといったことが可
能になるためである．

5. 考

察

る．そこで，これらに関係するフィールドを寄せ集め

前節までで，ユビキタスデバイスをクエリにより集

たビュー（Slideshow）を CREATE VIEW 句により

合的に扱うための手法について述べてきた．本節では

生成する．つまり，このビューのフィールドは，PC か

それに関する考察を行う．

ら利用する「表示機能」と表示機能利用のための引数

まず，本研究の大きな特徴として，１つのデバイス

としての「ファイル名」，コンポから利用する「再生機

を１つのテーブルとして表現し扱うことを行う．そし

能」と再生機能利用のための引数としての「音楽ソー

て，テーブルのフィールドには，機能や機能利用のた

ス」から構成される．ビューが生成されると，そこにタ

めの引数などの情報を含み，操作履歴はタプルの形で

プルを挿入することで PC での表示機能とコンポの音

テーブルに蓄積されていく．このような仕組みにする
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ことで次のような点が利点としてあげられる．

解決するためのテーブルの用意」の２点が考えられ

• デバイス状態が一覧可能

る．SQL の拡張については，現在 SELECT 句によ

• デバイスの機能とコンテンツ（データ）の同等な

る抽出対象は，テーブルの一部，もしくは，テーブル

操作環境の提供

中のタプルから計算可能な値（平均値，タプルの数な

• 操作履歴によるデバイス利用の実現

ど）を利用したものであり，例えば，特定の値を持つ

まず，デバイスに存在する機能や機能利用のために必

「フィールド名」や「テーブル名」は検索することはで

要な情報（引数），デバイスの利用履歴が１つのテー

きない．そのため，その点を拡張し，タプルの状態な

ブルにまとめて保持されていることになるため，テー

どからフィールド名を検索したり，特定のフィールド

ブルを参照することでデバイスの状態が一覧すること

を含むテーブル名を検索できるようにすることが考え

が可能である．また，クエリによりテーブルにアクセ

られる．この手法の利点として，テーブル名やフィー

スすることにより，かなりの部分のデバイス管理・利

ルド名が検索できるようになることで，クエリの記述

用を表現できると考えられる．

能力が向上し，単純な機能利用以上により高度な機能

そして，デバイスの機能とコンテンツ（データ）を

利用が実現されると考えられる．一方で，
「テーブル名

同等に扱うことが可能なことも特徴と考えられる．こ

とデバイス名を解決するテーブルの用意」という手法

れは，テーブル中にフィールドとして現れる「デバイ

も考えられる．このテーブルにデバイスの名称（ID）

スの機能」とそこで利用するための「コンテンツ（デー

やテーブル名，そこに存在するフィールド名称などま

タ）」がタプルの値として現れ，それらをクエリとい

で保持することにより，デバイス名とテーブル名の関

う同一の手法によって操作できることである．従来の

係の解決は可能である．非常にシンプルな解法ではあ

仕組みでは，デバイスの管理やデバイス上でのコンテ

るが，管理対象のデバイスが膨大になると，デバイス

ンツ利用といった仕組みは別個のものにされることが

名とテーブル名の解決のためのテーブルと個々のデバ

多かった．しかし，本手法では，機能やそこで利用す

イス情報を保持するテーブルを結合して利用するよう

るコンテンツはテーブル上に同等に置かれ，その種類

な場合に，膨大なコストがかかる可能性が考えられる．

に関係なくクエリによってアクセスすることが可能に

また，現在は位置情報についての扱いをまったく行っ

なる．それにより，別個にデバイス管理とコンテンツ

ていない．ユビキタスコンピューティングにおいては，

管理をするために必要になるコストよりも低いコスト

時間情報のみならず位置情報も非常に重要になると考

にて大量のデバイスに対するデバイス管理やコンテン

えられる．時間情報は各テーブルにフィールドの形で

ツ利用制御が可能になると考えられられる．このよう

持たせておくことで操作の開始・終了時刻が保持でき

にデバイスやそこにある機能，その上で利用するコン

るが，位置情報については，操作をしながら移動をす

テンツ（データ）を統一したフレームワークで扱うこ

る場合にその情報をどのように保持するかといった点

とができるという点は，本手法における利点と考える

で，時間情報ほど簡単ではないと考えられ，今後検討

ことができる．

する必要があると考えている．

また，操作履歴がタプルの形で保持されることで，

6. ま と め

それらの情報を利用した操作が可能である．これによ
り，
「最近にとある書類を編集した PC から，その文書

本論文では，ユビキタスコンピューティング環境下

をこれから使う PC に転送する」といったデバイス操

で利用可能な多数のデバイス：ユビキタスデバイスを

作も，テーブルを検索して操作履歴を参照し，その上

対象として，それらを集合的に管理・利用するための仕

で条件に合うテーブルに対して新たにタプルを挿入す

組みついて提案をした．データベース管理技術を応用

ることで実現される．

し，個々のデバイスをテーブルに，テーブルのフィー

一方で，解決すべき問題点も存在する．

ルドにはデバイスの持つ機能や機能利用のために必要

• デバイス名とテーブル名の対応関係の解決方法

な情報（引数）を割り当てることにより，テーブルに

• 位置情報の扱い

保持するタプルでデバイスの操作や，操作履歴を管理

まず，デバイス名とテーブル名の対応関係を解決する

することが可能になる．そして，テーブルに対してク

ための方法がある．既存の SQL のようなクエリの仕

エリを適用することで，デバイスの操作や機能共有の

組み・仕様では，
「条件を指定した上でのテーブル名の

実現，履歴の検索といったことが実現される．本手法

検索」ということができない．対処の方法としては，

の特徴としては，テーブル参照によるデバイス状態の

「SQL の拡張」と「テーブル名とデバイス名の関係を

一覧性や，デバイス・機能とコンテンツのクエリによ
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る同等な操作環境の提供といった点がある．
現在，これらの仕組みを利用したシミュレーション
のためのシステムを構築中であり，今後それを用いた
本手法の有効性の検証を行う予定である．
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