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1. はじめに

ユビキタスサービスプラットフォーム技術の
構築に向けて

大橋

2003 年より総務省によってユビキタスネットワークの実現のための研究開発がスタ
ートされ，これまでいくつもの研究開発プロジェクトが実施されてきた（図 1）．当時
ユビキタスネットワークに対しては，もともとは， いつでもどこでも何にでも つな
がることを目標にしたネットワークであった．したがって，ネットワークの広域性に
加え多様なアクセスによる接続性を軸として，その上で生活者の視点で有用なアプリ
ケーションの開発に取り組んでいた．
この期間を通じ，多くの参加機関によって多くのパイロットサービスや新技術が開
発され，フィールドでの実証実験を通じ，有用性を検証し，課題を洗い出しつつ，実
サービスへの適用可能性を追求してきた．これら研究開発の詳細については，文献
[1][2]を参照されたい．
ただ一方で，広範な技術領域での成果提示は，時に単発ソリューションの集合体と
いう見方を受けることもあった．ユビキタスネットワークは一見何でもできるという
印象を与えたが，それ故何でもできるネットワークのアーキテクチャが見えない，一
体何ができたらユビキタスと言えるのか，キラーアプリケーションは何か？という質
問を数多く受けることもあった．これは結局， ユビキタスネットワーク という名称
に付与されたイメージが非常に広範で，研究開発側がすべてに答えられるすべを持っ
ていなかった点にも起因している．このため，せめて絶えずユーザ視点でのわかりや
すさや有用性の提示と，一方で差別化要因となる競争力ある研究開発の両面に貢献す
ることに努めてきた．
この点も勘案し，2008-2010 年の計画で， ユビキタスサービスプラットフォーム技
術に関わる研究開発（愛称 CUBIQ (Cross UBIQuitous platform)） が開始されるに至っ
た[3]．本プロジェクトには，東京大学，大阪大学，慶應義塾大学，NEC，Panasonic，
沖，NTT，KDDI 研究所，ATR の 9 機関が参加している．本プロジェクトでは，この
数年間のネットワークの発展に加え，デバイス/センサー/アクチュエータ技術の高度
化を勘案し，これらを縦横に接続して活用できる環境を構築し，その上で，多くの役
立つサービスが生み出せるような基盤構築を目標とすることとした．自分たちで全部
を構築するというよりも，巨大なネット上においてスケーラブルになれる基盤技術を
作り，構築，運用するという，現実的な路線をとっている．
本稿では，この研究開発活動を紹介し，今後のユビキタスサービスの基盤としての
要求条件について議論したい．
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現在，総務省のプロジェクトとして，ユビキタスサービスプラットフォーム構築
に向けた取り組みを行っている．同プロジェクトは，先に 2003-2007 の 5 年間に
亘り実施されてきたユビキタスネットワークの技術開発の後継であり，関連プロ
ジェクトの成果とあわせて，2010 年にはユビキタスサービスを構築できる基本基
盤技術を完成させる予定である．ここでは本プロジェクトの取り組みについて概
説したい．
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さらには例えばロボットサービスのように，ネットワーク接続がこれから期待される
実空間上のサービスなども同プラットフォーム上で取り扱うことを想定している．
表 1 CUBIQ プロジェクトの研究課題．
主課題

小課題

(1)

ユビキタスセンサー情報透過技術

ア）センサー情報発見・管理・探索技術
イ）小規模ネットワーク連携技術

(2)

状況情報生成処理技術

ア）状況情報生成技術
イ）リアルタイム状況情情報広域管理・配信
技術

(3)

状況情報サービス連携技術

ア）プロファイル流通技術
イ）サービス連携制御・支援技術

状況情報
サービス連携

ユーザ
プロファイル
空間
プロファイル

サービス
プロファイル

サービス連携
ポリシー

ルールDB
/フィルタ

サービス連携
制御・支援

図 1 日本におけるユビキタスネットワーク関連研究開発．
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2. プロジェクトの構成とねらい
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CUBIQ プロジェクトは表 1 に示す課題から構成される．主課題としては 3 つ存在す
る．第 1 は，ユビキタスセンサーをネットワーク間にまたがり，システム全体から透
過的にアクセスを実現することを目的とした ユビキタスセンサー情報透過技術 ，第
2 にはセンサー等から得られた一次的なデータから，状況情報（コンテキスト情報ま
たはプロファイル情報）をターゲットシステムが求める形で生成する 状況情報生成
処理技術 ，そして，得られた状況情報やこれまで蓄積されたユーザのプロファイル情
報などからサービスを起動させたり，一連のサービスシナリオを作りだして実行する
状況情報サービス連携技術 がある．これらは，レイヤ的には大雑把には，順に下位
から上位に構成されることになる．
プロジェクトの全体像を図 2 に示す．前フェーズ(2003-2007)で検討していたユビキ
タスネットワークに比べ，Web サービスや地域コミュニテイ／SNS，情報家電など種々
の面から，取り扱うべきドメインが増加している．これは，ブロードバンドの発達で，
ネット上の情報に対する基本的なアクセスは確保された一方で，ネットにさまざまな
種類の新サービスやアプリケーションが出現してきた点が反映されているものである．
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図2

2

CUBIQ プロジェクトの全体概要．

ⓒ2009 Information Processing Society of Japan

Vol.2009-MBL-50 No.4
2009/9/10

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

これら実空間/仮想空間上では，さまざまなセンサー情報が取得される．例えば地域
コミュニティでの子供見守りサービスであれば，子供の位置情報が適宜システムに送
付される．ユビキタスプラットフォームでは，まずこれらのデータが，ネットワーク
全体に亘って透過的なアクセスを実現することが求められる．このために，例えば後
述するように P2P 技術を用いて広域な接続を図ったりする．
取得されたデータは，状況情報生成処理部において，監視され，トリガやイベント
を検知する．またリアルタイム性を要するような処理もこの部分で担当される．ユー
ザの行動状態や，周辺がどのような状態になっているのかについては，行動モデルや
状況モデルを作り，それにデータを適用してユーザの行動状況などを検知する．
このようにして状況情報もしくはコンテキストが得られたならば，状況情報サービ
ス連携部において，各ユーザに適したサービスやアプリケーションがユーザ自身の持
つプロファイルや，提供するサービス自身が持つポリシ等を勘案して生成され，最終
的にユーザに提供されるという流れを持っている．さらに複数フレームワーク間に亘
って透過性を持つアクセスポリシや，セキュリティ・プライバシ保護，サービス連携
もこのレイヤで担当することとなっている．

3. 連携のための技術要素群
CUBIQ では，参加機関が 9 機関と多いため，絶えず研究内容が発散したり，相互接
続/連携がスムースに行えないリスクがある．これらに対処するため，CUBIQ では連
携のための有力な共通技術を作り出すべく，枠組みとして，３つのサブワーキンググ
ループ(SWG)を作り検討を進めている．以下それぞれの SWG 活動について概観する．

図3

PIAX による連携イメージ．

ットフォームの実現を狙おうとしている．
PIAX はバージョン 2.0 がオープンソースとして公開(2008 年 11 月 1 日）され，ダウ
ンロード可能となっている[4]．

3.1 PIAX SWG

PIAX (P2P Interactive Agent eXtensions）は大阪大学が中心となって開発を進めてき
た P2P フレームワークである[4][5]．この SWG では，P2P アーキテクチャに基づき，
動的かつ柔軟な広域分散リソースの発見と連携を可能とする次世代ユビキタスサービ
スのための広域オーバレイ・エージェントプラットフォーム技術の確立を目的として
いる．
PIAX SWG では，ネットワーク上に存在する資源が，広域化・大規模化・多様化し
てゆく中で，実世界に存在する人・モノ・環境といった情報を観測/環視/制御したり，
あるいは仮想空間上のコンテンツ・サービスとも相互連携を図って，数多くのドメイ
ンをまたがるユビキタスサービスを実現しようとするものである（図 3）．
このアプローチは，これまでのネットワークを介したサービスの多くが垂直統合的
に特定用途に閉じた形で実現されており，それをそのまま広域化・大規模化するため
にはコストが増大するため，P2P 型での接続性を提供することで，水平統合的なプラ

3.2 REST SWG

REST (REpresentative State Transfer) SWG では，PIAX SWG と同様，ユビキタスサ
ービスが実空間/仮想空間を跨って汎用的にネットワーク資源にアクセスしてサービ
スを実現することを目的とし，ATR が主となって REST と呼ばれるアーキテクチャス
タイル[6]を核としたデータアクセス/相互利用インタフェースの基本検討を実施して
いる．
現在 Web サービスの環境においては，REST の考え方が普及しつつある．この考え
方は，リソース指向アーキテクチャとも呼ばれ，ネットワーク上のあらゆる情報やオ
ブジェクトをすべて，URI (Universal Resource Identifier)で示されるリソースとして捉
え，それに対する操作を HTTP プロトコルの数少ないメソッドに統一して実施しよう
としている．
この手法を実空間におけるセンサー情報の取得や，ロボットやアクチュエータ群の
3
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制御等に利用しようとするのが，REST SWG のアプローチである．これは東京大学が
提唱した CASTANET[7]の考え方に基づいている．
例として，ohashi_home の家にあるリビングのライトが，
http://ohashi_home/Living/LightActuator
という URI で表されるとする．この URI に対して GET するとライトの状態(今ついて
いるかどうか)を取得でき，PUT によってライトの状態を変更可能（=制御可能）とな
る．URI でリソースのありかが示されることにより，直感的に場所が見やすくなる．
ユビキタスネットワークへの適用を考える際には，ネットワーク上に存在する広域
の，あるときには未訪問の資源に対してもアクセスする必要があると考える（そうで
なければ，前述した如く，単に特殊な閉じたシステムで何かを作ったことと差別化が
できない）．その際，アクセスに必要な情報要素は様々になることは避けられないもの
の，HTTP で統一されたプロトコルは，仮想空間へのアクセスとの親和性も良く ど
ことでもつながる というフィーチャの実現に適している(図 4)．
現在，同 SWG では，いくつかの実際のユースケースに当てはめ，RESTful なユビ
キタスサービスの呼び出し方や，センサー情報の取得について検討を行っている．

図4

3.3 USDL SWG

USDL (Ubiquitous Service Description Language) SWG では，慶應義塾大学を中心とし
て CUBIQ プロジェクトで共通に利用できる，物・人・空間の関係を機械的に処理す
るための XML をベースとした記述形式に関する検討を行っている[9]．現在ネットワ
ークに接続可能なデバイスに対して相互接続し，サービスを実現するため，UPnP や
DLNA,ECHONET 等，複数の接続プロトコルが存在している．USDL はこれらのプロ
トコルを基本的に活用しつつ，ユビキタス環境において想定される状況を記述し，そ
こに存在するいろいろなサービスを利用するための記述を目的としている(図 5)．例え
ば，USDL を用いると公共空間においてここには熱中症を警報するサービスがあると
か，ここに存在するロボットは道案内ができるなどの能力を説明することができる．
USDL では NTT からの寄与も得て，サービス単体を記述するのみならず，サービス
同士の競合についても記述できるよう取り組みを進めている．これにより，コンテキ
ストアウェアなサービスを実現するために有用な情報を提供することができる．
USDL は今後実装評価を通じて検証し，オープン化に向けて準備を進めてゆく予定で
ある．また USDL に加え，USIL と呼ばれる連携フレームワークも次年度に開発予定
であり，ここでは，たとえ異なる空間にいるとしても，基本的にその状況にあった連
携サービスを提供することを目的としている．
<?xml version="1.0"?>
<device xmlns="//umiddle.usdl"
xmlns:uparts="//umiddle.uparts"
xmlns:xsi="http:// ... /XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="//umiddle.usdl usdl.xsd
//umiddle.uparts uparts.xsd">
<platform>
<name>uparts</name>
<version>1.0</version>
<icon></icon>
</platform>
<name></name>
<icon>http:// ... /upart0140.jpg</icon>
<model>uPart</model>
<serial></serial>
<manufacturer>Particle Computers</manufacturer>
<vendor>TECO</vendor>
<version>1.0</version>
<description/>
<map>
<uparts:device>*</uparts:device>
</map>
<ports/>
</device>
図 5 USDL の記述例[9]．

REST SWG の検討内容のイメージ([8]より転載)．

4
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4. 参加機関による研究開発活動の紹介
ここでは，いくつかの個別参加機関による研究開発活動例を紹介する．
NEC では，リアルタイム状況情報処理・配信技術の研究開発を実施している[10]．
今後ユビキタスサービスの実現に際し，ネットワークを通じて大容量に到来するデー
タ流に対して，処理が重くなりがちなデータベースを通じた処理に頼ることなく，オ
ンメモリでリアルタイムにイベントを処理したり，特定の条件にマッチするとき，ア
プリケーションに素早く通知するスキームの研究開発を実施している．これにより例
えば大規模な位置情報処理基盤を構築したり，ITS 等でセンシングした多くの車情報
の処理に役立てることが期待される
また携帯電話を中心としてセンサデータ透過を実現する研究開発の事例として，
KDDI 研究所では，センサデータの情報量的価値に注目し，情報量が多く密集してい
る地点を推定する方式 [11]や，センシングデータの挙動から適切な時期にデータをサ
ーバに上げる方式を研究開発している．本技術を適用した試作アプリケーションとし
て，KDDI 研究所では，スマートマラソンと称し，一人で携帯を持って走っていても，
システムで同時に走っている人間間で走行情報を共有し，互いに追いつき追い越され
るシーンが携帯上で表示されるシステムを製作，評価している(図 6)．
東京大学では，加速度センサーを互いに無線ネットワークで結んで，微小な地震を
検出する検討[12]や，複数場所での電波（スペクトラム）の情報をセンサーで収集し，
そのデータ活用についての検討を進めている．

図7

Panasonic による見守り実証実験.

5. 実用化，サービス普及に向けた活動
5.1 実証実験の実施

図6

CUBIQ プロジェクトの中には，もっぱらフィールドでの実証を通じて，ユビキタス
サービスの実用性を検証することを目的とする活動も存在する．その一つが Panasonic
による岩見沢見守りサービスである[13]．この実証実験では地域の高齢者に見守り用
の電子タグリーダ付き屋外ノード/宅内ノードを配布し，実際に高齢者の見守りサービ
スに適用してその適用可能性を評価する点を目標としている．実験では地域の高齢者
ならびに民生委員にユビキタス端末を配布し，必要な際には高齢者の状況をトレース
して安否を確認できるようになっている(図 7)．
また他の参加機関も現在実フィールドでの実証実験を企画し準備を進めている．
5.2 フォーラム活動
本研究開発とは独立ではあるが，ユビキタスネットワーキングフォーラム[14]におい
てもサービスプラットフォーム技術について，共通化できる技術の議論や，今後のビ
ジネス化をにらんだ課題を検討するため，2009 年 2 月にサービスプラットフォーム専
門委員会が組織され，活動を開始した．
CUBIQ 参加メンバは本フォーラムの中で研究開発成果のなかでも前述した共通技

スマートマラソンシステムの概要.
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術として括りだせる候補について議論を続け，できるだけ早い段階から前述した PIAX
や REST, USDL 等のドキュメントのオープン化や，ソースの公開も視野に入れて検討
を行っている．オープンであるので，興味ある方々にご参加いただければ幸いである．

ユビキタス環境とは，決して統合されたシステムが全てを運用管理するわけではな
いだろう．さまざまな規模のシステムが混在するなかで，ネットワークを介して多く
の人々が仮想空間/実空間を跨って，多くの資源にアクセスし，これらを縦横に利活用
して我々の日常の暮らしに寄与できるような環境こそが，ユビキタス環境ではないか
と考えている．
是非このプロジェクトから数多くの実用事例が生まれることを切望するものである．

6. 今後の期待される適用領域と課題
本研究開発に限らずユビキタスネットワークという言葉で括られた技術が今後ど
のように適用され，展開されてゆくかについて，議論を呼んでいる．
少し私見を述べると，e-Japan の下ではブロードバンド化推進が順調に達成された．
一方後継の u-Japan はもっと上位のレイヤで，社会性・公共性を持った領域において
ICT を密接に融合させる取り組みであると理解する．これは実はそう簡単には達成さ
れるものではなく，時にはトップダウンとしての組織的な取り組みによって実現され
るケースから，時には地域に根差した草の根的なボトムアップなアプローチによって
実現されるケースまで，時と場合に応じてさまざまな規模で実現されてゆくべきであ
ると考えられる．
ニーズ面からみると，環境をはじめとするグローバルな領域でのセンシングも活用
した課題解決，少子高齢化社会を迎える際の高齢者サポート，ならびにここから派生
する ICT 活用による地域コミュニティネットワークの活性化など，さまざまな期待が
寄せられている．
その中でプロジェクト単独ですべてを解決するのは困難としても，例えばネットワ
ークに接続され，グローバルに参照可能なスマートセンサーなどが徐々に普及してゆ
くと，これらを活用し，これまでにできなかったようなアプリケーションを実現して
有用性を検証してゆくアプローチが有効ではないかと考えている．
一方今後オープンな場でプラットフォームの実証が行われる際には，否応なしに，
セキュリティ・プライバシの問題に直面することになろう．例えばセンシングされた
個人情報が蓄積されるライフログのテーマをとっても，ユビキタスサービスの側面か
らは重要であるが，プライバシの問題解決なくしては簡単に進まない．現在総務省で
検討 WG が開催されたり[15]，あるいはユビキタスネットワーキングフォーラムにお
いてプライバシの問題が法制度面から議論されるなど，これらに関する点は一歩ずつ
進捗している．
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おわりに

本稿では，現在総務省プロジェクトとして実施されているユビキタスサービスプラ
ットフォーム技術について，その狙いと，現状検討している内容を概説した．プラッ
トフォーム化の推進により，低コストで幅広いユビキタスサービスが容易に実現する
ことが期待される．
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