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1. は じ め に

テクニカルノート

ユビキタス社会の進展にともない，携帯電話端末に代表されるモバイル機器によって，場
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所に依存しない IT サービスを享受できるようになった．それとは逆に，ある場所にいる者
のみが可能な，ローカライズされた IT サービスも考えられる（以下「場所限定サービス」
と呼ぶ）．たとえば，その場所に来た人しか得られないお得な情報の提供，観光スポットや
神社仏閣でその場所に来た足跡を残す記名帳や千社札，スタンプラリーなど，古来の貼り紙
あるいは伝言板に相当するサービスである．そのような場所限定サービスをサーバ管理型で
仮想オブジェクトを使って実現した例として，SpaceTag がある1) ．ところが，だれでもど
こからでもアクセスできるサーバ管理型の情報システムを用いて場所限定サービスを実現

携帯電話端末によって，特定の場所でのみ可能な情報授受サービスを簡易に実現す
る仕組みを検討するためのプロトタイプシステムを開発した．プロトタイプシステム
は，地下街など衛星測位が困難な環境に設置された Bluetooth デバイスからの信号を
受信することで位置を把握する機能と，同じく環境に設置されたパッシブ RFID を介
して位置情報をともなった情報授受を行う機能とからなる．一般市民による使用評価
を行い，特定の場所でのみ情報の授受が可能なサービスの有効性を検証した．

するためには，ある情報を特定の場所でのみ授受可能にするための余分な実装，たとえばそ
の情報の授受を希望するユーザがその場所にいることを認証する機能などを追加しなけれ
ばならない．これは，単にその場所に実世界オブジェクトを置くだけで実現できる古来の貼
り紙や伝言板などと比較すると，著しく非効率的な設計といわざるをえない．
そこで筆者らは，貼り紙・伝言板をそのまま電子デバイスに置き換え，そのデバイスに対
して携帯電話端末からオフラインで情報を直接書き込み・読み取ることで，場所限定サービ
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スを簡便に実現するシステムを検討した．本稿では実現の第 1 歩として，現状において入手
可能な機器により場所限定サービスを仮想的に実現した結果と，一般市民による使用評価を
行った結果について述べる．

2. 開発コンセプト
場所限定サービスを携帯電話端末で実現するための要素技術として，赤外線や Zigbee な
ど，P2P 向きの短距離通信技術が考えられる．しかしこれらは通信を行う双方に，同程度

We have developed a prototype of mobile-phone terminal for service in a specific location. The terminal can communicate with passive RFID as local message board and Bluetooth marker as positioning source. Around 50 persons
have tried to use the terminal and evaluate operatability and availability of the
prototype.
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に精密な（すなわち高価な）通信機器が必要になる．そこで筆者らは，携帯電話端末から見
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た相手側（環境設置側）に使えるローコストなデバイスとして，RFID（Radio Frequency

ては，QR コードに代表される 2 次元コードを内蔵カメラで読み取る携帯電話アプリケー

Identification）に着目した．

ションによって同様の機能が実現でき，しかも 2 次元コードはインクによる印刷物なので，

RFID は，無線通信回路と記憶素子を内蔵し，端末との間で電磁波もしくは電磁誘導によ

回路とアンテナを必要とする RFID とは異なり，製造コストがほとんどかからないという

り非接触で情報の授受ができるデバイスである．電池を必要としないタイプ（パッシブ型）

利点がある．しかしながら，2 次元コードに対する RFID の優位性は，以下の 2 点にあると

と，必要とするタイプ（アクティブ型）とがある．パッシブ型は，商品に RFID を取り付

考えられる．
（1）ID の到達距離が長いアクティブ RFID によって，利用者が読み取りを意

けて在庫管理などの自動化に役立てる用途などに応用されており，アクティブ型は，児童が

識しないセンサ的な使い方ができること．（2）リライタブルパッシブ RFID を使えば，情

RFID を持ち歩いて環境に設置された受信機により居場所を把握する通学路見守りシステム

報を読み取るだけでなく書き込みもできること．これらの 2 点は，まさに筆者らが大大特で

などに応用されている．

開発した RFID システムの機能そのものである．そこで本研究では，大大特での開発機能

筆者らは，2002〜2006 年度に文部科学省の大都市大震災軽減化特別プロジェクト（以下
「大大特」と呼ぶ）によって，大規模災害時にオフラインで貼り紙・伝言板機能を実現する

を携帯電話端末上に実装し，貼り紙・伝言板機能を実現することを目指した．

3. 設

計

を告知するためのアクティブ RFID（RF CODE 社製 Spider V を使用）と，メッセージの

3.1 概

要

書き込みが可能（リライタブル）なパッシブ RFID（JRFS 社製 RZ-1TG4 を使用）をペア

大大特での開発機能を携帯電話端末上に実装するためには，アクティブ RFID リーダと，

RFID システムをすでに開発した2) ．そのシステムの概要は次のとおりである．周囲に存在

にして環境に置いておく．タブレット PC をベースとして開発した RFID リーダ・ライタ

リライタブルパッシブ RFID リーダ・ライタをともに搭載する必要があるが，前述のとお

端末を持ち歩いて，アクティブ RFID に接近すると，端末が ID を受信してその存在を端末

り現状では入手困難である．そこで筆者らは，現時点で実現可能な方法として，Bluetooth

所有者に知らせる．次に，GPS 測位によって自らの位置を把握しているその端末が，受信

デバイスをアクティブ RFID として扱い，リードオンリーのパッシブ RFID を介してサー

した ID の電界強度によってアクティブ RFID までのおおまかな距離を算出して GIS（地理

バ上で情報の授受を行うアプリケーションを，まず開発することにした．

情報システム）上に表示し，利用者はそれを手がかりにしてアクティブ RFID を発見する．

開発に使用した携帯電話端末は au の E03CA，パッシブ RFID リーダは（株）日立製作

そして，並置されているパッシブ RFID に端末のアンテナをかざして，端末から入力した

所製の携帯電話用ミューチップリーダ HE-MU380-SH11 6) である．RFID リーダを取り付

情報を書き込んだり，RFID から読み取った情報を端末に表示したりする．

けた端末を図 1 に示す．

パッシブ RFID を内蔵した携帯電話端末は，すでに電子マネーや交通機関の乗車券として

3.2 Bluetooth 通信による位置把握

実用化されている．それに対して，RFID リーダを内蔵した携帯電話端末としては，KDDI

基地局測位と GPS 測位の併用によって端末位置の把握が可能な携帯電話端末が普及して

（株）がアクティブ RFID とパッシブ RFID をそれぞれ対象としたリーダ付き携帯電話端末

いる．ただしこの測位方法は，大規模施設内や地下街などでは精度の低さや高さ情報の欠落

を試作している3) ほか，
（株）NTT ドコモもアクティブ RFID リーダを携帯電話端末に搭載

などの限界があり，たとえば火災や事故時の救援要請通報に必要な発信位置特定精度を満た

4)

するための低消費電力化の研究を進めており ，技術的には実用化の段階に入りつつある．

せない恐れが指摘されている7) ．そのため，アクティブ RFID を位置マーカとして衛星測位

しかし現時点ではまだ市販に至っておらず，かろうじて書き込み不可（リードオンリー）の

が困難な閉空間に補完的に設置し，ID の到達距離（10 m 程度）に相当する精度で位置を把

5)

パッシブ RFID 用のリーダをアタッチメントにより携帯電話端末に外付けする方式

が市

握する機能を実現することは有意義と考えられる．本研究では，搭載している携帯電話端

販されているのみである．市販が進んでいない理由として，携帯電話端末には搭載が期待さ

末がすでに多く存在している Bluetooth 通信機能に着目し，アクティブ RFID として，ワ

れているサービスが数多くあり，その一方で端末の小型軽量化および低消費電力化の要求も

イヤレステクノロジー（株）製の小型無線加速度センサ WAA-001 を採用し，同センサの

強く，これらいわば相反する要求の中で，RFID リーダを端末に搭載することの強い利点を

Bluetooth 通信機能をアクティブ RFID 機能として代用することにした．ここでは，個体

見出すことが困難なことがあげられる．たとえば，パッシブ RFID を読み取る機能につい

ごとにユニークである Bluetooth デバイスアドレス（48 bit）を ID に見立てることとする．
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図 1 開発に使用した RFID リーダ付き携帯電話端末
Fig. 1 RFID-reader-equipped mobile phone.

図 2 位置解決サーバ上の ID-位置情報変換テーブル
Fig. 2 Example of position resolution table.

位置把握の手順は次のとおりである．携帯電話端末は，貼り紙・伝言板機能のアプリケー
ションが起動しているものとする．アプリケーションはあらかじめ指定したアドレス空間の
範囲内にある Bluetooth デバイスアドレスを受信した場合，そのアドレスをあらかじめ指
定した変換式によって ID に変換する．次に，端末はその ID をネット上の位置解決サーバ
に送信し，位置解決サーバは ID-位置情報変換テーブルを検索して，同 ID に対応づけられ
た位置情報（緯度経度情報，および住所地番や階数などの付加情報）を端末に返信する．も
しあらかじめ指定したアドレス空間の範囲内にあるデバイスアドレスを受信できなかった場
合，GPS 測位が起動し，取得した緯度経度情報を位置解決サーバに送信し，同緯度経度に
対応付けられる位置情報を端末に返信する．デバイスアドレスから変換される ID は，ユビ
キタス ID センターから筆者らに 16 ビット分を付与された ucode を使用した．

図 3 書き込み用画面の例（オンライン時）
Fig. 3 Example of display image of message
writing (In case of online).

図 4 書き込み用画面の例（オフライン時）
Fig. 4 Example of display image of message
writing (In case of oﬄine).

位置解決サーバ上に定義された ID-位置情報変換テーブルの例を図 2 に示す．各エント
リは，ID，緯度経度，付加情報（住所地番，階数など）からなる．

その画面からの入力情報が書き込まれる．当該 ID に対応するスレッドがまだ生成されてい

3.3 リードオンリーパッシブ RFID による貼り紙・伝言板機能

ない場合には，生成された後に，その画面からの入力情報が書き込まれる．書き込み処理

貼り紙・伝言板機能は，リードオンリーのパッシブ RFID である（株）日立製作所のミュー

時にネットにアクセスできない場合には，書き込むメッセージを端末内に蓄積するための

チップ（2.45 GHz 帯）を用いて仮想的に実現した．リードオンリーのため，書き込み・読

入力画面が起動して，利用者はメッセージを入力し，ネットアクセスが可能になった時点

み取り情報は RFID 上でなく，Web ベースの BBS（Bulletin Board System）に，ID ごと

でそのメッセージを BBS にまとめて送信する．このように，オフライン時でも書き込みを

に個別に自動的に用意されるスレッド下のメッセージとして格納される．

仮想的に可能にすることで，デバイスに対して直接書き込む使用感に近い手順を実現した．

情報を書き込む手順は次のとおりである．携帯電話端末がパッシブ RFID の ID を受信

書き込まれる情報は，利用者が端末から入力するメッセージに加えて，書き込まれた時間，

すると，当該 ID を BBS に送信し，情報を書き込むための入力画面が表示される．当該 ID

Bluetooth デバイスあるいは GPS 測位によって取得した位置情報，および位置解決サーバ

に対応するスレッドがすでに生成されている場合には，その下に新たなメッセージとして，

から端末に返信される付加情報も含まれる．
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図5

読み取り用画面の例（左：1 つの RFID に対するスレッド一覧，右：各メッセージの内容）
Fig. 5 Example of display images of message reading.

図 6 評価実験の様子
Fig. 6 Field experiment.

情報を読み取る手順は次のとおりである．携帯電話端末がパッシブ RFID の ID を受信す
ると，BBS にアクセスし，当該 ID に対応するスレッドを表示し，書き込まれているメッ
セージを選択して表示する．ネットにアクセスできない場合には，読み取りはできない．
図 3 と図 4 に，オンライン時とオフライン時における書き込み用画面の例をそれぞれ示
し，図 5 に，読み取り用画面の例を示す．読み取り情報には，端末から入力したメッセー
ジに加えて，位置情報なども含まれている．
図 7 操作性と有効性の評価結果（携帯電話をよく使っている 33 名）
Fig. 7 Result of operatability and availability estimated by 33 frequent mobile-phone users.

4. 評 価 実 験
場所限定サービスは，利用者にとっては古来の貼り紙・伝言板と直感的に同じ使用形態の
ため，概念としては理解されやすいと予想される．ただし，それを携帯電話端末で実現した

い人が 2 名であった．以上の分布から，被験者群は携帯電話の使用に抵抗はないがヘビー

場合に，どのような可能性や課題があるのかを探る必要がある．また，QR コードの場合に

ユーザではない程度の一般的なユーザ層をとらえていると考えられる．

カメラをかざして読み取るのとは違った操作要領がパッシブ RFID については必要であり，
一般市民がその操作を容易に受け入れられるかどうかを確認する必要もある．

アンケートでは，アプリケーションの使いやすさ（操作性）と，このようなアプリケー
ションが役立つと思うかどうか（有効性）の 2 点について，それぞれ「最良」から「最悪」

そこで，2009 年 3 月 27 日と 28 日の 2 日間にわたり，香川県高松市近辺に在住の市民

まで 5 段階評価を行ってもらった．操作性については，「電子はり紙の使いやすさについて

に対して，開発したプロトタイプを紹介し，操作を体験してもらってその様子の観察を行

お答えください」という質問項目に対して，「とても使いやすい，まあまあ使いやすい，普

い，またアンケート用紙により感想を採取した（有効回答者数 46 名）．図 6 に実験の様子

通，やや使いにくい，とても使いにくい」の 5 者択一とし，有効性については，「電子はり

を示す．

紙の役立ち方についてお答えください」という質問項目に対して，「とても役立つ，まあま

アンケートに有効回答した実験参加者数は，20 歳台が 5 名，30 歳台が 4 名，40 歳台が

あ役立つ，普通，あまり役立たない，まったく役立たない」の 5 者択一とした．携帯電話を

9 名，50 歳台が 15 名，60 歳台が 11 名，70 歳台が 2 名であり，比較的中高年が多かった．

よく使っている 33 名と，たまに使っているおよびほとんど使っていない 13 名についてそ

性別は女性が 26 名，男性が 20 名で，女性がやや多かった．日頃の携帯電話の使用頻度に

れぞれ，操作性と有効性の評価をプロットした結果を，図 7 と図 8 に示す．縦軸（Y 軸）

ついては，よく使っている人が 33 名，たまに使っている人が 11 名，ほとんど使っていな

は操作性と有効性の最良（+2）から最悪（−2）までの 5 段階評価値を表し，横軸（X 軸）
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込み・読み取りを実現するにとどまっているが，真のオフラインでの書き込み・読み取りが
実現した場合と同じ RFID 特有の操作感が得られるように，設計にあたって留意した．し
たがって，本評価実験を通じて，将来，場所限定サービスが真に実現した場合の有効性と課
題を探る目的は果たせたと考えられる．

5. 考

察

大大特の開発システムにおいて，アクティブ RFID は，接近してきた端末に対して近くに
図 8 操作性と有効性の評価結果（携帯電話をたまに使っているまたはほとんど使っていない 13 名）
Fig. 8 Result of operatability and availability estimated by 13 novice mobile-phone users.

リライタブルパッシブ RFID があることを知らせるビーコンとしての役目だけを果たして
いた．それに対し本研究では，GPS 測位と同様に絶対位置を把握する機能を目指した．そ
のために，受信した ID を位置解決サーバに問い合わせて位置情報を取得する設計になって

は各被験者を表し，同一被験者の操作性と有効性の評価結果は同じ X 座標上にプロットさ

おり，したがってオフラインでは動作しないことになる．しかしアクティブ RFID 機能を

Bluetooth で代用していることを拡張すると，デバイスアドレスの代わりに，絶対位置を表

れている．
携帯電話をよく使っている被験者群では，操作性と有効性の両方とも「良」
（+1）が最も

現する Bluetooth 信号を ID として扱えるため，オフラインでの絶対位置把握も原理的には

多く，同一被験者では操作性よりも有効性の方を高く評価する傾向が見られた．全被験者群

可能である．もっとも，リライタブルパッシブ RFID を用いた貼り紙・伝言板機能の実現

では，操作性については 7 名が最悪と答えているのに対し，有効性を最悪と答えた人はいな

において，アクティブ RFID による位置把握はあくまでも付随的な機能であり，必須では

かった．これらの結果から，アプリケーションの操作性は改良を要するが，有効性すなわち

ない．

貼り紙・伝言板機能を携帯電話端末で実現することの意義については，携帯電話をよく使っ
ている被験者群には理解され受け入れられる傾向があると判断できる．

筆者らが貼り紙・伝言板として RFID を選んだのは，環境側をローコストで構築できる
ようにするためである．在庫管理や児童見守りシステムなど，これまでに開発されている

さらに，アンケートの自由記述およびヒアリングによって，操作性および有効性に関する

RFID システムの多くは，筆者らのシステムとは逆に，RFID を人間や荷物などの移動体側

問題点と，普段および災害時のそれぞれの用途の提案を求めた．操作性については，リーダ

に付け，環境側にリーダを設置する構成になっている．しかしそのようなシステムは，環境

付きの端末がかさばることや，パッシブ RFID にリーダをかざして読み取る要領が難しい

側のインフラ構築と維持にコストがかかるため，普及が困難であるという問題をかかえてい

ことが指摘された．有効性については，書き込まれたメッセージが膨大になると必要な情報

る．その点で筆者らのシステムは，普及が見込める RFID システムのあり方の 1 つを示し

を探しにくくなる懸念や，だれでも書き込めることで悪用される懸念が複数の人から指摘さ

ているといえる．筆者らのシステムは，平常時には場所限定サービスの提供手段とし，大規

れた．また貼り紙・伝言板のある場所へ行かなければならないことが不便という指摘が複数

模災害時に携帯電話基地局が機能しない事態においては，オフラインで RFID を介して安

あり，それがむしろメリットである場所限定サービスの概念に対する理解を十分に図る必要

否情報などを授受する手段とする，という社会インフラを目指している．

があることが分かった．用途の提案としては，観光名所において美観を損なわず多くの情報
を格納できる案内看板，相手の携帯電話番号やメールアドレスを知らない場合に使う伝言

6. ま と め

板，店舗に置くかさばらないゲストブックなどが提案された．また，文字入力よりも選択入

本稿では，携帯電話端末によって場所限定サービスを仮想的に実現するプロトタイプシ

力のほうが便利であることや，災害時のメッセージとして助けを求める声を吹き込みたいと

ステムを開発し，一般市民による使用評価を行った結果について述べた．今後の課題とし
て，真のオフラインでの場所限定サービスを実現するための，アクティブ RFID リーダと，

いった意見も見られた．
現時点では，市販されている機器の制約のため，サーバ上の BBS を介した仮想的な書き
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