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本稿は，サービス指向アーキテクチャを基礎とするアンビエントサービス環境上で連続的

サービス提供のモデルとそのシステムを提案し，ホームネットワークシステム(HNS)を例とし

たプロトタイプによる評価を示す．ユーザのコンテキストを直接利用するサービスを表すサ

ービスプロパティと取巻く環境を特徴づける環境プロパティに分けてモデル化する．ユーザ

移動に対するプロパティ毎の制御とプロパティ間の相互作用を制御することにより，ユーザ

移動に応じてサービスを一定品質で継続提供可能とする連続的サービス提供方法を提案

する．提案方法を HNS のプロトタイプ上に実装し，有用性を評価した． 

Continuous Services over Ambient Service Environments 
Mikio Aoyama†,  Hiroshi Igaki†*,  Yoko Nagae†,  Matsue Yamada† 

This article proposes a model and its architecture of continuous services over 
the ambient service environments based on the service-oriented architecture. By 
separating a user’s context into service and environment properties, and 
carrying over the properties with a user, we propose a model of continuous 
service provisioning along with user’s move. A prototype of home network 
system in a doll-house demonstrated the effectiveness of the model. 

 
1. はじめに 

ユビキタスコンピューティングと Web の進展が相まっ

て，家庭，オフィス，公共の場などの日常生活の中で，

多種多様なサービスが稠密に提供される環境が出現し

つつある．例えば，家庭内では，ホームネットワークシス

テム(HNS: Home Network System)を介して様々な

デジタル家電製品の連携が図られている[5, 7, 9, 19]．
この環境では，ユーザの嗜好や行動とコンテキストに応

じてユーザに負担を掛けないで適切なサービスの提供

が期待されている．しかし，このような環境は従来のサ

ービス指向アーキテクチャ(SOA)やアプリケーションシ

ステムと異なる特性を持つことから，サービス提供のモ

デルやそれを実現するソフトウェアアーキテクチャはソ

フトウェア工学の新しい課題と領域を提示している． 
本稿はアンビエントインテリジェンス(AmI; Ambient 

Intelligence)の概念[1]に基づき，SOA を基盤とし[2, 
7, 9, 14]，環境が空間的・時間的に連続して能動的に

サービスを提供するアプローチを取る．このようなサー

ビスはアンビエントサービスと呼ばれている[12]．本稿

でアンビエントサービスの概念を用いるのは，環境への

サービスの埋め込みによる環境のプロアクティブなサー

ビス提供，ならびに，サービスとそれを取巻く環境との

相互作用に着目するからである． 
本稿では，アンビエントサービスを提供する環境をア

ンビエントサービス環境 (AmISE: AmI Service 
Environment)と呼ぶ．特に，AmISE 上でユーザの移

動に対し，サービスを一定の品質で連続的に提供する

ことを主題とする．これを連続的サービスと呼ぶ．連続

的サービスの提供では，ユーザの移動に即して，環境

変化に応じたサービスの提供やサービスと環境との相

互作用の問題がある．本稿では，連続的サービス提供

を環境間のプロパティの引継ぎとして捉える．さらに，引

継ぎにおいて一定の QoS を保証するために，サービス

提供をユーザへの直接的サービス提供と取巻く環境の

変化とに分離し，それぞれの引継ぎとその間の相互作

用を分離したモジュラーな制御方法を提案する．これを

実現する連続的サービス提供システムのアーキテクチ

ャを提案し，HNS プロトタイプにより有用性を示す． 
 

2. アンビエントサービス環境のモデル 
2.1. アンビエントサービス環境とサービス提供モデル 

アンビエントサービス環境(AmISE)では，複数のサ
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ービスとそのユーザとの関係に加え，サービス同士が

直接的，または，間接的に相互作用を及ぼす．例えば，

家庭内では，図 1 に示すように，ホームネットワークシス

テム(HNS)が直接提供する「サービス」と間接的に影響

を及ぼす「部屋の状態」がある． 
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図 1 家庭におけるアンビエントサービス環境 

 

「直接的サービス」の例として，テレビの視聴がある．

一方，「間接的サービス」の例として，部屋の温度，湿

度などの環境の調整がある．これは部屋内の複数の人

に影響する．また，同じ部屋内で複数の照明機器が相

互に影響する間接的相互作用も引き起こす．さらに，

窓の開閉は，室内環境の調整が室外環境に左右され，

室内の機器のみでは決定できない問題を提起する． 
従来のHNSのモデルでは温度や湿度などと家電機

器の相互作用に対応していない．本稿では，直接的サ

ービスと間接的サービスを分離して制御し，ユーザがど

こでも快適に過ごせると感じられる連続的サービスシス

テムを提案する． 
2.2. ユーザ移動に伴う連続的サービス提供 

ユーザの移動に対応して必要なサービスを必要な

時に提供できるとユーザビリティの向上に加え，省エネ

ルギーなどの効果も期待できる．特に，家庭では子供

から高齢者まで様々な人がサービスを利用することか

ら，ユーザに応じたサービスの提供はユーザの負担を

軽減できる[17]．このため，ユーザの操作の手間を省

いた連続的なサービスの提供は有用である． 
2.3. アンビエントサービス環境の具備すべき特性 

アンビエントサービス環境は，次の AmI の 5 つの要

素[1]を内包するものとする． 
(1) エンベデッド：環境にセンサやサービス提供機器

が組み込まれ，環境が主体的にサービスを提供 
(2) コンテキストアウェア：ユーザの移動やユーザがい

る位置や取巻く空間の状態を常に認識 
(3) アンティシペイトリ：ユーザの操作がなくても環境

が主体となり，予測しながらサービスを提供 
(4) アダプティブ：ユーザの移動や環境の変化に追随

してサービスを動的に提供 
(5) パーソナル：ユーザの嗜好や個性に応じたサービ

スの提供 
さらに，SOA によるサービス提供を前提とすることか

ら，次の 3 つの特性を備えることを想定する[2]． 
(6) プラットフォーム独立性：実装や基盤環境に依存

しないでサービスを提供可能 
(7) 非集中疎結合：集中制御をとらないサービスの提

供と利用による疎結合アーキテクチャ 
(8) 標準プロトコルによるサービス相互運用性 

3. 連続的サービス提供のモデル 
3.1. 連続的サービス提供のモデル 

AmISE 上の連続的サービスと従来のモバイルサー

ビスとの違いを図 2 に示す．AmISE では，ユーザが特

定のサービスを受けるだけでなく，環境を含む連続性

を必要とする．さらに，サービス間に加えてサービスと

環境との相互作用も調整する必要がある．従来のサー

ビスシステムが点の連鎖，すなわち，線とするならば，

AmISE 上の連続サービスは空間の連鎖，すなわち，

連続空間として捕らえることができる． 
さらに，従来の Web サービスやモバイルサービスの

提供では，サービスリクエスタがプロバイダを起動する

ことから両者を直接対応付けできるが，AmISE では，

直接サービスを起動し，継続できる保証はない[10]．代
わりに，環境全体として，代替サービスを含めて，サー

ビスの集合を一定の QoS で提供するモデルである． 
 

ユーザ

(5)パーソナライズド

(4)アダプティブ

(3)アンティシペイトリ (1)エンベディッド

空間的広がり (2)コンテキストアウェア

ユーザの移動

環境1 環境2 環境n

ユーザ

コンテキスト コンテキスト コンテキスト

サービス
A(1)

サービス

サービス
A(2)

サービス
A(n)

サービス サービス

従来のサービスシステム

アンビエントサービスシステム

サービス
B(1)

サービス
C(1)

サービス
B(2)

サービス
B(n)

サービス
C(n)

 
図 2 従来のサービス提供と連続的サービス提供 

 

3.2. アンビエントサービス環境上のサービスモデル 
3.2.1. AmISE 上のサービス提供の特徴 

図 3 に示すように，AmISE 上では，テレビのチャン

ネルといった個人が直接受けるサービスと部屋の温度

のように複数人が共有するサービスが存在する．本稿

では，後者のサービスを環境サービスと呼ぶ．環境サ

ービスでは，従来の SOA おけるリクエスタによるサービ

スの起動のように明確にはならない．次の 3 点で従来

の SOA とは異なるサービス提供モデルが必要となる． 
(1) 間接的サービス提供：サービスリクエスタは，室温

のような環境条件を通して間接的にサービスを起

動するので，直接サービスを起動しない． 
(2) 非集中的で競合的なサービス：同一の環境条件，

例えば，温度を制御するサービスは，エアコンとヒ

ータなど複数ありえる．これらの制御は環境条件

で決まることから，制御主体に実体がない．さらに，

サービスが競合する場合もある． 
(3) サービスエコシステム(取巻く環境との協調性)：屋

外の条件など取巻く環境の条件により動的にサ

ービスの実行を決定する必要がある．これは，環

境サービスが孤立したものでなく，外部環境とエ

コシステムを形成し，連携しているからである． 



3.2.2. プロパティ指向サービス提供モデル 
本稿では，環境サービスが従来のサービスと異なる

特性を持ち，それに応じた提供モデルが必要である点

に着目する．そのため，図 3 に示すように，サービスの

モデル化にあたり，従来のサービスの起動制御を中心

とする考え方から，プロパティを中心とする[3]，次のモ

デル化の考えを提案する．これは，データを中心とする

オブジェクト指向のモデル化と相似である． 
(1) サービス提供の効果をプロパティで表し，プロパテ

ィをサービスプロパティと環境プロパティの 2 つに

分け，これらを独立に保持し，制御可能とする． 
(2) プロパティを直接制御するサービス提供(メソッドと

呼ぶ)を介してサービスプロバイダと連携する． 
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図 3 AmISE のサービスモデル 

サービスプロパティと環境プロパティは，次のように

定義した． 
(a) サービスプロパティ：ユーザ個人の要求に応じて

動的に変化するサービスの特性や状態である．機

器はサービスを直接制御できるので，そのプロパ

ティを持つ．例えば，テレビはチャンネルをプロパ

ティとして持つ． 
(b) 環境プロパティ：室温のようなユーザを取り巻く環

境の状態である．環境サービスを規定する．機器

が環境プロパティに影響を与える．複数の機器が

相互に影響するので，個々の機器が独立に制御

できるとは限らない．例えば，図 3 でエアコンと加

湿器は共に湿度を変える．本稿では，環境プロパ

ティの例として温度，湿度，照度を扱う． 
3.3. サービスの連続性と引き継ぎ 
ユーザが移動した時に，温度やテレビのチャンネル

などのサービスをユーザが操作しなくても要求に応じて

一定の品質で提供する．これをサービスの連続性と定

義する．さらに，連続性を保証するためにユーザの移

動にあわせて異なる機器や環境間でプロパティを対応

付けることを引き継ぎと定義する． 
3.4. 環境プロパティの制御モデル 
環境プロパティは，図 3 に示すように，機器と複雑に

関連している．環境プロパティと機器との対応付けと相

互作用のモデル化が必要となる．環境プロパティを変

更する機器のサービスを同一の機能を提供する単位

に分類した単位をメソッドと呼ぶことにする．図 3 では，

heating や cooling がメソッドとなる． 
以下に，メソッドを単位とするサービス提供のモデル

化の方法を 3 段階のプロセスとして示し，図 4 と表 1 に

例を挙げる．  

(１) 機器のメソッドレベルでモデル化 
環境内の機器が提供する個々のサービスを単位とし

て抽出し，メソッドとしてモデル化する． 
(2) メソッドと環境プロパティの相互作用の定義 

(１)で抽出したメソッドが環境プロパティに及ぼす影

響を分析し，メソッドと環境プロパティとを対応づける．

表 1 に示す環境プロパティの Temp は温度を，

Humidityは湿度を表す．しかし，エアコンのように1
つのメソッドが 1 種類の環境プロパティに対応するも

のもあれば，窓のように 1 つのメソッドが 2 つの環境

プロパティが対応する場合もある． 
(3) メソッドの環境プロパティへの影響方向を定義 
メソッドが環境プロパティへ及ぼす影響の方向を定

義する．影響方向は環境プロパティに対し，Up は上

昇方向，Down は下降方向に働くことを示す．*はメ

ソッドの影響の方向が屋外の環境により変化するた

め，機器自身では影響方向を解決できない場合を

示す．本稿では，メソッドの影響方向を決定するため

に，実行時に外部環境に問い合わせる方法をとる． 

メソッドと環境プロパティを対応づけることにより，同じ

環境プロパティに影響するメソッドをグループ化できる．

これによって，サービス提供時にサービスの選択と組み

合わせ，ならびに，実行制御が可能となる(図 4)． 

表 1 メソッドに環境プロパティと影響方向を付加 
機器 (1)メソッド (2)環境プロパティ (3)影響方向

cooling() Temp Down 
heating() Temp Up エア
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図 4 環境プロパティによるメソッドの分類 
 

3.5. ユーザ移動に対応する連続的サービスの提供 
3.5.1 連続的サービス提供のプロセス 
ユーザの移動に即して連続的にサービスが提供でき

るためには，ユーザの移動を検知する必要がある．さら

に，ユーザがプロパティ値を保持して，ある空間に入っ

た時に，その空間内に存在するサービスはユーザの保

持するプロパティ値に近づけるように働きかける．この

働きかけをプロパティ値の引き継ぎとし，保持と引き継



ぎによってユーザの移動に応じたサービスの連続性を

実現する．この連続的サービス提供プロセスは，次の 2
つのプロセスで実現する． 
(1) ユーザ移動の検知 

ユーザ移動を検知する方法として感圧センサや

RFID などがある．本稿では，RFID を用いること

により，ユーザはセンサの存在を意識しなくてもサ

ービスの提供を受けられる． 
(2) プロパティの保持と引き継ぎ 

ユーザに対するサービスの連続性を実現するため

に，ユーザがサービスプロパティと環境プロパティ

を分離して保持する． 
3.5.2 プロパティの保持と引き継ぎ 

AmISE 環境で連続的サービス提供を実現する鍵

はプロパティの保持と引き継ぎ方法にある．ユーザ移

動に対応して保持し，引き継ぐプロセスを図 5 に示し，

その方法を 2 つのパターンに分け，図 6 に示す． 
(1) サービスプロパティの動的な引き継ぎ 

ユーザの操作により機器のサービスが頻繁に変わ

るサービスプロパティの値を引き継ぐ 
(2) 環境プロパティの静的な引き継ぎ 

各ユーザが設定室温等の定常的値を持ち，頻繁に

値が変わらない環境プロパティの値を引き継ぐ 
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図 5 ユーザの移動に伴う保持と引き継ぎ 
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サービス空間A
(部屋A)

環境プロパティ
(静的プロパティ)
温度[℃], 湿度[%]

サービス
プロパティ
(動的プロパティ)
[チャネル番号]

温度
20 ℃

温度
20 ℃

静的引き継ぎ

チャ
ネル3

チャ
ネル6

チャ
ネル6

動的引き継ぎ
チャ
ネル4

プロパティを分
離して引継ぎ

 
図 6 環境プロパティとサービスプロパティの引き継ぎ 

機器の中には環境プロパティに影響を与えないもの

もある．環境プロパティに影響しない機器はそのままサ

ービスプロパティ値を引き継ぎ，環境プロパティを持つ

機器は環境プロパティ値を優先して引き継ぐ． 
環境プロパティはユーザ固有の値であり，頻繁に変

更されないため，環境プロパティに影響する機器はユ

ーザの環境プロパティを目標値とする． 
サービスプロパティは，ユーザが頻繁にサービスの

変更を行う．そのため直接ユーザが機器のサービスを

操作した場合は移動時に新しいサービスプロパティ値

を保持し直す．移動先にそのサービスを提供できる機

器がない場合，サービスプロパティ値は変更されない．

次の移動先に対応する機器があるなら，サービスプロ

パティ値が引き継がれる． 
このように，動的なサービスプロパティと静的な環境

プロパティを分離し，特性に応じた保持方法をとること

により，ユーザの移動に応じて，独立に制御できる．ユ

ーザがこれを保持することで，連続的に各部屋に適用

し，サービスの引き継ぎを実現する． 
3.6 環境プロパティの引き継ぎ方法 

環境プロパティの引き継ぎには，多様な機器が関わ

るため複雑になる．ユーザの移動と共に適切な機器の

サービスを実行させるために，以下のプロセスをとり，

例として図 7 に示す． 

(1)環境プロパティ毎に，ユーザの保持する環境プロパ

ティ値と，室内の環境プロパティ値を比較し，ユー

ザの要求する快適な環境にするための目標方向を

決定する． 
(2) メソッドの影響方向が*であるものに対して，室内と

屋外の環境プロパティ値を比較し，メソッドの影響

方向を決定する． 
(3)全てのメソッドから，ユーザの目標方向と一致するメ

ソッドのみを抽出する． 
(4)上の(3)で抽出されたメソッド一覧から，副作用により，

ユーザの目標方向を満たさないメソッドを除外する．

副作用とは，1 つのメソッドが複数の環境プロパティ

に影響を与えることをいう． 
(5) 各環境プロパティのメソッドから，目標を満たすメソ

ッドの組み合わせを選択する． 
 

(5)(4)(3)(2)(1)

温度：Up
湿度：Up

目標

屋外

温度：10℃
湿度：50％

室内

温度：15℃
湿度：40％

ユーザ

温度：20℃
湿度：50％

(1)ユーザ要求と環境とを比較し，目

標を達成する影響の方向を決定

(2)未解決(＊)の
影響方向を決定

(3)温度・湿度それぞれに対し，メソッドが
ユーザ要求を満たすか判断[○=満たす]

加湿器.ON()：湿度 Up○

(5)実行可能なメソッドを決定: この場合, 「エアコ
ン.HEATING」と「加湿器.ON」を実行可能

Up○

Up○

⇒Down
⇒ Up○

(4)副作用がユーザ要求を満たすか判断: この場
合, 窓を開けると温度が下がるので湿度を上げ

るために窓を開けるメソッドの起動は不可

窓.OPEN()：温度＊

湿度＊

○○

○○

エアコン.
HEATING()：温度 Up○

DEHUMIDIFY()：湿度Down

×
×

○

○

図 7  環境プロパティの引き継ぎプロセス 
 

4 連続的サービス提供の実現 
ユーザの移動に即した連続的サービス提供を実現

するために，以下に示す 5 つの要素から成る方法を提

案する．要素とその実行プロセスを図 8 に示す． 
(1) マネージャ：部屋単位で管理する．本稿では，部

屋を家庭内で機器が提供するサービスの影響範

囲の単位としたためである．マネージャは部屋に

ある機器とそのサービスを管理する． 



(2) サービス：サービスを提供する主体の機器． 
(3) ユーザ：サービスを受ける主体であり，ユーザは

家の中を移動する．ユーザは快適さの基準として

環境プロパティとサービスプロパティを保持する． 
(4) 環境センサ：部屋内や屋外の環境プロパティ値を

測定する．環境センサは測定した環境プロパティ

値を保持する．窓などの屋外の影響を受ける機

器に対しては，その影響方向を機器に返す． 
(5) 検知センサ：ユーザが部屋に入った場合と，部屋

から出た場合の 2 種類の移動を検知する． 

ユーザの移動により，ユーザが持つサービスプロパ

ティ値と環境プロパティ値に近づけるようにマネージャ

がプロパティの引き継ぎを実行する． 
 

部屋A        部屋A        
移動

(5)検知センサ(5)検知センサ

(A)ユーザ

移動を検知 (1)マネージャ(1)マネージャ

プロパティ

(3)ユーザ(3)ユーザ

(B)プロパティ値を保持

サービスプロパティ値
機器の状態

サービスプロパティ値
機器の状態

環境プロパティ値
ユーザ固有値

環境プロパティ値
ユーザ固有値

機器リポジトリ: 存在

する機器とその振舞い

(4)環境センサ(4)環境センサ

(2)サービス(2)サービス

サービスプロパティ
値: 機器の状態環境プロパティ値: 部屋Aの状態

(C)プロパティ値を

機器に引き継ぎ

 
図 8  連続的なサービス提供の制御モデル 

 
5 プロトタイプによる実験と評価 
5.1 ]プロトタイプシステムの実装 

本稿の提案を評価するために，プロトタイプの実装を

行った．システムの実行環境を以下に示す． 
(1) JDK 1.5_09 
(2) Tomcat 5.5.20 
(3) Apache Axis 1.4 
(4) Phidgets (PhidgetRFIDkit, 4-Motor 

PhidgetServo Kit, PhidgetInterfaceKit8/8) 

Phidgets は，RFID やサーボモータなど，センサと

アクチュエータを USB ポートを介して制御できる[18]．
これを用い，図 9 に示すドールハウスを作成した． 

 

 
図 9 作成したドールハウス 

 

プロトタイプシステムの家庭環境を表2と図10に示し，

システム全体のコラボレーションを図 11 に示す．部屋

は 5 部屋，検知センサとして RFID リーダを用いた． 

Phidgets(RFID)で人の移動を検知し，それにより，

各部屋で提供されるサービスが必要に応じて，Web サ

ービス経由で機器の動作を制御する．各機器の制御

はPhidgetsのサーボモータやLEDを用いて行い，窓

の開閉や，照明の点灯といった働きを行う． 

表 2  プロトタイプシステムで使用する機器 
部屋名 機器名 センサ類名 

廊下 照明 1，照明 2 検知，環境センサ

バス&トイレ 窓，照明 検知，環境センサ

キッチン 窓，照明，カーテン，ヒ

ータ，TV 
検知，環境センサ

リビング 照明，加湿器，床暖

房，エアコン，TV 
検知，環境センサ

寝室 窓，照明，カーテン，

加湿器，エアコン，TV 
検知，環境センサ

屋外  検知，環境センサ
 

キッチン
リビング 寝室

廊下
バス＆トイレ

ドア

ドア

ドア

ドア

照明1 照明2

TV
カーテン

窓

エアコン
加湿器

エアコン

TV

床暖房

照明照明

加湿器

カーテン

窓

ヒータ

照明

照明

窓

検知センサ1 環境センサA

検知センサ2

環境センサB

検知センサ3

環境センサC

検知センサ4

環境センサD
検知センサ5

環境センサE

屋外 検知センサ6 環境センサF

TV

 

図 10 プロトタイプシステムの家庭環境 
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図 11 プロトタイプシステムのコラボレーション 

5.2 プロトタイプシステムのソフトウェア実装 
作成したプロトタイプは 14 クラスから成り，プログラム

行数は 1,882 行であった．表 3 にその内訳を示す． 
プロトタイプシステムのクラス図を図12に示し，各クラ

スの役割を以下に説明する． 

(1) RFIDManager：ユーザの移動を検知する．移動

の種類としては，部屋に「入る」，「出る」の 2 種類

である．検知には RFIDPhidget を用いる． 



(2) RoomManager：各
部屋のサービスを

制御するために部

屋単位で管理する．

部屋の環境やサー

ビスの情報から 4 章

で述べたプロセスに

基づきサービス提

供を促す． 
(3) User：ユーザ毎の

環境プロパティとサ

ービスプロパティの

値を保持． 
(4) WebServiceInvok

e ： RoomManager
から促されたサービ

スを起動する． 
(5) SensorManager ：

部屋や屋外の温度，

湿度，照度などの

環境プロパティを測

定する．また，サービスが環境に与える影響が未

知の場合，SensorManager に問い合わせて影

響を知る． 
(6) EnvironmentMethodName：ユーザの要求を満

たすサービスを選択する． 
(7) ExecutableDeviceList：サービスを提供する機

器の情報を保持する． 
 

5.3 部屋に入った時の処理の流れ 
以下，ユーザが部屋に入った時の処理の流れを説

明し，図 13 に，そのシーケンス図を示す． 
(1) RoomManager はユーザが部屋に入ったという

5.2: inAction()を RFIDManager より受信． 
(2) 部屋に入ったユーザに対してサービスプロパティ

と環境プロパティを7: getUserInstance()により，

問い合わせる． 
(3) 部 屋 に 存 在 す る サ ー ビ ス 一 覧 を 8: 

setAllDirection()で取得． 
(4) 部屋に存在するサービスが環境プロパティに与

える影響を 9: setAllImpact()で判断する．サー

ビス自身で判断できない場合 SensorManager
に 9.1.1: Judge()メソッドで問い合わせ，影響の

方向を知る． 
(5) 10.1.1: setAllUsable()より，(4)で得たサービス

の影響がユーザ要求を満たすか判断する． 
(6) (5)で得たサービスの中で，副作用によってユー

ザの要求を満たさないものを除く． 
(7) 12: selectAllDevicePattern()で実行するサー

ビスの組み合わせを決定する． 
(8) 13: executableWebService()でサービスを起動． 
 

5.4 ユースケースに基づく評価 
静的な環境プロパティと動的なサービスプロパティの

引き継ぎの組み合わせに基づき，次の 4 つのユースケ

ースを抽出して評価した． 
(1) 静的な環境プロパティの引き継ぎ： 

ユーザの移動を通し，部屋に存在する環境プロパ

ティに影響を与える機器がユーザの操作がなくても

環境プロパティを引き継ぐことを確認． 
(2) 副作用を考慮した静的環境プロパティの引き継ぎ： 

複数の環境プロパティを持つ機器が，ユーザの要

表 3 プログラムの規模 
クラス名 LOC

Driver 53
RoomManager 409
User 181
EnvPropName 61
DeviceProp 
Name 

85

DeviceProp 
Detail 

63

Device 58
Method 78
RFIDManager 493
SensorManager 104
Environment 
MethodName 

55

Executable 
DeviceList 

44

Executable 
MethodList 

39

WebService 
Invoke 

159

Total 1882

 
図 12  プロトタイプシステムのクラス図 



求を満たさない環境プロパティを含む場合，サービ

スを制限することを確認． 
(3) 動的なサービスプロパティの引き継ぎ： 

ユーザの移動に際して，テレビのチャンネルなどの

サービスを，異なる部屋でも品質を維持しながら提

供することを確認． 

(4) ユーザとの相互作用がある動的なサービスプロパ

ティの引き継ぎ： 
ユーザがテレビのチャンネルの要求を変更すると，

移動先には変更されたチャンネルが引き継がれる

ことを確認． 

5.5 ユースケースのシ

ナリオに基づく評価の

例 
ユーザの移動を想定

した詳細なシナリオを作

成し，ドールハウス内を

ユ ー ザ に 見 立 て た

RFID タグを移動させて

検証した．詳細は別稿

[13]を参照願いたい． 
(1) シナリオ例 
ユーザ A は夕方 6 時

に帰宅する．廊下を通り，

寝室に行く．その後寝室

でテレビを 3 チャンネル，

ボリューム 4 でニュース

を見てくつろぐ．6 時 30
分，トイレに行きたくなり，

寝室を出てトイレへ行く．

6時 35分，寝室に戻り，

引き続きテレビ番組を見

Room
Manger

Driver
Sensor

Manager

RFID
Manager

RFID
Phidget

Device

Method

WebService
Invoke

<<create>>
1:
<<create>>

2: <<create>>
3:

<<create>>
3.1

<<create>>
2.1<<create>>

4:

<<create>>
5.1

5: RFIDIN_OUT()

DeviceProp
Detail

<<create>>
6.2

<<create>>
6.2.1

8:setAllDirection()

9:setAllImpact()

9.1:setImpact()

9.1.1:Judge()
Environment
MethodName

<<create>>
9.1.39.1.2getImpactMethod()

10:setAllUsableImpact()
10.1setUsableImpact()

10.1.1:setUsable()

11.1avoidSideEffect()
11:avoidAllSideEffect()

11.1.1setUsable()

12.1selectDevicePattern()
12:selectAllDevicePattern()

12.1.1createRunList()

Executable
DeviceList

<<create>>
12.1.1.2:

12.1.1.1.1:getDeviceName()
Executable
MethodList12.1.1.2.1:getMethodName

12.1.3:addRunDevice()

<<create>>
12.1.1.1:

User
EnvProP

Name DeviceProp
Name

<<create>>
6: <<create>>

6.1
5.2:inAction()

7:getUserInstance()

13:executeWebService()

 

図 13  部屋に入った時の処理の流れ 

6:00

6:30

6:35

7:00

7:30

8:00

9:00

屋外廊下 寝室 バス＆トイレ リビング キッチン

T:10
H:45
B:200

（T(温度[度])，H(湿度[%])，B(照度[Lx])）

T:9
H:45
B:190

T:8
H:48
B:250

T:7
H:48
B:230

T:10
H:45
B:200

T:17
H:49
B:190

T:12
H:49
B:185

T:9
H:45
B:190

T:13
H:48
B:175

T:10
H:45
B:180

T:9
H:45
B:190

T:9
H:45
B:180

T:7
H:48
B:225

T:7
H:48
B:220

T:６
H:48
B:215

T:６
H:48
B:205

T:５
H:48
B:200

T:10
H:45
B:180

ＰＣＴＶ（１チャンネル）

T:9
H:45
B:180

時刻

部屋

照明2

エアコン（暖房）
除湿機（ＯＮ）
照明（ＯＮ）

照明2

照明2

エアコン（暖房）
除湿機（ＯＮ）
照明（ＯＮ）

照明

ＰＣＴＶ（３チャンネル，ボリューム4）

照明2

エアコン（暖房）
除湿機（ＯＮ）
照明（ＯＮ）

ヒータ（ＯＮ）

照明（ＯＮ）

エアコン（暖房）
除湿機（ＯＮ）
照明（ＯＮ）

照明2

エアコン（暖房）
除湿機（ＯＮ）
照明（ＯＮ）

TV(3チャンネル，ボリューム4) TV(3チャンネル，ボリューム4)

TV(3チャンネル，ボリューム4)

PCTV(1チャンネル，ボリューム4)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8) (9) (10)

(11)

(12)(13)
(14)

 

図 14  シナリオを通した連続的サービス提供 



る．7 時，食事の準備をしにキッチンへ行く．7 時 30 分，

リビングで夕食をとる．8 時，テレビのチャンネルを１に

変更する．9 時，寝室に戻り引き続きテレビを見る．10
時，テレビの電源を切り，就寝する． 
(2) ユーザ情報 
環境プロパティ (温度：21 度，湿度：50％，照度

400Lx） 
(3) 実行結果 
シナリオ実行に沿った各時刻の環境プロパティ値と

ユーザ移動により起動されたサービスを図 14 に示す． 
 
6 関連研究 

本稿で提案したアンビエントサービス環境とその上

での連続的サービス提供の問題にアンビエントインテリ

ジェンス，SOA，コンテキストアウェアなどの複数の研究

課題にまたがる複合的課題である．また，通信ネットワ

ークから発展したオーバーレイネットワークや，その一

種のサービスオーバーレイネットワーク[6]とも共通する

課題がある[3]． 
(1) アンビエントサービスの概念：2.3 節で議論した

AmI の定義[1]は比較的受け入れられている．しかし，

アンビエントサービスの概念は Loke[12]らが主張して

いるが，広く受け入れられるには至っていない．本稿で，

AmISE の特性として示した環境サービスなどのアンビ

エントサービスの特性を明確にする必要がある． 
(2) サービスの連続性/シームレス性： AmISE のサー

ビス提供は，1 対 1 のサービスの継続ではなく，集合的

継続性を課題とする．サービスの連続性は「シームレス

性」として指摘されている．しかし，シームレス性の定義

は論文毎に個別であり，必ずしも統一されていない[8, 
20]．また，上記のサービス集合の連続性は従来にな

い新しい課題である．そのため，本稿では連続性を用

いた．さらに，サービス競合も重要な課題である[15]． 
(3) アーキテクチャとプラットフォーム：シームレス性な

どの特性を満たすアーキテクチャ，ミドルウェアなど，

様々な課題がある[3, 9, 11, 20]．例えば，携帯電話な

どを対象とするコンテキストアウェアが研究されている[4, 
12]．しかし，本稿で議論した環境との相互作用を含む

連続性の研究は少ない．また，連続性を実現するアー

キテクチャも重要な課題である[3]．今後の研究がまた

れる． 
(4) 応用：応用範囲は，HNSだけでなく，医療システム

[16]，マルチメディアサービス[10]など，広範囲にわた

る．例えば，HNS への応用では，機器のサービスに着

目したHNSが提案されている[7, 9]．しかし，本研究で

提案した環境プロパティは考慮されておらず複雑なコ

ンテキストへの対応は難しい． 
 
7 考 察 

多数のコンテキストが入り混じる環境内でユーザの

操作を必要としない静的環境プロパティとユーザの操

作を受けて変化する動的サービスプロパティの 2 種類

に分離し，それぞれの特性に応じた引き継ぎ方法を提

案した．これによりユーザの移動に応じたサービスの連

続性を，ユーザの少ない操作で実現できたといえる． 
特に，家庭環境におけるサービス提供の特性に着

目し，HNS を対象として，TV などの動的サービス提供

と室温などの静的サービス提供に分離して制御する方

法を提案した点で，サービスの連続性を高めた． 
さらに，環境に対する静的サービス提供の副作用に

対応した引き継ぎやユーザの操作に動的に対応する

サービスプロパティの引き継ぎの実現により，ユーザに

柔軟で高品質なサービス提供が可能となった．本稿の

提案を適用することにより，家庭環境などの快適性，利

便性の向上が期待できる．また，高齢化の進展とデジ

タル機器の操作の複雑化があいまって，高齢者にとっ

て高度なサービスが利用しにくくなっている．本稿で提

案したアンビエントサービスの概念では，環境がサービ

ス提供の負担を担うことにより，ユーザの負担を軽減で

きる．高齢者家庭，あるいは，病院などでユーザの負担

を軽減したサービス提供への適用も期待できる． 
 
8 今後の課題 

本稿ではユーザの移動に対するサービスの連続性

を扱った．しかし，家庭生活ではユーザは同じ部屋に

長時間滞在するなど振舞いは多様である．ユーザが滞

在している時といった時間の概念の導入，個人の嗜好

などのモデル，また，AmISE とサービスの連続性に適

したアーキテクチャの検討を深める必要がある． 
 

9 まとめ 
本稿ではユビキタス社会の課題である複雑なコンテキ

ストの相互作用の中でユーザの移動に対して連続的に

サービスを提供するために，アンビエントインテリジェン

スの概念に基づいた連続的サービス提供モデルを提

案した．ホームネットワークシステム(HNS)のプロトタイ

プを作成し，その効果を評価した． 
本提案方法によって，ユーザの移動に応じて環境を

含むサービス群の引き継ぎが可能となり，一定の品質

でサービスを連続的に提供することが可能となった． 
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