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1. はじめに
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ΝΑの発生位置 ΝΑ保持端末の通信範囲

携帯電話のブロードバンド化や無線 LAN 技術の
発展から，位置情報サービス (LBS:Location Based
Service) マーケットの成長に関心が高まっている．
現在の LBS は，サーバを介して情報の収集・提供
を行っているものが主流である．しかし，サーバに
はリソースの限界があり，また利用者がいる場所で
リアルタイムに発生している情報を，ユーザに提供
するまでに時間がかかるという問題がある．そこで，
NA(Nomadic Agent)[1] を利用して情報収集・提供
を行う

NA とは，発生位置から一定距離の範囲を情報提
供範囲と定め，範囲内にいる端末に対して情報提供
を行う一種の Mobile Agent である．但し，人口密
度の低下などで NA が範囲外に出てしまうと情報提
供を行えなくなる．情報提供範囲外に出た NA が情
報提供範囲内に早急に戻るためには，移動時の端末
選択が重要になる．
NA は一定間隔で行うブロードキャストの返信を
利用して，端末の位置情報を取得する．従来，NA
は取得した位置情報を利用して，情報提供範囲内に
いる NA の発生位置に最も近い端末に対して移動を
行っていた．NA が情報提供範囲内で他端末に移動
できなかった場合には，NA は消滅する．
移動先端末の決定方法として，NA が得る端末の
位置情報と移動方向を利用する方法と，NA を保持
する端末 (NA 保持端末) から 2hop までの端末の位
置情報を利用する方法の二つを提案する．評価とし
て，Random Waypoint 移動モデル [2] を用いたシ
ミュレーションを作成し，NA が情報提供範囲に存
在した累計時間を比較した．

2. NA の移動
NA には発生位置を中心に，移動開始位置と情報
提供範囲と呼ばれる範囲が定義される (図 1)．NA 保
持端末が移動開始位置より外側に存在する時，NA
はより発生位置に近い端末へと移動を行う．
また，NA は情報提供範囲内に存在することで，範
囲内に存在する全端末に対して情報提供を行う．こ
のため，情報提供範囲外に出た NA は，早急に情報
提供範囲内に戻る必要がある．情報提供範囲の半径
は，端末の通信半径の 1/2 で，移動開始位置は情報
提供範囲内に設定される．
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図 1: NA

3. NA の最適な移動先端末の決定方法
NA は，NA 保持端末の通信範囲内で，自身の位
置より一定距離 (本研究では 5m) 以上，発生位置に
近い端末を移動先候補とする．図 2に，候補となる
端末の範囲を示す．
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図 2: NA の移動先候補端末の範囲
次に候補の端末から，以下の 4 通りの方式で移動
先端末を選択する．
方式 1: 情報提供範囲外にいる端末も含めて，最も
NA の発生位置に近い端末を選択する．
方式 2: 候補端末の移動軌跡から，NA の発生位置に
最も接近している端末を選択する (図 3-(a))．
方式 3: 候補端末の予測される移動経路と NA の発
生位置間の距離が，最も小さい端末を選択する
(図 3-(b))．
方式 4: 2hop 以内で最も NA の発生位置に近い端末
を選択し，必要に応じてマルチホップでその端
末へ移動する (図 3-(c))．
図 3-(a)，(b) における t1・t2 は，それぞれ候補端末
の数秒前の位置と現在の位置を表している．図 3-(a)
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表 1: シミュレーション条件
パラメータ

値

シミュレーション時間
シミュレーション範囲
人口密度
歩行者の移動速度

90000 秒
0.5km × 0.5km
40〜200 人 /km2
0.9〜1.7m/s(平均値が
1.3m/s の正規分布乱数)
半径 100m
半径 50m
半径 45m
半径 150m

端末の通信範囲
NA の情報提供範囲
NA の移動開始位置
NA の生存可能範囲

(c): 方式４

図 3: 移動先端末選択方法

における d の値は，候補端末が NA の発生位置に接
近した距離を表し，方式 2 ではこの d が最も大きい
端末を選択する．図 3-(b) における dmin は，候補端
末の予測される移動経路と NA 発生位置間の最短距
離を表す．方式 3 ではこの dmin が最も小さい，つ
まり今後最も NA 発生位置に接近するであろうと思
われる端末を選択する．図 3-(c) における d の値は，
候補端末と NA 発生位置間の距離を表す．方式 4 で
はこの d が最も小さい端末に，必要に応じてマルチ
ホップで移動する．ここで，NA の発生位置に一番
近い 1hop 端末は C だが，NA の発生位置に一番近
い 2hop 端末は D である．よって D に移動するため
に B を移動先端末とする．

4. シミュレーション
4.1. シミュレーション条件
提案方式を評価するためにシミュレーションを行っ
た．提案方式では，NA は情報提供範囲外に出ても
消滅せず，生存可能範囲内にいる間は移動処理を行
う．提案方式 1〜4 と，従来の情報提供範囲内にいる
最も NA の発生位置に近い端末を選ぶ方式について
比較した．シミュレーション条件を表 1に示す．
4.2. 結果
NA が情報提供範囲内に存在できた時間を NA の
稼動時間とした．方式別の結果を図 4に示す．横軸
は人口密度，縦軸は NA の平均稼動時間を指す．
図 4から，方式 1〜4 において従来方式と比べて高
い結果が得られた．これは，情報提供範囲外にいる
端末を移動先の候補にすることの有効性を示してい
る．また，人口密度が 140〜180 人/km2 間で，方式
1 と比べ方式 2〜3 の方式に高い結果が表れた．これ
は，この人口密度において，発生位置に最も近い端
末以外に，移動方向や，2hop 端末の端末位置を考慮
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図 4: 方式別，NA の稼動時間

して端末を選択することで，情報提供範囲内に NA
が長く存在できる状況がある事を示している．

5. まとめ
本研究は，NA の最適な移動先端末の選択方法を，
移動方向と 2hop 端末の位置を考慮した視点で検討
した．従来方式と比べ提案方式で NA の稼動時間を
高めることが出来た．
今後，NA が人口分布と人口密度を把握して，そ
れに応じて移動先端末の決定方法を選択することで，
より NA の稼動時間が高くなると思われる．
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