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はじめに

携帯電話や PDA(Personal Digital Assistant) といったモバ
イル端末は，ここ数年で大きく性能向上や高機能化を果たした．
モバイル端末の高機能化の一つとして，JavaVM の搭載が挙げら
れる．JavaVM の搭載によってマルチプラットフォームで利用可
能な Java 言語で書かれたプログラムが扱えることにより，今後
様々なサービスのプラットフォームとしての利用が考えられる．
また，モバイル端末を意識した通信方式である Bluetooth も，
端末に内蔵した状態で発売され始め，今後普及していくことが期
待される．無線通信方式で現在最も普及している IEEE802.11b
は，安価にネットワークを構築できるため，駅の構内や飲食店
等での利用実験が行われ，様々な場所においてインターネット
に接続できる環境が整い始めている．現在，ADSL，光ファイ
バーにより一般家庭のインターネット接続が高速化されている
のと同様に，無線通信においても高速化が求められるようにな
り，IEEE802.11a，IEEE802.11g といった規格の製品が出始め
ている．また，Bluetooth の次を狙う規格として高速かつ低消
費電力，ネットワーク接続１秒以内を目指した UWB[1] が注目
されており，今後の展望が期待されている．

通信速度 100Mbps という特徴を持つ UWB 環境において，NA
が特定の場所に存在できる確率についてシミュレーションを用
いて評価を行う．

Nomadic Agent(NA) とは
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2.1

Nomadic Agent(NA) とは，ある特定の場所の情報を持ち続
ける機能を持ち，歩行者等の持つ端末間を移動し続ける事によ
り，その場所に情報を残すことができる Mobile Agent である．
図 1で，NA を持つ端末 A が特定の場所以外へ移動しようとす
ると NA はその場所の他の端末 B に移動する．これを繰り返す
ことにより NA は常に特定の場所に存在し，情報を特定の場所
に存在させ続けることができる．
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モバイル端末が進化したことや公共施設の情報化により歩行
者に有益な情報（周辺情報，目的地までの案内情報，交通情報）
を提供しようと研究やサービスが行われている．それらの提供
されているサービスは，地域に密着した情報ではない，情報に
リアルタイム性がない，情報端末等のインフラが必要であると
いった問題点がある．しかし，歩行者が情報を欲しいと思う状
況や場所は，インフラがある場所とは限られず，リアルタイム
な情報や場所に密着した情報が必要であると考えられる．
そこで本論文では，ある特定の場所の情報を持ち続けること
ができる機能を持ち，歩行者の持つモバイル端末間を移動するこ
とで，その場所に情報を残すことができる Nomadic Agent(NA)
を提案する．この NA は，自律的に位置情報を認識し行動可能
なミドルウェアである．そのため，NA の上位層に実装するア
プリケーションにより様々なサービスを展開することが可能で
ある．また，NA を用いて歩行者に情報提供を行う際，歩行者同
士がネットワークを構成することになる．歩行者は常に動くた
め，ネットワークトポロジーの変化に柔軟に対応することが必
要になる．そこで，ネットワーク接続１秒以内を目標とし，最低
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図 1: NA 移動の概要

2.2

NA を利用する環境

• PDA や携帯電話といったモバイル端末．
• Java で書かれたプログラムが扱えること．
• アドホック接続が可能な無線通信（Bluetoot 等）．
• モバイル端末が場所を認識できる（GPS 等）．

2.3

NA を利用した情報提供

NA は，常に自身の位置情報・現在時刻・周辺の NA を利用
する端末を認識している．歩行者への情報提供を NA を利用し
て行った場合，以下のようなものが考えられる．
1. NA を複数用いることによる，周辺状況の情報提供や目的
地までのナビゲーション情報の提供．
2. 店舗情報や突発的なイベント等の情報（時刻と NA の情報
提供範囲を利用した限定的な提供も可能）．
3. NA は位置情報を元に行動するため，NA 自らある特定の
場所に移動し，情報の受け渡しや情報の共有．

2.4

他のシステムとの違い

特定の場所の情報を取得・提供する研究は他にも行われてい
るが，それらと本論文で提案している NA を用いたシステムと
の違いについて述べる．

• NA を用いたシステム
NA を用いたシステムでは，情報の管理は NA が行うため，
一元的に管理するサーバを必要としない．NA が実際に存
在する場所に情報の共有・提供・取得が可能である．また，
複数の NA を使用し広範囲に情報を残す事や，位置情報を
元に NA が行動することを利用し離れた場所への情報の伝
達等に利用することができる．
• その他のシステム
位置情報を元に特定の場所に情報を残すシステム (例：SpaceTag システム [2] 等) では，現在いる場所の位置情報
をサーバーに送信し，その場所の情報を受け取るというも
のである．

NA の設計と実装
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NA はエージェントフレームワーク DASH(Distributed Agent System based on Hybrid on architecture)[3] を用いて作
成されている．DASH については 3.1章で述べる．
NA の開発環境は，Agent フレームワーク DASH-1.9.7g を用
い，プログラム言語 Java version1.4.1Java(TM)Runtime Environmet，Standard Edition を用いた．また，位置情報を取得
するための GPS に I-O DATA 社の CFGPS を用いた．

3.1

DASH について

DASH は千葉工業大学菅原・原研究室で開発されたエージェ
ントフレームワークである．DASH の特徴として以下のような
ものが挙げられる．
• Java 言語で作られているため，マルチプラットフォームで
動作可能．
• ルール型で記述するため，Agent のルール記述が容易に行
える．
• AI 分野の知識が必要なくても，Agent の作成が可能である．

3.2

NA の構造

NA の構造は図 2のように，NA・ Adapter・ Application か
ら構成されている．NA とは，情報の蓄積や位置情報を元に移
動を行う Mobli Agent であり，Adapter とは，情報の収集，位
置情報の取得，NA の位置把握を行う．また Multi Hop 通信時
には Adapter が制御を行う．
• NA
情報の蓄積・端末の把握・位置情報を元に移動を行う Mobile
Agent．
• Adapter
情報の収集・位置情報の取得・NA の位置把握・Multi Hop
通信時の情報制御，NA の起動．
• Application
2.3章で述べた NA を利用し情報提供等行う際，NA に様々
な機能を付加する部分．
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図 2: NA のレイヤー構造

3.3

NA の機能

• 一定間隔で NA は通信範囲内に，他の端末の情報や NA 自
身の情報を提供するためブロードキャストを行う．
• 位置情報を元に行動できる．
• 同じ場所に複数の NA が存在した場合，統合処理を行うこ
とができる．
• 情報の収集・蓄積・提供を行うことができる．
• 様々なアプリケーションの実装が可能．

3.4

NA の移動

NA は Adatper から起動され，起動直後に現在の位置を記憶
する．その時，記憶した位置情報から一定範囲が情報提供範囲
となる．NA は起動すると自身の ID，位置情報，現在存在して
いる端末の IPaddress 等の情報を含んだパケットを通信範囲上
の端末にブロードキャストする．NA のブロードキャストに対
して，他の端末の Adapter は，その情報を保存し自身の位置情
報，IPaddress 等の情報を NA に返信する．NA は，他の端末
からの返信パケットにより周辺の端末の位置情報を知り，自身
との距離等を把握する．NA の存在する端末が一定距離以上そ
の場所から離れると，NA は自律的に，現在保持している周辺
の端末情報から，自身が発生した初期位置に近い端末へ移動を
行う．
また，NA は位置情報を元に行動するという特徴を活かし，
特定の場所から特定の場所へ移動させることも可能である．

今後の予定と評価方法
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• NA の最上位レイヤーであるアプリケーションで，様々な機
能を実装するためには，高速な通信ができる事が望ましい

現在 NA は，Bluetooth で接続されたノート PC 上で擬似的
な位置情報を元に動作することが確認済である．擬似的な位置
情報は，I-O DATA 社の CFGPS で取得できるデータと同じ形
式である．今後以下にあげる未実装の機能の実装と拡張を行っ
ていく予定である．また，実際に NA にアプリケーションを実
装し評価を行っていく予定である．

• 同一場所に複数の NA が存在した場合の統合処理．
NA の通信範囲に他の NA が存在する場合，NA 同士の統
合処理を行い，その場所に存在する NA の数を一つにする．
その場合の，NA に実装されるアプリケーションが別の場
合は統合を行わない等の処理．
• NA の移動先に端末が無い場合の処理．
NA が存在する端末が一定以上移動すると，NA は自律的
に位置情報を元に特定の場所に戻ろうとする．その際に，
特定の場所に移動可能端末が存在しない場合，特定の場所
以外に存在する端末に移動することで戻ろうとする知識処
理を加える必要がある．

UWB 環境における NA の評価
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UWB とは，IEEE(Institute of Electrical and Electronic
Engineers:米国電気電子技術者協会)802.11 Study Group 3a が
規格化している無線通信技術である．
NA を用いて歩行者に有益な情報を提供する場合，歩行者の持
つモバイル端末同士でネットワークを構成することになる．ネッ
トワークを構成する歩行者は常に移動しているためトポロジー
の変化に柔軟に対応できることが必要になる．5.1では UWB の
特徴を挙げ，UWB を NA に適用する事について考察を行う．

5.1

UWB の特徴と NA のネットワーク

UWB の特徴

• NA は位置情報を利用して行動するため，NA と他の端末
との距離が分かれば行動がより正確に行える．
• 通信範囲は広ければ広いほど，NA の生存率の向上や，情
報提供の範囲に自由度が増す．
UWB の特徴と NA 利用に求められるネットワークより，UWB の特徴 1〜3 は NA にはメリットして考えられる．UWB の
特徴 4 の通信範囲が 10m 以内というのは，NA の情報提供範囲
や NA の移動には不利だと考えられる．NA の情報提供範囲に
関しては，NA からの情報を端末から端末へと Multi Hop させ
ることにより解決できると考えられる．また，通信範囲の 10m
に関して，NA の直接通信範囲に存在する端末数や GPS 等から
取得する位置情報の誤差，さらに NA が端末から端末へ移動す
るタイミングなどにより，NA が特定の場所に存在できる確率
が変化すると考えられる．他の通信技術に比べ UWB の特徴で
ある測距ができるというメリットは，通信を行いながら互いの
距離を測る事が可能であり，その精度は GPS の位置精度よりも
高い．測距ができる事で NA が移動する対象との距離測定等に
利用できると考えられる．

5.2

シミュレーションについて

歩行者のモバイル端末で構成されるネットワーク上で NA が
NA の有効範囲に存在していられた時間を評価対象としてシミュ
レーションを行った．図 3の初期状態は端末 A に NA が存在し
ている状態である．そこで，端末 A がその場所から移動を行う．
NA の初期位置から一定以上離れると NA は移動の開始を始め
る．その状態が NA 移動開始状態である．NA 移動開始状態に
おいて，NA は有効範囲に存在する端末 C に移動を行うが，も
し，端末 C がいなければ有効範囲に移動可能端末がないとみな
されて NA が消滅すると設定した．

1. 使用帯域幅は数 GHz わたる超広帯を使用することにより
100Mbps を越える通信速度で通信が可能．

NA移動開始状態

初期状態

2. ネットワークへの加入に関する時間は約 1 秒以内を目指し
ている．

B
A

B

A

C

3. 測距ができる．

C

4. 通信範囲が半径 10m 以内である．
NAの有効範囲
端末の通信範囲
Nomadic Agent
端末の移動

表 1: 通信技術の比較
規格

IEEE802.11b

Bluetooth

UWB

伝送速度
通信範囲

11Mbps
50〜100m

1Mbps
10〜100m

100Mbps
10m

NA 利用に求められるネットワーク
• 歩行者の端末を利用したアドホックネットワークであるた
め，常に移動し続けている事を前提とすると，ネットワー
クへの加入が早い方が良い．

図 3: NA の有効範囲

5.2.1

今回想定した環境

今回想定した場所は，京成新津田沼駅前の交差点とし，事前
におおよその面積と人口密度を測定した．その結果を表 2にま
とめた．

表 2: 今回想定した環境

5.2.2

項目

値

測定時間
面積
人口密度
平均人口密度

30 分
15 × 15m2
4.4〜11.1 人 (/100m2 )
8.92 人 (/100m2 )

シミュレーションのパラメータ

表 2を元に，シミュレーションにおけるパラメータを表 3の
ように設定した．UWB の通信範囲が 10m であるため，シミュ
レーション想定面積を広くし，それに合わせた人口密度を設定
した．端末を保持する歩行者の速度も，実際に一定時間測定し
た値を元に設定した．NA の容量は，NA 自体の容量でありアプ
リケーション等実装した場合の情報容量は含まれないものとし
た．また，NA の機能であり，他端末の情報を把握するブロー
ドキャストは 2 秒間に 1 回とする．

は指数関数的に伸びており，NA が特定の場所に存在できる確
率が向上しているといえる．また，人口密度が高い時にグラフ
が乱れているが，これは，NA が消滅しづらくなっているため，
消滅した NA のサンプル数が十分に取れなかったためだと考え
られる．
今回シミュレーションの想定環境である平均人口密度 8.92 人
(/100m2 ) において，NA は約 1 時間 10 分生存していることに
なる．想定環境が駅前であることを考えると十分な生存時間を得
られたと考えられる．また，今回のシミュレーションでは，NA
が有効範囲内から外れたときに消滅とした．しかし，NA は位
置情報を元に行動することが可能である．そのため，移動開始
位置の時点で有効範囲内に移動の対象端末が無くとも，一時的
に他の端末に移り有効範囲内に戻ろうとすることが可能である．
こういった事を取り入れることで NA の生存時間は向上すると
考えられる．また，いつでもどこでも簡単に情報提供の場所を
構築できるということを考えれば 2.3で挙げた情報提供の例に対
応可能だと考えられる．
今後以下の点をシミュレーションにて，検証する必要がある
と考えられる．

• NA が位置情報を認識し行動できることを利用した，有効
範囲内へ戻ろうとする知識を加えた有効範囲内への生存率．

表 3: シミュレーションのパラメータ
パラメータ

値

想定面積
人口密度
人の歩行スピード

37 × 37m2
1.31〜15.92 人 (/100m2 )
0.9〜1.7m/s
(平均値 1.3 とする乱数)
20%
90kB

NA の発生割合
NA の容量

5.3

• NA が存在する端末のユーザが有効範囲から離れていく際，
NA が他端末への移動開始処理を行う距離．
• NA が移動する際の情報である他端末の位置情報などを取
得するブロードキャストを何秒間隔で行うか．
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シミュレーション結果と考察

図 4は各人口密度において，発生させた NA の生存時間であ
る．横軸はシミュレーション環境上の人口密度 (/100m2 ) であ
り，縦軸はシミュレーション時間中に NA が有効範囲内に存在
できた時間を平均で表したものである．グラフ内において網が
かかった部分は，表 2の想定環境の人口密度の範囲を表したも
のである．

平均生存時間(秒)

100000

本論文では，固定インフラに依存せずに様々な情報提供に利
用可能だと考えられるミドルウェアとして Nomadic Agent を
提案した．今後，無線通信技術の更なる普及と情報端末への標
準搭載により NA を利用するメリットは大きくなると考えられ
る．今回のシミュレーションの結果により NA を用いて歩行者
に情報提供を行う場合，平均人口密度が 11 人 (/100m2 ) を越え
ると有効範囲から外れる確率は非常に低いと考えられる．また，
実際の NA の利用において重要となる GPS の精度に関しても今
後良くなるとことが想定される [4]．こういったことより，NA
を用いていつでもどこでも，情報提供の場所が作ることができ
ると考えられる．
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