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モバイル・ユビキタス環境における
実世界およびWeb情報世界での移動履歴に基づく実空間アクセス制御
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あらまし 近年，急速に普及してきた携帯電話などのモバイル端末を用いることで，実世界を移動し何らかの活動を

しながら，Web情報世界をも同時に移動し閲覧することができるようになった．よって，ユーザの行動履歴としては，

実空間（地理的位置）から構成されている実世界における移動履歴と，Webページから構成されているWeb情報世界

でのアクセス履歴の二種類が考えられる．今後，モバイル・ユビキタス環境の整備が進められ，実空間に埋め込まれた

ディスプレイやスピーカーなどの出力デバイス，広告ポスターや絵画などのモノ（非デバイス）が発信している情報

までもがコンピュータリーダブルになり，実世界とWeb情報世界との関係はより一層密接なものになっていくであろ

う．本研究では，このような状況に対して，実世界に存在する情報とWeb情報世界を構成するWeb情報とが協調連

携できる仕組みの実現を目指している．従来のように，ユーザの閲覧履歴として，ユーザの個人用のモバイル端末で

直接的に視聴した情報だけを蓄積するのではなく，ユーザが訪れた実空間内に物理的に存在したモノやデバイスから

出力されていた情報も，ユーザが間接的に視聴した情報であり，ユーザの閲覧履歴として蓄積する．また，実世界で

の移動履歴に基づいてWebページのアクセス制御をしたり，Web情報世界でのアクセス履歴に基づいて実空間のアク

セス制御をしたりするというクロスワールドなアクセス制御を提案する．特に，実空間アクセス制御について述べる．
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Abstract There are two worlds: one is the real world that consists of real spaces (= geographical locations), and the other is

web information world that consists of web pages. We always move around in the real world, and sometimes also access in the

web information world through our own computing devices. So, as our context, we have movement history in the real world

and access history in the web information world. As mobile and ubiquitous computing environment has been improved and

maintained better, these two worlds have come closer together. In this paper, we propose two type of cross-world access con-

trol: one is user’s movement history in the real world based access control over a web information, the other is access history

in the web information world based access control over a real space. And our proposed system accumulates as user’s context,

not only what information in the web information world a user accesses directly through his/her own computing device, but

also what information in the real world he/she sees and hears indirectly through something and embedded output devices in

his/her visited space.
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1. は じ め に

近年，携帯電話などのモバイル端末が広く普及し，モバイル

環境からインターネットサービスにアクセスする機会が飛躍的

に増えてきた．当初，インターネットサービス（WWWなど）

は，固定計算機環境からのアクセスが想定されており，ユーザ

の実世界での地理的な位置を考慮して，デジタル情報へのアク

セス制御を行ったり，コンテンツを動的に再構成したりする仕

組みはなかった．しかし，WWWの利用が一般に広がるにつれ

て，実世界に在る施設や店舗のデジタル情報も多く載せられる

ようになり，固定環境からのアクセスであっても，その地理的

な位置に基づいて情報を検索したり，コンテンツを適応化させ

たりする必要性が増してきた．さらに，昨今，モバイル環境が

整備され，実世界を移動しながらインターネットサービスにア

クセスすることは日常茶飯事になり，GPSなどの測位技術も衆

知され始めたのに伴い，動的に変化するユーザの地理的な位置

に応じた情報サービスへの必要性が非常に高まって来ている．

一般向けのビジネスサービスとしては，ユーザの現在位置を地

図上に表示して，周辺の施設や店舗などの地域情報を閲覧でき，

目的地までナビゲーションしてくれるサービスがある．

地理的位置に応じた情報サービスの必要性に対する研究とし

て，ユーザの地理的位置に基づいてデジタル情報へのアクセス

制御を行うシステムがある．垂水らは，デジタル情報（SpaceTag

オブジェクト）に位置と時間の属性を作成者が記述しておくこ

とにより，特定の時間，特定の場所にいるユーザだけに限定し

て，そのデジタル情報にアクセスすることを可能にするシステ

ムを提案している [1]～[3]．さらに，清光らは，あるデジタル

情報（Webページ）を何処で既に閲覧済みか，あるいは，未閲

覧であるか，ユーザのアクセス履歴と地理的な位置の両方を組

み合わせて，デジタル情報に何処からアクセス可能かを作成者

が制御したり，コンテンツを動的に再構成したりする仕組みを

提案している [4], [5]．これらの研究では，リソースとしてデジ

タル情報に注目しており，その属性としてアクセス可能な地理

的位置を作成者が記述することができる．しかし，一方で，実

空間（地理的範囲）に注目して，その場所にいるユーザがアク

セス可能なデジタル情報の条件を空間管理者が記述することは

できない．空間管理者とは，土地所有者に始まり，建物所有者，

部屋使用者などであり，単一の実空間においても複数の空間管

理者が存在し得，階層的な権利移譲関係を持っている．ある場

所にいるユーザがアクセス可能なデジタル情報の条件を，その

実空間の管理者が制御できないと，例えば，

• 実世界で行われているサービスや活動と関連しない，ま

　　　たは，意図が衝突したデジタル情報が提供されてしまう．

• ある時空間に限定された魅力的なデジタル情報が，空間

　　　管理者の知らぬ間に配信されてしまうと，多数のユーザ

　　　がその実空間内へ突然に流入して来るかもしれないが，

　　　それを空間管理者は事前に予想することができない．

• 河川や線路内などの物理的に入ることが危険な場所に対

　　　してであっても，その実空間からだけにアクセス限定し

　　　たデジタル情報を提供できてしまう．

など，様々な社会的問題が起こることが容易に想像できる．我々

は，実空間で元々行われている物理的なサービスや活動と，その

上に追加拡張されるデジタル情報との意図が衝突せず，さらに

は，互いが協調連携することにより相乗効果や新しい価値を生み

出せる仕組みを目指して，SAIC（Spatial Access and Install

Control）モデルおよび条件記述言語を提案してきた [7]．

今後もさらに，実世界とデジタル情報世界（WWWなど）と

の関係は，より密接なものになっていくことが予想される．実

世界に設置されたディスプレイやスピーカーなどの出力デバ

イスの多くがネットワークに接続され，さらには，実世界に存

在するあらゆるモノ（非デバイスまで）に RFIDタグなどのユ

ニークな ID が付与され始めており，実世界に在る情報もコン

ピュータリーダブルになってきている．本稿では，整備が進め

られているモバイル・ユビキタス環境を想定し，ユーザの閲覧

履歴（コンテキスト）として，個人用のモバイル端末を通して

直接的に視聴された情報だけでなく，ユーザが訪れた実空間が

どんなモノやヒトを内包していたか，どんなデジタル情報が埋

め込みデバイスから出力されていたかといった実世界から間接

的に視聴された情報についても蓄積するように拡張する．また，

ユーザの実世界での移動履歴と Web情報世界でのアクセス履

歴を互いに組み合わせて，ユーザのプロファイルおよび現状に

応じてデジタル情報へのアクセスを制御したり，ユーザが利用

中の実空間の情報環境やコンテンツを動的に変化させたりする

ことができる仕組み，クロスワールドなアクセス制御を提案す

る．これらの技術により，実世界が持っている情報とWeb情報

世界が持っている情報（Webページなど）とが，より協調的に

連携することを可能にする．

以降，2章では，実世界とWeb情報世界における移動履歴を

拡張定義し，実世界から間接的に視聴された情報の蓄積につい

て述べる．次に，3章では，実空間におけるアクセス制御シス

テムについて，Webページにおけるアクセス制御と対比させな

がら述べる．さらに，4章では関連研究を挙げ，本稿で提案し

ているアクセス制御との比較を行う．最後に，5章で本稿をま

とめ，今後の研究課題などについても触れる．

2. 実世界とWeb情報世界での移動履歴の拡張

本研究の目的は，モバイル・ユビキタス環境におけるアクセ

ス制御である．ユーザに対して，実空間やWeb情報といったリ

ソースへのアクセス行為を制御する条件を記述するためには，

その条件が対象とするユーザ，実空間，Web情報が何であるか

を特定付けられる必要がある．従って，本稿における各々のプ

ロファイルを定義する．ユーザは，常に実世界に存在しながら，

デバイスを通して Web情報世界にもアクセスすることもでき

る．よって，ユーザのコンテキストとして，実世界における移

動履歴と Web情報世界における閲覧履歴の二種類を持つ．ま

ず，実空間のプロファイルを定義し，その上で，ユーザのプロ

ファイルを定義する．次に，実空間やWeb情報，モノなどのリ

ソース権利者がアクセス制御条件を記述する際，アクセス行為

者であるユーザを指定する方法について述べる．



2. 1 実空間のプロファイル

従来，実世界での移動履歴としては，ユーザの地理的な位置

のみを蓄積することが多く，地理情報システム（GIS）などと

組み合わせたとしても，どんな名称の場所や施設に訪れたこと

があるかといった情報を得られるに過ぎなかった．しかし，静

的な地理的位置や名称だけではなく，動的に変化する活動を表

すコンテンツなども，実空間を特徴付けている要素である．ま

た，従来，ユーザが視聴した情報として履歴を蓄積するのは，

ユーザが持ち歩いている個人用のモバイル端末から出力された

情報だけであった．しかし，実世界に置かれているディスプレ

イやスピーカーからも情報は出力され，また，非デバイスのモ

ノ（ポスターや展示物など）も情報を発しており，ユーザは近

くを通ることで，意図的ではないかもしれないが間接的に，受

動的に情報を視聴している．ユビキタス環境が整備されること

で，実世界が物理的に持つ情報もコンピュータリーダブルにな

り，ユーザの閲覧履歴として取り扱うことができるようになる．

図 1 実世界が持つ情報の間接的な視聴

従って，実空間を特徴付けている要素としては，

• 地理的な範囲

• 名称（場所名，施設名など）

• 実空間内に存在するコンテンツ

• 照明，空調，BGM

などが考えられる．特に，本研究では，実空間内に存在するコ

ンテンツ（モノやヒト，デバイスから出力されている情報）に

ついて注目する．本稿では，実空間のプロファイルを，

space := (sid, geoArea, sContents)

と表す．但し，sidは実空間の識別 ID，geoAreaは地理的な範

囲（経度，緯度，高度）である．さらに，モノやデバイスから

の出力情報といった実空間内コンテンツ履歴 sContentsは，

sContents := {(content, term), ...}
content := mono | info | user

mono := (mid, mContents)

info := (iid, iContents)

term := (fromTime, toT ime)

と定義する．但し，midはモノの識別 ID，mContentsはモノ

が持つ情報コンテンツであり，情報への参照 ID やコンテンツ

そのものを格納した RFIDタグをモノに貼付することなどで

実現される．また，iidは情報の識別 ID（Web情報の URLな

ど），iContentsは情報のコンテンツ（Web情報の HTML ソー

スなど），term はコンテンツが実空間内に存在した期間であ

る．userに関しては，次節でユーザのプロファイルとして定義

する．実空間内コンテンツ履歴により，ある実空間内において，

いつ，どんなモノやユーザが内包され，どんなWeb情報がデ

バイスから出力されていたかという履歴が蓄積される．

2. 2 ユーザのプロファイル

ユーザのプロファイルとしては，個性を表現する静的な個人

情報と，動的な活動履歴とから成る．また，ユーザは実世界と

Web情報世界という二つの世界で活動するため，各々の世界に

おける履歴が得られる．Web情報世界における履歴とは，ユー

ザ個人用の端末から直接的に視聴されたWeb情報の履歴であ

る．一方，実世界における移動履歴として，前節の実空間プロ

ファイルを用いることで，訪れた場所の地理的位置や名称だけ

でなく，その実空間にどんなモノやヒトがいて，どんなWeb情

報がデバイスから出力されていたか，実世界から間接的に視聴

された情報についても履歴も蓄積する．

従って，本稿では，ユーザのプロファイルを，

user := (uid, property, context)

と表す．但し，uid はユーザの識別 ID，property は個人情報

（年齢，性別など）である．さらに，ユーザのコンテキストは，

実世界における移動履歴 accessRW とWeb情報世界における

閲覧履歴 accessIW から成り，各々，時間軸により，

context := (accessRW, acceessIW )

accessRW := {(space, term),…}
accessIW := {(info, fromInfo, term),…}

と定義する．但し，spaceは前節で定義した実空間のプロファ

イルであり，どんなモノやヒトがいたか，どんなWeb情報がデ

バイスから出力されていかというデータも含むことができる．

また，fromInfoとは，どの Web情報からリンク巡行して来

たかを表し，空（void）の場合もある．

2. 3 アクセス制御条件記述におけるユーザ指定

ユーザに対するアクセス制御条件をリソース権利者が記述す

るためには，その条件が対象とするユーザを特定付ける必要が

ある．ユーザの識別 ID や個人属性で指定することも多いが，

本稿では，ユーザの活動履歴で指定する方法について述べる．

ユーザのコンテキストは，実世界と Web情報世界という世界

の違いで大別できるだけでなく，時間性の違いにより，

（1） 現在，どんなコンテンツを持つ実空間に滞在していて，

　　　同時に，どんな情報をモバイル端末で視聴しているか

（2） 過去に，どんなコンテンツを持った実空間を訪れて，同

　　　時に，どんな情報をモバイル端末で視聴したか



という二種類に分けることができる．よって，本稿では，次の

ような記述方法で，条件の対象ユーザを指定する．

Ruleuser := (uid, property, context)

context := (now, history)

now := (space, info)

history := {(hid, space, info, term), ...}
term := (from, to)

from | to := (hid, dateT ime)

例えば，あるリソースにアクセス可能なユーザの条件として，

context1 = (void, (h1, s1, w1, void), (h2, s2, w2, (void, t2)))

と記述すると，実空間 s1で情報 w1を過去のいつかに見て，か

つ，実空間 s2で情報 w2を時刻 t2までに見たユーザを条件指

定することができる．この条件記述では，実空間 s1で情報 w1

を見たのが先なのか，実空間 s2 で情報 w2 を見たのが先なの

かという時間的な前後関係は指定されていない．次に，

context2 = (void, (h1, s1, w1, void), (h2, s2, w2, (h1, t2)))

と記述すると，過去に，実空間 s1で情報 w1を見た後，実空間

s2で情報 w2を時刻 t2までに見ユーザを条件指定することが

できる．この条件記述では，実空間 s1で情報 w1を見たのが，

実空間 s2で情報 w2を見たのよりも先であると指定している．

hidを用いることで，前後関係を指定できる．さらに，

context3 = ((s3, w3), (h1, s1, w1, void))

と記述すると，過去に，実空間 s1 で情報 w1 を見たことがあ

り，現在進行形として，実空間 s3で情報 w3を見ているユーザ

を条件指定することもできる．

図 2 条件 context1 が指定するユーザのコンテキスト

図 3 条件 context2 が指定するユーザのコンテキスト

図 4 条件 context3 が指定するユーザのコンテキスト

3. 実空間アクセス制御

実空間とは，実世界において，ある特定の地理的な範囲を

持った空間であり，様々なモノやヒトが動的に出入りし，デジ

タル情報を出力するディスプレイやスピーカーを内包する．本

稿では，モノやヒトに対して，実空間への物理的な出入りを制

御するため，開閉を電気的に制御できる出入口があり，ここ以

外からは出入りできないような建物や部屋といった実空間を想

定している．また，出入口では RFIDリーダなどによりモノや

ヒトのプロファイルを読み取り，どんなモノやヒトを内包して

いるかを把握する．一方，Web情報に対して，実空間内デバイ

スへの出力を制御するため，実空間の周囲に電波シールドを張

り，インターネットへのアクセスは，実空間が管理するアクセ

スポイントを通してのみに限定する．これにより，どんな情報

がデバイスから出力されているかを監視，制御できる．

図 5 実空間アクセス制御の登場人・物

実空間のアクセス制御は，実世界に閉じた中での制御と，実

世界と情報世界との間での制御とに大別して考えることができ

る．前者としては，ユーザやモノが，当該の実空間に他の実空

間から入ったり，当該の実空間から他の実空間へ出たりする行

為を制御する．後者としては，ユーザが個人用のモバイル端末

を通して，当該の実空間からWeb情報にアクセスする行為，当

該の実空間内に存在するディスプレイやスピーカーからWeb情

報が出力される行為を制御する．

また，実空間のアクセス制御は，ユーザが当該の実空間に出

入りする行為に対する制御（1）と，当該の実空間に入ったユー

ザに視聴させるコンテンツの制御（2）とに大別することもでき

る．前者は，情報世界において，地理的に何処にいればアクセ

ス可能であるか，どのWeb情報からのリンク，どのWeb情報へ

のリンクは巡行可能かを制御することに相当する．一方，後者

は，Web情報のコンテンツを，アクセスして来たユーザのプロ

ファイルに応じて再構成する制御に相当する．実空間のコンテ

ンツとしては，その実空間が物理的に内包しているモノ，ディ

スプレイやスピーカーから出力されている情報といった空間利

用者群で共有されるものと，ユーザが個々独立にモバイル端末

を通してアクセス可能な情報とがある．もちろん，個人用のモ

バイル端末を通して情報にアクセスしたとしても，その情報を

周囲の他者が視聴することは可能であり，モバイル環境では多

くの場合，他者にも影響を与えることに留意する必要がある．



Web情報は，あるユーザがアクセス要求すると，そのコピー

がユーザのデバイス上にダウンロードされる．よって，同じ識

別 ID（URLなど）を持つ情報であっても，実際に閲覧できるコ

ンテンツはユーザごとに異なっているかもしれない．また，あ

るユーザのアクセス行為に対して，他のユーザのアクセス行為

が影響を与えることは珍しい．もちろん，アクセスが集中して

いる場合にアクセス拒否されたり，ネットワークゲームのよう

にWeb上に作られた場を共有したりすることはある．よって，

Web情報のコンテンツは，個人適応化（パーソナライズ）され

ることが多い．一方，実空間では，同時に空間を利用している

複数のユーザ群に適応化する必要がある．さらに，公共空間を

想定した場合，この複数ユーザ群は，オフィス空間のように類

似した目的を持ったユーザから成る静的なグループではなく，

異なった価値観を持ったユーザから成る非常に動的な集合であ

るため，ユーザ間で意図の衝突は避けられない．よって，実空

間の管理者が，その空間内でのルールをトップダウンに記述し

たり，ユーザ群の意図を調停したりできる仕組みが必要がある．

本稿では，実空間におけるアクセス制御に関して，以下のよ

うに分類し，Web情報におけるアクセス制御と比較しながら，

次節以降，順に述べていくことにする．

（1） ユーザに対する実空間への入出制御

• 実空間管理者の意図に基づく入出制御

• 実空間内コンテンツに基づく入制御

（2） 実空間内のコンテンツ制御

• モノに対する実空間への入制御

• Web情報に対する実空間内デバイスへの出力制御

3. 1 ユーザに対する実空間への入出制御

ユーザが，当該の実空間（建物や部屋など）に他の実空間か

ら入ろうとしたり，当該の実空間から他の実空間に出ようとし

たりする際に，ユーザのプロファイルと当該の実空間が持つ入

出制御条件をチェックし，その可否を判定する．実空間は，ユー

ザに対する入出制御条件として，次の二種類の条件を持つ．

（1） 空間管理者の意図に基づく条件 Rsa

（2） 実空間内コンテンツに基づく条件 Rcontents

従って，ユーザに対して，実空間の出入口でチェックされる

入出制御条件は，上記の二種類の条件の論理積（∧）を取り，

Ruser := Rsa ∧Rcontents

で求めることができる．

3. 1. 1 実空間管理者の意図に基づく出入り制御

実空間が持つ空間管理者の意図に基づく入出制御条件 Rsa

とは，その実空間を管理している空間管理者だけが論理的に記

述することができ，その条件に基づいて出入口でユーザの出入

りが物理的に制御される．空間管理者とは，土地所有者，建物

所有者，部屋使用（賃貸）者などであり，単一の実空間（地理

的範囲）に対して，階層的に複数の空間管理者が存在し得る．

親管理者から子管理者へ権利が部分的に移譲されており，現実

的には，単一の実空間に存在する複数の空間管理者は単純に

同格ではない．しかし，権利委譲を記述する方法に関しては，

SAIC モデル [7] の中で既に提案しており，本稿では単純化し，

同格として扱うことにする．ある実空間に N 人の空間管理者

sa1, sa2, ..., saN がおり，各々がユーザに対する出入り制御条

件 Rsa1 , Rsa2 , ..., RsaN を記述しているとすると，

Rsa :=

N∧
i=1

Rsai := Rsa1 ∧Rsa2 ∧ ... ∧RsaN

となる．また，各空間管理者が記述する条件は，

Rsai := (RuleinUser, RuleoutUser, sContents, time)

と表される．但し，RuleinUser は実空間に入ることができる

ユーザの条件，RuleoutUserは実空間から出ることができるユー

ザの条件であり，2章 3節で述べた記述方法により指定される．

また，sContensは実空間内にどんなコンテンツがあるかとい

う条件，timeは時刻に関する条件である．

図 6の例では，初め，実空間には何も条件が記述されておら

ず，誰でも出入りすることができる．ここで，実空間の管理者

が条件 Rsa を論理的に記述すると，その実空間の出入口におい

て，条件 Rsa に基づいて入出制御されるようになる．例えば，

あるオフィスにおいて，オフィス所有者が，そのオフィスに出

入りできるユーザの条件を記述したり，オフィスにある個室の

使用者が，その個室に出入りできるユーザの条件を記述したり

する．また，実空間内のユーザに対して，あるWeb情報を閲覧

してからでないと，この実空間から出れないといった条件も記

述でき，広告情報を効果的に視聴させたり，実世界ゲームなど

のアトラクションとしても応用したりもできる．

図 6 空間管理者の意図に基づく入出制御条件

3. 1. 2 実空間内コンテンツに基づく入制御

実空間が持つ実空間内コンテンツに基づく入出制御条件

Rcontents とは，その実空間が物理的に内包しているモノや共

用デバイスから出力される Web情報に対して，その権利者が

予め記述した視聴条件に基づいて動的に総合的に決定される．

非デバイスのモノ（ポスターや展示物など）を閲覧させないた

めには，そのモノが置かれている実空間にユーザを物理的に入

れないようにする必要がある．また，個々のモバイル端末で出

力するWeb情報をアクセス制御するのとは異なり，共用デバイ

スに出力されている Web情報を閲覧させないためには，その

デバイスが置かれている実空間にユーザを物理的に入れないよ

うにすればよい．一方，リソースに記述されたアクセス制御条

件を満たさないユーザには視聴させないことが目的であるので

あれば，ユーザが実空間から出る行為に関しては制御する必要

性（根拠）はなく，ユーザは実空間から自由に出ることができ



ても良い．もちろん，あるモノが実空間内にある間，あるWeb

情報がデバイスから出力されている間は出られないといった条

件を記述し，出制御することも可能である．

実空間内コンテンツに基づく入制御条件は，実空間内に在る

M 個のモノに基づく条件 Rmono と，デバイスから出力されて

いる L個のWeb情報に基づく条件 Rinfo との論理積を取り，

Rcontents := Rmono ∧Rinfo

Rmono :=

M∧
j=1

Rmonoj and Rinfo :=

L∧
k=1

Rinfok

で求めることができる．また，個々のモノやWeb情報に対して

リソース管理者が記述する条件は，

Rmonoj | Rinfok := (Ruleuser, sContents, time)

と表される．但し，Ruleuser はモノやWeb情報を視聴可能な

ユーザの条件であり，2章 3節で述べた記述方法により指定さ

れる．また，sContensはモノやWeb情報が出力されているデ

バイスを内包している実空間内に他にどんなコンテンツがある

かという条件，timeは時刻に関する条件である．

図 7の例では，初め，実空間内に何もモノはなく，空間管理

者によって実空間に記述された条件 Rsa だけを満たせば，ユー

ザは出入りできる．ここで，モノ管理者によって条件Rmonoが

記述されたモノが実空間内に物理的に入ると，条件 Rsa と条件

Rmono の両方を満たすユーザだけが出入りできるようになる．

例えば，ある書類に対して，その作成者が，閲覧可能なユーザ

の条件を記述した RFIDタグを貼っておき，ある個室にその書

類が持ち込まれると，その個室に入ることができるのは，その

書類が持つ閲覧条件を満たすユーザに限定されるようになる．

図 7 実空間内のモノに基づく入制御

また，図 8の例では，初め，実空間内に置かれた共用ディス

プレイからは何も出力されておらず，その出入口では，空間管

理者によって実空間に記述された条件 Rsa のみがチェックされ

る．ここで，情報管理者によって条件 Rinfo が記述されたWeb

情報が，実空間内に置かれたディスプレイから出力されると，

その実空間の出入口において，条件 Rsa と条件 Rinfo の両方

を満たすユーザだけが出入りできるようになる．

図 8 実空間内デバイスの出力情報に基づく入制御

3. 2 実空間内のコンテンツ制御

前節では，空間管理者の意図や実空間内コンテンツに基づい

て，ユーザに対して，実空間への出入りを物理的に制御した．

一方，本節では，実空間を利用中の複数のユーザ群に基づいて，

モノや Web情報に対して，実空間への出入りを制御すること

で，実空間内のコンテンツをユーザ群に適応化させる．

3. 2. 1 モノに対する実空間への出入り制御

非デバイスのモノ（ポスターや展示物など）も物理的に情報

を持っており，その情報を閲覧できるユーザを限定する必要性

はある．モノ所有（提供）者は，モノを閲覧できるユーザの条

件を RFIDタグなどに記述し，そのモノに貼付しておく．そし

て，アクセス制御条件を満たさないユーザが既に存在する実空

間にはモノが入れなくすることで，条件を満たすユーザだけに

閲覧されることを保証できる．また，空間管理者の意図に基づ

いてユーザの出入りを制御するのと同様に，空間管理者が，あ

る特定のモノの出入りを制御することもできる．

図 9 モノに対する実空間への入制御

実空間内のコンテンツ制御は，Web情報におけるコンテンツ

再構成に相当する．つまり，ユーザがアクセスした際，Web情

報が持つコンテンツ全体のうち閲覧可能なコンテンツのパーツ

を選択し，組み立てることである．但し，本稿では，出入りだ

けを制御し，実空間内でのモノの物理的なレイアウトを制御す

ることは扱っていない．従って，Web情報において，閲覧可能

なコンテンツのパーツを選択するプロセスまでであり，再構成

するプロセスまでは含んでいない．また，Web情報では，各

ユーザのアクセス行為は一般的に独立であるため，閲覧できる

コンテンツは個人適応化される．一方，実空間は唯一でありコ

ピーできず，ユーザ全員で共用するリソースであるため，利用

中の複数のユーザ群に適応化する必要がある．例えば，あるモ

ノが持つアクセス制御条件により，ユーザ A は閲覧可，ユーザ

Bは閲覧不可であるとする．ある実空間内にユーザ A だけがい

る場合には，そのモノは実空間内に入ることができ，ユーザ A

はそのモノを閲覧できる．しかし，その実空間内にユーザ A お

よびユーザ Bの両方がいる場合には，そのモノは実空間内に入

ることができず，条件を満たさないユーザ Bだけでなく，条件

を満たすユーザ A もそのモノを閲覧できない．

図 10 実空間内モノを複数ユーザ群に適応化



3. 2. 2 Web情報に対する実空間内デバイスへの出力制御

Web情報は，ユーザの個人用のモバイル端末を通して閲覧さ

れるだけでなく，実空間に埋め込まれた共用ディスプレイやス

ピーカーなどからも出力される．各 Web情報は，その情報提

供者によって記述されたアクセス制御条件を持っているが，前

者の場合には，個々のモバイル端末において，そのユーザが条

件を満たすかどうかをチェックし，出力制御すればよい．一方，

後者の場合には，直接的な視聴ではないとしても，出力デバイ

スの近くにいさえすれば間接的に視聴されてしまうので，条件

を満たさないユーザが既に利用中の実空間内に置かれているデ

バイスからは出力されないようにしなければならない．

図 11 実空間内ユーザに基づいたデバイスへの情報出力制御

また，実空間内デバイスへの情報の出力は，実空間内ユーザ

だけでなく，モノにも基づいて制御する必要がある．なぜなら

ば，モノは閲覧条件として，特定の情報を視聴したことがある

ユーザが閲覧することを禁止したり，あるユーザが特定の情報

を視聴しながら閲覧することを禁止したりでき，既にモノと

ユーザが実空間内に在る場合には，そのモノの条件を満たさな

いペアとなってしまうような情報は，この実空間内に在るデバ

イスからは出力できない．同様に，既に実空間内デバイスから

出力されている情報の視聴条件も考慮する必要がある．同時に

視聴されたくないと条件記述されているような情報は，既存の

情報の出力が終了するまでは出力されることはない．

図 12 実空間内モノに基づいたデバイスへの情報出力制御

前述のモノに対する実空間への出入り制御と同様に，実空間

内に複数のユーザ群が存在する場合には，全てのユーザのアク

セス権を考慮して，実空間内デバイスからWeb情報を出力し

てもよいかどうかを判断する必要がある．あるWeb情報のア

クセス制御条件を満たさないユーザが実空間内に一人でもいれ

ば，その実空間内に置かれているデバイスからは出力されるこ

とはない．もちろん，アクセス制御条件を満たすユーザであれ

ば，個人用のモバイル端末を通して，その Web情報にアクセ

スすることは可能であり，直接的な視聴はできる．例えば，あ

るWeb情報が持つアクセス制御条件により，ユーザ A はアク

セス可，ユーザ Bはアクセス不可であるとする．ある実空間内

にユーザ A だけがいる場合には，そのWeb情報は実空間内デ

バイスから出力することができ，ユーザ A はそのWeb情報を

間接的に視聴できる．もちろん，ユーザ A の個人用のモバイル

端末を通して，そのWeb情報に直接的にアクセスすることもで

きるであろう．しかし，その実空間内にユーザ A およびユーザ

B の両方がいる場合には，その Web情報は実空間内デバイス

から出力することができず，条件を満たさないユーザ Bだけで

なく，条件を満たすユーザ A もそのWeb情報を視聴できない．

ちなみに，実空間内にユーザ A だけがおり，Web情報が埋め込

みデバイスから出力され始めた後には，そのWeb情報の出力が

終わるまで，ユーザ Bは実空間内に入ることはできなくなる．

図 13 実空間内デバイスの出力情報を複数ユーザ群に適応化

4. 関 連 研 究

モバイル環境や測位技術が整備が進むに伴い，ユーザの地理

的位置に基づくアクセス制御に関する研究が数多く報告されて

いる．また，ユビキタス環境の一つの形態として，様々なデバ

イスが埋め込れた実空間（Smart Spaceや Active Spaceなど

と呼ばれる）におけるアクセス制御に関する研究も提案され始

めている．本研究に関連する研究として，

• 地理的位置に基づいたデジタル情報のアクセス制御

• IT 化された実空間におけるアクセス制御

について紹介し，本稿との比較を行う．

4. 1 地理的位置に基づいたデジタル情報のアクセス制御

垂水らが提案している SpaceTagシステム [1]～[3] では，デ

ジタル情報に地理的な位置と時間を属性として作成者が記述す

ることができ，特定の時間，特定の場所に存在するユーザだけ

がアクセス可能になる．世界中の何処からでもアクセス可能な

Webページとは異なり，ある地理的位置からのアクセスに限定

することで，今，この場所からアクセス可能なことの価値を高

めることができる．公共の情報サービスとしての提供が想定さ

れ，広告，観光案内，実世界ゲームなどへの応用が期待される．

しかし，リソースとしてデジタル情報（SpaceTagオブジェクト

や Webページなど）だけに着目しており，実空間（地理的位

置）をリソースではなく，デジタル情報のアクセス制御条件を

作成者が記述するための一属性としてしか扱っていない．

我々は，実空間（土地や建物など）もリソースであることに

着目して，デジタル情報にアクセス可能な地理的位置を作成者

が記述できるだけでなく，逆に，実空間からアクセス可能なデ

ジタル情報の条件を空間管理者が記述できる SAIC モデル [7]

を提案した．実空間とデジタル情報という二種類のリソースに

対して，各々の権利者が提供意図としてアクセス制御すること

ができ，実空間の管理者の意図に反するようなデジタル情報の



配信を防ぐことができる．ズ全てのリソース権利者の意図が反

映されるような秩序あるフレームワークを構築しておくこと

で，実空間でのサービスや活動と，その上に追加されるデジタ

ル情報とが調和的に連携して，相乗効果や新しい価値が生まれ

ることが期待される．しかし，SAIC モデルでは実空間のアク

セス制御という概念を導入した一方，アクセス制御にユーザの

現在位置だけしか用いておらず，以下の清光らの研究のように，

Web情報世界でのアクセス履歴やそのアクセスを行った地理的

位置は考慮していなかった．本稿では，ユーザのプロファイル

として，実世界での移動履歴と Web情報世界での移動履歴と

を時間軸により蓄積しておき，二つの世界での履歴を互いに組

み合わせたアクセス制御を提案している．

清光らは，ユーザが Webページを閲覧した履歴（閲覧済み

ページ集合と未閲覧ページ集合）に応じて，アクセス可能な

Webページを制御したり，Webコンテンツを動的に変化させる

ための仕組みとして，ページ活性化式やコンテンツの動的再構

成ルールを提案している [4]．これは，ユーザのWeb情報世界

における移動履歴に応じて，Webページやそのコンテンツをア

クセス制御するもので，Web情報世界内に閉じたシステムであ

り，実世界での地理的な位置は用いていなかった．しかし，清

光らは，このページ活性化式とコンテンツの動的再構成ルール

を拡張し，ユーザのWeb情報世界でのアクセス履歴に加えて，

そのアクセスが行われた地理的位置を考慮して，Webコンテン

ツを動的に再構成する仕組みを提案している [5]．これにより，

ユーザがデジタル情報に何処でアクセスしたか，アクセスして

いないかの履歴や現在いる場所に応じて，Webページへのア

クセスを制御したり，Webコンテンツを動的に変化させること

ができる．しかし，本稿とは異なり，ユーザ履歴として，Web

ページにアクセスした際の地理的位置だけしか蓄積していない

ため，実世界での移動履歴（実世界で何処に訪れたことがある

か，ないか）に基づいて，Webページのアクセス制御を行うこ

とができない．また，垂水らの研究と同様に，実空間管理とい

う概念は扱っておらず，Web情報世界での移動履歴（あるWeb

ページを見たことがあるか，ないか）に基づいて，実空間のア

クセス制御を行うこともできない．

4. 2 IT 化された実空間におけるアクセス制御

様々なデバイスが埋め込まれ，IT 機能化された実空間におけ

るアクセス制御の研究の一つとして，Geetanjaliらの Active

Space と呼ぶ実空間内におけるアクセス制御が提案されてい

る [6]．ある実空間に複数のユーザ群が入り，その実空間が備え

ているデバイスを操作する行為を制御するシステムである．実

空間内に単一のユーザしかいない場合，複数のユーザ群がいる

が監督者が他のユーザの行動を管理できる場合，複数のユーザ

群がおり管理する監督者も存在しない場合など，各々の状況に

おけるアクセス制御を定義している．本研究と同様に，実空間

内にいる複数のユーザ群への適応化を図っている．しかし，本

研究では，実空間への物理的な出入りや実空間内のコンテンツ

を制御しているのに対し，Geetanjaliらの研究では，実空間が

備えた機能を操作できるかを制御している点が異なっている．

5. お わ り に

ユーザがインターネット上にある情報にいつでも何処でもア

クセスできるモバイル環境，実世界上でユーザの周囲にあるモ

ノやデバイスがコンピュータリーダブルになるユビキタス環境

の整備が進むに伴い，実世界と Web情報世界との関係はより

密接になって来ている．従来のように，二つの世界を別離した

ものとして扱うのではなく，二つの世界における活動履歴を互

いに組み合わせ，協調連携できるような仕組みが必要である．

よって，本稿では，実世界における移動履歴に応じてWebペー

ジのアクセス制御を行ったり，逆に，Web情報世界での移動履

歴に応じて実空間のアクセス制御を行ったりすることができる

仕組みとしてクロスワールドなアクセス制御という概念を提

案した．特に，実空間のアクセス制御として，ユーザに対して

実空間内への出入りを物理的に制御したり，実空間内に入った

ユーザに対して視聴させるコンテンツ（非デバイスのモノやデ

バイスからの出力情報など）を制御したりする手法について述

べた．また，実世界に在る全てのモノがコンピュータリーダブ

ルになるというユビキタス環境を想定し，従来のように，ユー

ザの閲覧履歴（コンテキスト）として，ユーザの個人用のモ

バイル端末を通して直接的に視聴されたWeb情報だけでなく，

ユーザが訪れた実空間が内包するモノや埋め込みデバイスから

出力されていた Web情報についても蓄積できるように，ユー

ザおよび実空間のプロファイルを拡張した．今後は，本稿で提

案したアクセス制御システムの設計を行い，実装を図っていく．
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