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あらまし  RFID を用いて実空間における物体の位置や ID をすべてデータベースに蓄積して，空間情報をデータベース化す

ることが現実味を帯びてきた．しかし，このような環境下では，RFID リーダが置かれてない場所や何らかの原因で少しでも通

信範囲から外れた物体の ID は取得できない．そこで，RFID を用いた空間情報データベースを構築する際に，RFID リーダが検

知できない場所にある物体の探索を行い，その状況を更新するエージェントとしてロボットを用いる．そして，この空間情報デ

ータベースをまた，ロボットの制御の方針立てに用いることを考える．その一手法として，床に設置した RFID タグから位置情

報を取得し，物体の状況探索を行うエージェントの実装を行う．まず，RFID リーダの通信範囲から外れて状況がわからなくな

った物体をデータベースから検索する．その物体について空間利用者の行動履歴をデータベースから，物体が存在していると考

えられる場所を推定する．その場所をエージェントに探索させ，発見した物体の状況について空間情報データベースの登録・更

新を行う．この手法を CBDB(Control by Database)と定義し，本論文では本手法の優位性をプロトタイプを用いて評価する． 
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Abstract  In the real world, by using various sensors, such as RFID, location coordinate and ID of an object can be stored 
and managed on a database. However, under such an environment, if the object comes off from a detective range of a RFID 
reader, acquiring the position and the ID of that is impossible. Therefore we propose new method that an agent retrieves the 
object which comes off from a detective range of a RFID reader, and updates the database which storing the position of the 
object. And we also use the database for controlling the agent again. As for one method, we acquire the position of an object 
from RFID tags which we installed in a floor and implemented an agent retrieving the context of the object. At first the agent 
retrieves objects which comes off a detective range of RFID reader and estimated places where the object exists by inquiring 
histories of users’ actions which they occurred. The agent retrieves for the places and updates the database based on the context 
of the objects which he discovered. We define the method as “Control by Database (CBDB)”. In this paper, we evaluate 
effectiveness of our method by implemented prototype. 
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1. はじめに  
近年，無線 ICタグ(RFID)技術などの空間センサの登場により，時間

や場所にとらわれることなくコンピュータの恩恵が受けられる「ユビ

キタス環境」が構築されるようになった[1][2]．ユビキタス環境では，

人や物体の移動をセンサ等で検知することにより，様々な空間情報を

取得することが可能となる[3]．また，ユビキタスホーム[4]のように，

家庭での日常生活をセンサやロボットによってアシストするような

応用事例も提案されている．我々は，取得した空間情報をDBMS で

管理して，物体の位置や利用者の行動履歴などの検索，さらにバーチ

ャルリアリティによる仮想環境を用いての空間の再現等を行ってき

た[5][6]． 
このようなユビキタス環境を用いたアプリケーションでは，人や物

体の位置や行動・状態を検索することを目的としたものが多い．それ

らは人や物体を常にセンサで検知し続ける必要があり，頻繁に移動す

る人や物体の位置情報を検知するためにはセンサの網羅性が重要で

ある．しかし，センサにはそれぞれ固有の検知範囲が存在しており，

その検知範囲がいつでも目的に適しているとは限らない．例えば，机

の上に設置したRFIDリーダの通信範囲にRFIDタグの付いた物体が

入ることで，その物体が机の上にあるという情報が得られるとする．

この時，RFID リーダの通信範囲は机の上の全て領域をカバーしてい

なければ，物体が机の上にあるにもかかわらず検知できないというこ

とが生じる．また，逆に通信範囲が広すぎると物体は机の上にないに

もかかわらず検知してしまうということが生じる．この問題を解決す

るための手段としてセンサの数を増やすことや異なる種類のセンサ

を組み合わせることが考えられるが，様々な場所で多数の人や物体を

センスするためには数多くのセンサが必要となり，そこにかかるコス

トは膨大なものとなる．また，それでもなおすべての場所で適したセ

ンサの検知範囲を得るのは難しい． 
そこで我々は，ユビキタス環境においてセンサの検知範囲外に出た

物体を自律的に移動しながら探索し，その物体の状況を収集してデー

タベース(DB)に再登録するエージェントが有効であると考えた．物体

の状況を探索するエージェントを設計するにあたり，前提とする環境

について述べる．多くのユビキタス環境がRFID技術を用いて構築さ

れており，また，安価な電子タグインレットの生産の見通しが述べら

れている[7]．そこで，すべての物体にRFIDタグが付いており，RFID
リーダを用いて物体の状況を取得している環境を前提とする．また，

物体状況探索を行うエージェントの制御の方針として，ユビキタス環

境の空間情報を管理している DB に蓄積されている情報に従って制

御し，物体を発見するとその状況をDBに更新することとした．この

結果，DBのインスタンスには現実世界の正しい状態が蓄積されるの

で，次の制御の際にはより正しい情報を基に物体状況探索が可能とな

る．したがって，エージェントの目的はRFIDリーダから外れた物体

をより多く発見しDBに再登録することとなる．また，DBを用いた

物体に関する情報の探索を実現するためのエージェントに必要な要

件としては，(1)DBサーバと通信可能，(2)目的地に向かって自律的に

空間内を移動可能，(3)物体の状況を検知可能(RFID リーダを持つ)，
の3つが挙げられる．このような要件を満たすエージェントとしては

人が考えられるが，人はいつでもそのような手間をかけることができ

るとは限らない． 
一方で，iRobot 社製のおそうじロボット「Roomban」[8]のように自

律的に空間内を移動し，利用者環境の支援を行うロボットが安価に利

用できるようになっている[9]．また，ユビキタスホームの様に，情

報機器とのインタフェース等として人間の日常生活をサポートする

ロボットが用いられている[4]．そこで，物体状況に関する情報を収

集するエージェントとしてロボットを利用しようと考えた．ロボット

は無線LAN や制御PC を通じてDB サーバと通信可能であり，自律

的に空間内を移動可能である．また，RFID リーダを設置することで

物体の状況の検知も可能であり，位置を認識は物体の状況検知に用い

ているRFIDリーダを用いて，ランドマークとして設置したRFIDタ

グを検知することにより位置情報の取得が可能である[10][11]． 
以上のような背景から本稿ではユビキタス環境の情報収集を，DB
を用いて制御されたエージェントで行う手法，CBDB(Control by 
Database)を提案する．また，CBDB手法に基づいたプロトタイプをロ

ボットを用いて構築し，本手法の優位性について評価を行い，本手法

が有効であることを示す． 
以下，第2 章ではユビキタス環境について説明し，第3 章では空間

情報 DB を用いたエージェントの物体状況探索制御手法の設計を行

い，第4章では設計に基づいたプロトタイプの構築，第5章で実験に

よる評価を行い，第6章でまとめと今後の課題を述べる． 
 

2. ユビキタス環境  
近年，様々なセンサを用いて物体の位置や人の行動等を取得するユ

ビキタス環境の研究が盛んに行われている[4]．我々も概念共有環境

CONSENT(CONcept Sharing ENvironmenT)というユビキタス環境を提

案してきた[5][12]．本章では，ユビキタス環境の一例として概念共有

環境について説明する．概念共有環境では，RFID リーダを机や本棚

といった，よく物体が操作される場所に配置し，人や物体にRFIDタ

グを取り付ける．そして，人が持っているRFIDタグと物体に取り付

けられた RFID タグが同時に RFID リーダに検知されることにより，

物体状況を取得する．ここで物体状況について定義する． 
定義．物体状況 

物体状況とは，物体の位置情報と誰が(who)物体を(what)どこで

(where)どうした(how)という4つの属性で示された物体の状態とす

る． 
物体の位置情報はその物体に取り付けられた RFID タグを検知した

RFID リーダの位置から取得する．状態は人が持つ RFID タグの ID，
物体に取り付けられたRFIDタグの ID，それらを検知したRFIDリー

ダの位置，そして物体のRFIDタグの IDとRFIDリーダの位置，RFID
リーダへの入出の組，の4つのデータをDBに登録することによって

DB上で表現される．図1にその例を示す．図1は，利用者によって

丸く囲まれた本が，テーブルに置かれたRFIDリーダの通信範囲に持

ち込まれた場面を表しており，そこから得られるデータとそれをDB
に登録したときにDB上で表現される物体の状態を示している． 
また，DB にはそれぞれの物体の形状データも蓄積しており，物体

の位置・状態・形状等の空間情報はDBのビューともいえるシーング

ラフとして抽出することで，PC 上に仮想空間として再現することも

 



 

可能である[6]． 
しかし，このようなユビキタス環境の問題点として，固定されてい

るセンサの検知範囲から外れてしまう物体がでてきてしまう． 
そこで，我々はユビキタス環境で使われるセンサの死角に入った物

体状況を探索する「動くセンサ」をエージェントを用いて実現しよう

と考えた．次章で，エージェントの物体状況探索の設計を行う．  
 

3. エージェントの物体状況探索の設計  
エージェントの物体状況探索を設計するにあたり，まず前提とする

環境から述べる．多くのユビキタス環境が RFID 技術を用いており，

また1枚5円の安価な電子タグインレットの生産が可能である見通し

が述べられている[7]．そこで本研究が前提とする環境としては，す

べての物体にRFID タグが付いており，RFID リーダを用いて物体の

状況を取得している環境とした． 
そして，物体状況探索を行うエージェントの制御の方針として，ユ

ビキタス環境の空間情報を管理している DB に蓄積されている情報

に従って制御し，物体を発見するとその状況をDBに更新することと

した．この結果，DBのインスタンスには現実世界の正しい状態が蓄

積されるので，次の制御の際にはより正しい情報を基に物体状況探索

が可能となる． したがって，エージェントの目的はまず RFID リー

ダから外れた物体をより多く発見しDBに再登録することとなる． 
また，DB を用いた物体状況探索を実現するためにエージェントに

必要な要件としては，以下の3つが挙げられる． 
(1)DBサーバと通信可能 
(2)目的地に向かって自律的に空間内を移動可能 
(3)物体の状況を検知可能(RFIDリーダを持つ) 

このような要件を満たすエージェントとしては人が考えられるが，

人はいつでもそのような手間をかけることができるとは限らない．そ

こで，物体状況に関する情報を収集するエージェントとしてロボット

を利用しようと考えた．ロボットは無線LANや制御PCを通じてDB
サーバと通信可能であり，自律的に空間内を移動可能である．また， 
RFID リーダを設置することで物体の状況の検知も可能である．位置

を認識には物体状況の検知に用いているRFID技術を用いて，ランド

マークとして設置したRFIDタグを検知することにより位置情報の取

得が可能である[10][11]． そこで，物体状況の探索エージェントをロ

ボットでも実現できるように設計を行う． 
まず，安価なロボットでも実装可能にするために，以下の 2 つをエ

ージェントの制御の基本方針とした． 
 移動は基本的かつ簡単な動きのみで行う  
 用いるセンサは RFID のみで行う  

この方針に基づき設計を行った物体状況探索の流れは，以下の通り

である． 
ⅰ)DBよりRFIDリーダから外れている物体を検索し，その物体

が存在すると考えられる地点もDBより検索する 
ⅱ)その地点に向かって自律的に移動を行う 
ⅲ)到着後近傍を探索する 
ⅳ)発見した物体の状況をDBに再登録する 

この物体状況探索手法はユビキタス環境の空間情報 DB に蓄積され

た情報を基にエージェントを制御する手法である．そこで，本手法を

CBDB(Control By Database)と定義する．以下ⅰ)～ⅳ)についてさらに

詳しく設計する． 

図 1．物体の状態取得  

what : 本のRFIDタグのID(C166180B000104E0)
where : RFIDリーダを制御しているPCとポート(PC001-COM1)
how : whatとwhereの組，RFIDリーダの通信範囲に入った
(C166180B000104E0, PC001-COM1, in)
who : 利用者が持つRFIDタグのID(A753180B000104E0)

what : 書籍
where : テーブル
how : 置く
who : 利用者A

3.1. 探索物体と探索地点の決定  
エージェントはまず RFID リーダから外れている探索すべき物体を

空間情報DBから検索する．また，実空間の全探索をせず効率良く探

すために，探索する物体が存在しそうな地点を設定できると良いので，

それも空間情報DBを検索することにより得る．探索する物体，探索

する地点を以下のように定義する． 
定義．探索物体 

探索物体とは，エージェントが探索するための目標物である． 
RFID リーダの通信範囲からはずれている物体を空間情報 DB か

ら検索して得る． 
定義．探索地点 

探索地点とは，エージェントが探索物体を探索するための目標点

である． 
探索物体の情報を空間情報DBから検索して得る． 
例：最後に検知したRFIDリーダがある地点，最も検知した数が

多いRFIDリーダがある地点，またはその近傍． 

3.2. エージェントの移動制御  
次に探索地点までの移動の方法を設計する．設計方針として，移動

はどのような種類のロボットでも実現可能にするため，基本的かつ簡

単な動きとして前進・後退・方法転換のみで設計する． 
エージェントが目的の地点に向かうのに必要なことがらとして以下

の3つが考えられる． 
(1)探索地点までの経路決定と障害物の回避 
(2)自己の位置情報の取得 
(3)移動方向の決定 
(4)移動 

まず(1)の探索地点までの経路決定と障害物回避について設計する．

探索地点までの最短経路を移動するためや障害物を避けるため，障害

物を考慮した最短経路の導出を設計する．最短経路の導出方法は，以

下の流れでグリッドタグをノードとしたダイクストラ法で設計を行

うこととした．詳細は以下のステップで構成する． 
1．DBよりグリッドタグの情報を取得 
2．DBより空間内の物体の座標や形状データが記述されたシーン

グラフを取得 
3．空間内の障害物を考慮してグリッドタグ間の距離テーブルを

作成 
4．ダイクストラ法によりエージェントの位置からそれぞれの探

 



 

探索地点近傍領域

エージェントグリッドタグ

探索地点
（目標点）

探索物体
（目標物）

障害物

エージェントグリッドタグ

探索地点
（目標点）

探索物体
（目標物）

障害物

索地点までの最短経路を導出 
1，2 はDB にクエリを発行することにより取得できる．3 の距離テ

ーブルは，シーングラフとして得た空間を描画して，グリッドタグ間

の障害物の有無を判定する．そして，もし障害物があればそのタグ間

の距離は無限大とし，障害物が無ければそのグリッドタグ間の距離を

求めて作成する．また，できるだけ検知するグリッドタグを多くして

経路から大きく外れないようにするため，エージェントは一定の距離

にあるタグにのみ進めることとし，縦，横，斜めの8方向の8つのグ

リッドタグ以外のタグへの距離を無限大とする．4ではエージェント

の現在位置から探索地点までの最短経路をダイクストラ法で導出す

る．ここで得られる最短経路は探索地点までのグリッドタグの IDの

リストである． 
 次に(2)のエージェントの位置情報の取得について述べる．位置情報

の取得はエージェントが目的地へ向かう方向を決定するのに不可欠

である．そこで，物体の状況検知に用いるRFIDリーダを用いて，ラ

ンドマークとして設置した RFID タグにより位置情報の取得を行う．

ランドマークとしてのRFIDタグの設置は，床に一定間隔でグリッド

状に設置し，この座標をすべてDBに登録した（これをグリッドタグ

と定義する）．壁や物体に貼ったRFIDタグでも位置取得は行えるが，

壁に貼ったタグで位置取得を行うとすると，エージェントが壁際を動

くことになり，様々な場所で物体状況探索を行うエージェントとして

は望ましくない．また，物体に貼ったタグから位置取得を行うとする

と，物体が少ない場所において位置取得が困難となる．そこで，自由

に探索を行いながら安定して位置情報の取得が行えるグリッドタグ

から位置取得を行うこととした． 
次に(3)(4)の移動方向の決定方法と移動について述べる．移動方向の

変更はグリッドタグを検知するたびに行われる．これは，エージェン

トが一定間隔で設置されたグリッドタグのみから位置取得を行って

おり，グリッドタグを検知していないときは，障害物等により定めた

方向に正確に進んでいないことがある．そして，グリッドタグを検知

した時のみ正確な座標を保持していると考えられるためである．そし

て，検知したグリッドタグとその前に検知したグリッドタグから進行

方向を算出し，(1)で導出した経路に従っていれば経路の次の目標方

向へ方向転換する．従っていない場合は(1)の 4 を再度行い，新しい

経路を導出し，その経路に従うように方向転換する．そして，次のグ

リッドタグを検知するまで前進するが，一定時間グリッドタグを検知

できない場合は障害物等に阻まれている可能性があるので，後退や方

向転換を行いグリッドタグを探すこととした． 
また，探索物体が複数ある時初めに探索する物体として，導出した

それぞれの探索地点までの最短経路の距離を比較し，最も経路が短い

探索地点の探索物体を次の探索物体とすることする． 

(a)探索地点のみ探索  (b)ランダム探索
探索地点近傍領域

エージェントグリッドタグ

探索地点
（目標点）

探索物体
（目標物）

障害物

エージェントグリッドタグ

探索地点
（目標点）

探索物体
（目標物）

障害物

探索地点近傍領域

(d-1) 通信領域考慮探索

（通信領域が広い場合）

(c)グリッドタグを

すべて探索  
探索地点近傍領域

エージェントグリッドタグ

探索地点
（目標点）

探索物体
（目標物）

障害物

図 2．探索地点の近傍探索  

(d-2) 通信領域考慮探索  
（通信領域が狭い場合）  

3.3. 探索地点の近傍探索  
探索物体は探索地点に設置されている RFID リーダの通信範囲から

外れているので，探索地点から少し離れた地点にあることも考えられ

る．例えば，机の上に置いてあった物体が机の下に落ちているといっ

た場合である．そこで，探索地点に到着したエージェントは，探索地

点だけではなく探索地点の周辺を探索する必要がある．  
その方法として，我々は以下の4つ方法を設計した． 

探索地点のみを探索 (a) 
(b) 
(c) 

(d) 

探索地点近傍の一定領域をランダムに探索 
探索地点近傍の一定領域のグリッドタグをすべて検知して探

索 
探索地点近傍の一定領域を RFID リーダの通信範囲を考えて

網羅的に探索 
上述(a)～(d)の制御方針によって得られる経路を図2(a)～(d)にそれぞ

れ示す．図2において，白い四角はグリッドタグ，バツ印は探索地点，

黒い四角は探索物体（ただし，探索地点近傍に目標物が存在している

場合），斜線の入った丸はエージェント，斜線の入った四角は障害物

を表す． 
 (a)は，現在地点からグリッドタグを検知しながら目標地点に達する

いわゆる移動制御である．特徴として移動時間は短いが，通信範囲の

狭いRFIDリーダであると，物体の発見は難しい．(b)は，目標地点に

達すると，目標地点の周辺をランダムに探索する．特徴として探索時

間はランダムに探索する時間分(a)より長くなるが，探索地点近傍を網

羅的に探索できるので，物体を発見できる確率が高まる，また一定時

間で探索を終えて次の目標に移動することができる．(c)は目標地点に
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達すると，目標地点の周辺にあるグリッドタグをすべて検索し，それ

らをすべて検知する．特徴として(a)，(b)に比べて時間がかかるが，

より網羅的に探索するので高確率で物体を発見できる．(d)は目標地

点に達すると，決められた目標地点の周辺すべてが1度はRFIDリー

ダの通信範囲に入るように探索する．特徴として探索時間はリーダの

通信範囲により変わってくる．例えば，RFID リーダの通信範囲が広

いと，図2の(d-1)のようにエージェントが探索する距離は短くなるが，

通信範囲が狭いと図2の(d-2)のように探索する距離が長くなる．物体

の発見に関しては，網羅的に探索するので，その領域にある物体をほ

ぼすべて発見できる． 

3.4. 物体発見時の更新  
エージェントは探索目標物体を発見すると，その物体の状況を DB
に再登録するために更新を行う．  
これまで述べてきた全体の流れをまとめた図を図3に示す．  
 

4. 実装  
これまでに述べてきた設計に従って，我々の研究室で実際に運用し

ているユビキタス環境のプロトタイプシステムにおいて物体状況探

索エージェントの実装を行った．プロトタイプシステムの論理モデル

を図4に示す．DBサーバは以下のとおりである． 
機種名：Dell Precision 530 
CPU：Intel Xeon 2.4GHz(DUAL 構成) 
Memory：1GByte 
OS：Microsoft Windows Server 2003 
DBMS：Microsoft SQL Server 2005 

3 章で述べたエージェントの実体として SONY 社製の AIBO 
ERS-7M3（図5）と制御用のPC を用いた．制御用PC は以下のとお

りである． 
機種名：自作構成PC 
CPU：AMD Athlon 2500+ 
Memory：1GByte 
OS：Microsoft Windows XP Professional 
開発環境：Visual Studio .NET 2005 

また，RFIDリーダとして，富士通社製RFIDタグリーダライタ（パ

ッシブ形，ショートレンジタイプ）F3972T110，RFID タグとしてオ

ムロン社製タグインレット形V720S-D13P01を用いた（図6）．  
AIBOは無線LANにより制御用PCを通じてDBサーバと通信を行

う．また，RFIDリーダは制御用PCから5mの有線のUSB延長コー

ドを用いてAIBOに取り付けた(図5)． 

4.1. 探索物体と探索地点の検索  
プロトタイプの論理スキーマに基づいて探索物体と探索地点の検索

文を実装した．探索物体を検索するクエリは図4において現在の物体

の状態を表す「REAL_STATE」テーブルにおいて 2 章で述べた how
を表す「CO_ID」が「RFID リーダの通信範囲から外れる」に対応す

る物体の ID「what」を得ることにより検索できる． 
次に探索地点を決定するための検索として，以下の 2 つのクエリを

実装した． 
探索地点決定クエリ1：最後にRFIDに検知されていた地点 
探索地点決定クエリ2：その物体が一番良く使われている地点 
このクエリ 1 は図 4 において現在の物体の状態を表す

「REAL_STATE」テーブルにおいて，先に得た探索物体の ID「what」
に対応する地点の ID「where」を得ることにより検索できる．また，

クエリ2は図4において物体の状態が更新されるたびにその状態を蓄

積していく「History」テーブルにおいて，先に得た探索物体のID「what」
に対応する地点の ID「where」の数をカウントし，その中で最も数が

多い地点を得ることにより検索できる．  

4.2. エージェントの移動方法の実装  
3.2節で設計した通り探索地点までの移動を実装した． 
また，(2)～(4)のエージェントの制御は AIBO の開発環境「AIBO 

Remote Framework」[13]を用いて実装を行った． 

図 3. エージェントによる物体状況探索  

図 4. 論理モデル  

RFIDリーダ

図 5. エージェント 図 6. RFID リーダとタグ

 



 

4.3. 探索地点の近傍探索の実装  
3.3節で設計した4つの方法をそれぞれ実装した． 
まず(a)の方法は，探索地点のみを探索するので，探索地点についた

ら次の探索地点に向かうように制御する． 
(b)の方法は，探索地点近傍についたらあらかじめ設定した一定時間，

探索地点近傍の探索を行い，その後次の探索地点に向かうように制御

する． 
(c)の方法は，探索地点近傍に着くとクエリをDB に発行し，近傍の

グリッドタグの ID を得る．得たグリッドタグの中からエージェント

に近い順に探索を行っていき，すべてのグリッドタグを検知した時点

で次の探索地点に向かうように制御する． 
(d)の方法は，RFIDリーダの通信範囲をあらかじめ設定しておき，探

索地点近傍の 1cm2ごとに「未探索」・「探索済み」・「障害物」という

3値を持った配列を用意し，グリッドタグのIDを検知するごとに前に

検知したグリッドタグとの直線上をエージェントが通った経路とし

て，そのRFIDリーダの通信範囲を検知済みとしていく．障害物の位

置は意味情報付きシーングラフを用いて決定する．全ての領域が探索

済みになったら次の探索地点に向かうように制御する．なお，この配

列はエージェント制御プログラムによって保持・更新される．  

4.4. 物体の位置情報の更新  
エージェントは，物体を発見すると自分の位置から物体の位置を判

断して，DBに更新をかける．このとき，発見した物体の位置はエー

ジェントが物体を発見した時の位置座標となる．これにより，実際の

物体の位置とはRFIDリーダの通信範囲の誤差を含むが，ほぼ実際の

位置に近い物体の座標をDBに再登録することができる． 

4.5. シーングラフの更新  
概念共有環境では多数の利用者が操作を行うので，それぞれの利用

者が持っているシーングラフは常に最新であるとは限らない．物体状

況探索エージェントはシーングラフを用いて障害物の形状や座標を

得ているので，常に最新である必要がある．そこで他の利用者が行う

操作によって更新された DB と常に整合性が取れた状態にしなけれ

ばならない．そこで，DBと利用者が持つシーングラフの整合を行う

手法が必要となる．そこでBroadcast を用いて更新データをエージェ

ントに送信しシーングラフの更新を行う手法[14]を用いた． 
 

5. 実験による検証  
我々のユビキタス環境のプロトタイプのDB は，研究室内利用者数

14人で2006年9月18日から2007年2月12日まで約5ヶ月間，RFID
で物体の位置情報が取れたと仮定して入力した物体の情報が蓄積し

てある．これを用いて今回実験を行った．実現環境として，我々の研

究室の一部の生活空間である約 4m×4.5m の領域を用いた（図 7）．
この領域の状況は机が4台，椅子が4脚，本棚が1台，PCが4台設

置されている．そして，グリッドタグ237枚が25cm間隔で床に配置

されている． また，物体には図 8 のように RFID タグを取り付けら

れている． 

5.1. エージェントに設置した RFID リーダの通信範

囲の測定  
一般に，RFIDリーダとタグの組み合わせによって読み取り可能範囲

は変化する．そこでエージェントにRFIDリーダを設置するにあたり，

まずRFIDリーダの読み取り可能範囲の確認を行った．測定は次のよ

うに行った． 
1. 方眼紙の上にRFIDリーダを固定する． 
2. RFIDタグをRFIDリーダと水平にしてX,Y,Z方向に少しずつ

ずらしていき通信範囲の限界を測定する．  

図 7．概念共有環境ブラウ

ザによる実現環境の再現  
図 8．物体の例  

(a)クエリ 1 の実行結果  (b)クエリ 2 の実行結果

表 1．探索物体と探索地点の検索  
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図 9. RFID リーダ通信範囲  
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図 10. エージェントの RFID リーダの設置

 



 

得られた読み取り可能範囲を図9(a)と(b)に示す． 
この結果，図10に示すように，床上の物体（に貼付されたタグ）と

グリッドタグを検知するために，AIBOの腹部に約50mmのスペーサ

をはさんでRFIDリーダを設置した．なお，図9(a)と(b)の座標系は図

10に示すとおりである． 
これにより，AIBOの下部直径約12cmの領域内にあるRFIDタグを

検知することが可能であったため，この領域をRFIDリーダの見地有

効領域とした．今回の実験で検知有効と判断した領域を図 9(a)と(b)
の斜線領域で示す． 

5.2. 探索地点決定のクエリの評価  
実装した探索地点決定クエリは，4.1 節に示したとおり，RFID リー

ダの検知下に存在していない物体について，「それらが直前に検知さ

れたRFIDリーダが設置されている地点」または「それらが今までに

一番多く検知されたRFIDリーダが設置されている地点」を返すクエ

リである（探索地点決定クエリ1,2）．これらのクエリが探索に有効で

あるかどうかを，まず人手によって評価した．ここでは対象とする環

境を我々の研究室全体とした．実験用DBに対して，クエリ1にさら

に探索物体の ID とアノテーションを取得するようにして発行した結

果を表1の(a)に示す．  
表1の属性whatの値はタグが貼付された物体の ID，whereの値はそ

のタグを検知したRFID リーダが設置された物体の ID である．これ

らの IDはそれぞれの位置情報と関連付けられている．従って，where
値である ID に関連付けられた座標が探索地点となる．すなわち，表

1が示すのは次の情報である．「クエリの評価を行っている現在では，

空間内のどのRFIDリーダでも検知することができないもののIDと，

それが最後に検知された地点の ID の組は，26 通り存在している．」

この26個の物体について，人手によって実際の地点の確認を行った．

この結果，最後に検知された地点の近傍で発見できた物体は7個であ

った． 
また，クエリ2も同様に発行した結果を表1の(b)に示す．こちらも

人手によって実際の地点の確認を行った．この結果，一番多く検知さ

れた地点の近傍で発見できた物体は26個中6個であった． 
しかし現在の実装上，DB で管理されている環境の外に持ち出され

たかどうかは取得できていない．検索結果として得た 26 個の物体の

内，現在管理された環境内にある物体を人手で探索したところ8個で

あった．したがって，検索結果として得た26個の物体のうち18個は

管理されている環境の外に持ち出された物体であった．それらの物体

は管理されている環境の出入り口にRFIDリーダを置くことで持ち出

される時に取得可能である．つまり，これ以外の物体は現状ではクエ

リの結果に含まれているが，出入り口にRFIDリーダを設置すること

で除外できると考えられる．そこで全探索物体を8個として考えると，

それぞれのクエリの結果は RFID リーダから外れている物体の約 8.5
割（クエリ 1），7.5 割（クエリ 2）で実際に物体がある地点を導き出

していることとなる．したがって，今回実装した探索地点決定クエリ

が何の情報もなく探索するより有効であると考えられる．また，今回

は2つ探索地点決定クエリを発行したが，そのクエリの有効性は環境

によって異なってくる．これには，探索する環境により利用者がその

環境に合ったクエリに変更して検索することで対応することが可能

である．  

5.3. 探索地点の周辺探索方法の評価  
 4.3 節で実装した 4 つの周辺探索方法について，実際に探索をして

評価を行う．  
方法(a):探索地点のみ探索 
方法(b):探索地点近傍をランダムで探索 
方法(c):探索地点近傍のグリッドタグをすべて検知して探索 
方法(d):探索地点近傍をRFIDリーダの通信範囲を考慮して網羅的に

探索 
図 7 の実現環境において，8 個の物体を 2 つずつ 4 つの机の近傍に

配置し（図7 の四角い斜線），探索地点としてその4 つの机を指定し

た．そして，それぞれの方法で4回ずつ探索を行い，すべての地点の

探索を終えるまでの時間と見つけた物体の数を測定した．ここで，ラ

ンダム探索時間は1箇所の探索地点において2分とした．探索地点の

近傍は探索地点からX,Y座標ともに±75cmとした．4回の測定の平

均を表2に示す． 
 表 2 において方法(d)の探索時間に値がないが，これは今回用いた

RFID リーダの通信範囲が狭く，近傍をすべて網羅することができな

かったためである．これについては今後通信範囲のより大きなRFID
を用いて考察する必要がある．表 2 を見ると，方法(a)と方法(b)の結

果に大きな違いがないが，これはエージェントが移動を行うとき，導

出している経路から外れることあり，それにより方法(a)で探索を行っ

ているときでもランダム探索と同じことが行われているためである

と考えられる．また，方法(c)は方法(a)，(b)に比べ時間は約 2 倍かか

っているが探索物体も約2倍発見している．3章で述べた通り，物体

状況探索のアプリケーションの一番の目的は物体を発見することな

ので，今回構築したプロトタイプでは方法(c)の探索方法が一番有効で

あると言える． 

5.4. 本手法の優位性の評価  
DB を用いたエージェント制御(CBDB)の優位性を評価するために，

5.3節の実験環境において，次の2種類の物体状況探索実験を行った． 
1． DB を使用せず検索物体と探索地点のリストなしで制御を行

う方法 
2． 探索物体と探索地点のリストを DB の検索を用いて作成し，

制御を行う方法(CBDB) 
1 の方法ではおそうじロボットのように実験環境全体においてラン

ダムに網羅的に探索を行う．2 の方法では，DB に検索をかけて探索

地点を決定して探索を行う．近傍探索の方法は5.3節で結果が最もよ

かった方法(c)を用いた．CBDBに用いるDBとしては5.1節で述べた

概念共有環境DBよりを用いた．1日に1回ずつ一週間（平日と見立

てて人が来ている5日間）実験を行った．探索物体の数はその時RFID
リーダから外れていた物体なのでそれぞれ異なり，１日目：7 個，2
日目：9 個，3 日目：8 個，4 日目：9 個，5 日目：9 個であった．結

果を表3に示す． 
CBDB を用いなかった場合は時間が掛かり探索中にバッテリー切れ

を起こして探索が中断されるまで探索を行ったので探索時間は得ら

れていない．この結果により，提案手法の方が効率良く物体を探索し

発見できていることがわかる．これにより，DB内のデータを用いて

 



 

物体状況探索を行うことによる提案手法(CBDB)に優位性があると言

える． 

5.5. 実験の考察  
本稿で提案した物体状況探索手法が空間情報 DB に蓄積された情報

を用いて，エージェントを制御することにより，DBにより制御を行

わない場合より効率良く探索が行えることを示した．  
しかし，本稿で行った評価では実験環境の規模が小さかったため

CBDB を用いた場合とCBDB を用いた場合に大きな差が得られてい

ない．そこで，今後さらに探索物体が多い環境での評価を行っていく

必要がある．  
また，探索時間は長くかかっているが，これはエージェントを変え

ることにより短縮可能であると考えられる． 
さらに，設計した4つの探索地点の近傍探索方法に評価においては，

通信範囲が狭い1つRFIDリーダでのみでしか実験を行っていないた

め方法(d)の評価が十分とは言えない．したがって今後，異なった通

信範囲を持つRFIDリーダを用いて評価を行うことが必要である．ま

た，グリッドタグの設置間隔の評価等も今後行っていく必要がある． 

5.6. エージェントによる物体状況探索の応用  
今回エージェントの物体状況探索制御の実験として，位置情報の更

新のみを行っていたが，例えば，床に置いてある物体を探索した時，

発見した物体が，既に食べるや飲むという行動が行われた後の食品で

あれば，位置情報の更新とともに発見した時に利用者にダイアログを

出す等して捨てろといったサインを送ることも考えられる．この探索

アプリケーションはおそうじロボット[8]の発展的なものであると考

えることもでき，有効である． 
また，この手法は 3 次元の形状データを記述したシーングラフを用

いているので，ランドマークタグを様々なところに設置することによ

り3次元での探索が可能である．そして，シーングラフの更新により

エージェントが増えた場合も対応可能である．したがって，床上だけ

でなく棚の中をスキャンするエージェントや机の上をスキャンする

エージェントを作成することも可能で，図書館の書籍整理や商店の棚

卸し等，本手法が他の場面にも適用可能であると考えられる． 
 

6. まとめ  
本稿では，ユビキタス環境において RFID リーダの通信範囲から外

れて状況がわからなくなった物体を，空間情報を管理するDBに蓄積

された情報によって制御されるエージェントを用いて探索し，DBに

再登録する手法(CBDB)を設計し，提案手法CBDBとDBで制御しな

い方法の2つの比較実験を行い，本手法の優位性を評価した． 
今後の課題として，さらに探索物体が多い環境での本手法のさらな

る評価や探索物体 1 つに対して複数の探索地点の設定等が考えられ

る．  
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