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あらまし  近年, 安価な RFID タグを空間や物体に付加し, DB を用いて, その情報を共有・利用するようなユビキタス環境が

現実味を帯びてきた. このような環境では, 容易に物体の位置や状態を取得することができる. しかし, この情報を利用して空

間利用者の行動支援を行うことを考えたとき, 物体の位置や状態だけから支援を行うのは限定的で困難である. 人間は行動する

とき, 物体の状態だけでなく, その空間固有の知識や常識, 他の人間の行動といった, より概念的なものに意識的・無意識的に影

響を受けていると考えられる. そこで本研究では, まず空間や個人の概念, つまり, ある空間固有の「ある状況で, そのとき物体

があるべき状態」や, 空間利用者が要求する「このようにしておいてほしい状態」をモデル化して DB に蓄積した. 加えて, RFID
などのセンサから取得される現実の状態と, あるべき状態を DB 内に並列して蓄積するモデルを構築する. そして, その間に乖

離が生じた際, 利用者の負担が平均的になるように乖離を修正する操作要求をすることで, 空間や利用者の概念を利用した行動

支援ができると考えた. この行動支援システムを先行研究である「概念共有環境 CONSENT」に実装し生活実験による検証を行

った.  
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Abstract  In recent years, ubiquitous environments in which users can share and use information that overcome from the 
real world became realistic by low-priced RFID tag and database technology. In such environment, they can get states of 
objects and their positions easily. When we intend to support their action with the information about objects position and/or 
states, it’s limited and difficult to do by using only such information. When a parson makes an action, he/she is consciously and 
unconsciously affected by conceptual things that knowledge and common senses in specific space and actions of other persons. 
In this paper, first we accumulated concept of specific space and particular community (e.g., in a certain situation, an object 
should have a state and a ubiquitous environment user should do the action) into a database by proposed modeling. In addition, 
we present the model that accumulates each object’s real state acquired by sensors like RFID and conceptual state in parallel. 
When difference occurred between these states, we can provide support for their action with spatial condition and users’ 
concept by action demand to resolve the difference so that the loads of end users become average. We implemented proposed 
action support system in CONSENT (concept sharing environment) and evaluated effectiveness by life experiment. 
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1. はじめに 
近年，計算機やネットワーク，RFID をはじめとしたセ

ンサ類が安価で容易に利用できるようになってきた．一方，

総務省が掲げている u-Japan 政策[1]のような政策的展開も

含め，生活空間内から環境情報を取得するタイプの「ユビ

キタス環境」の発展が，今後，より進むであろうと考えら

れる． 
このようなユビキタス環境では空間の物体の位置や状態，

空間利用者の操作などをセンサデータとして取得する[2]
ことが容易となり，計算機を用いた日常行動の支援[3]が可

能になる．しかし，この環境を日常的に運用すると， 
（1）取得される大量のセンサデータにより，その蓄積・

管理が困難になる． 
（2）取得されたセンサデータを行動支援としてフィード

バックするための効率的な枠組みが必要になる． 
といったことが問題となってくる． 
 例えば，（1）の問題に対して TinyDB[4]では必要な時だ

けセンサを動かしデータ量の削減と共にセンサの使用する

電力のマネジメントに関しても提案がなされている．また，

MauveDB[5]ではセンサ網のデータの不完全性を DB内で隠

ぺいする研究がなされている．（2）の問題に関して Tagged 
World Project[6]では人間の動作をノードとした Bayesian 
Network を構築するような提案がなされている． 
 本研究では（1）に対し，センサデータ，特に RFID の反

応の組み合わせをひとつのプリミティブとみなし，それら

を「開ける」「置く」「読む」といったような操作とあらか

じめ関連付けておき，反応があったときに ID 列として蓄

積するモデルを構築することで検索の簡易化とデータ量の

削減を行った．ここでいう操作とは，どの物体に対してど

のようなことができるかという点で空間固有のものであり，

本研究ではそれを空間の概念と呼ぶ．また，空間の概念に

同意を持って生活する集団をコミュニティと呼ぶ． 
 人間は行動を行うとき，そのコミュニティの中では意識

的・無意識的に関わらず，その空間の概念や他の利用者の

行動に影響を受ける．例えば，禁煙の場所では煙草を吸う

という行動は通常行わないし，他の利用者が明らかに使っ

ている 中の本があれば，自分が必要だとしても後で利用

するなり，別の類似の本を探すなりするだろう． 
 利用者人数が十数名～数十名程度の空間では，空間の概

念やお互いの行動の影響を考えて行動することが作業を効

率よく進めていく上で重要である．しかし，これらは忘れ

てしまったり，気が付かなかったりといったことが起こる．

よって，この点について利用者を喚起するような支援が出

来れば有用であると考えた． 
 このような行動支援のため，（2）を考慮し，実空間内に

存在する物体に対し，実空間の状態をセンサから取得し，

物体が本来あるべき状態を並列してデータベースに蓄積す

るモデルを考えた．利用者はこれらの間に乖離が発生した

とき，あるべき状態に整合するように行動支援される． 
 これらについて，有用なアプリケーションをとして，十

数名規模の生活環境であるオフィス環境での利用が 適で

あると考えた．そこで，オフィス環境に対して操作と概念

を蓄積・利用する「概念共有環境 CONSENT」を構築し運

用実験を行うことで本システムの有用性を確かめた． 
 以下，第２章で概念共有環境 CONSENT について述べ，

第３章で概念を用いた行動支援の設計を行い，第４章で実

装を示し，第５章で運用実験の結果について述べ，第６章

で考察とまとめを行う． 

2. 概念共有環境 CONSENT 
RFID などのセンサ類によって，利用者が意識すること

なく，日常的に発生する大量の行動データを取得すること

ができるようになった．物体に付与された状態を共有する

アプリケーションを考えた時，口頭のコミュニケーション

のみで意思疎通を行うのが困難な，十数人～数十人規模の

生活環境であるオフィスについて適用すると有用であると

考えた．センサデータに加え，そのセンサデータが何を表

しているのかという意味情報や，その場を利用する上で意

識的・無意識的に了解している概念を DB に構築し，さら

に視覚的な支援のため VR による形状データを関連付け，

ユビキタス環境からのセンサデータと融合したユビキタス

オフィス環境として「概念共有環境 CONSENT」（Concept 
Sharing Environment）を構築し，概念を考慮した空間情報

の活用[7]や行動支援[8]について提案してきた． 
意味情報 , 概念およびそれらを蓄積する概念共有環境

CONSENT の基本モデル，実空間情報の取得方法について

次節以降で順に定義・説明していく． 

2.1. 意味情報 
概念共有環境 CONSENT では意味情報について以下の二

種類に大別して定義する．なお，これらの意味情報はコミ

ュニティ固有で定められるものである． 
定義１．物体に関する意味 
 実空間に存在する形状を持った物体や，特定の機能や効

果を持つ領域．どのようなクラスに属しているかを，階層

構造を用いて記述し，計算機で類似物体に関して一元的な

検索やそれを用いた支援を可能にしている． 
例えば，物体「鉛筆」は文化用品／筆記用具のクラスに

属し，他の物体との組み合わせ次第で「書く」という操作

が可能になる．  
定義２．操作に関する意味 
 実空間での物体の移動や状態の変化などに関して明示的，

暗示的に含まれる利用者の目的や意図．物体と利用者との

組み合わせで「置く」「読む」「座る」などを表現する． 

2.2. 概念 
概念共有環境 CONSENT では利用者が行動する際に影響

を受ける要素を以下の３つに分類した． 
（1）世間一般の知識・常識：本棚には本を片づける，

扉の開閉は部屋の出入りのために行う，など． 
（2）空間固有の知識：使用していない論文誌は共用本

棚に保管する，毎週水曜日は掃除をする，など． 
（3）利用者個人の意図：机の上の参考書は使用中なの

で持出し禁止，袋の中に入れているものはいらない

（後で捨てる）もの，など． 
ここで（2）や（3）のようなコミュニティごと，時期ご

とに変わるような概念は，気付かない，忘れるといったこ

とが起こりやすい．行動支援ではこのような状況で注意，

喚起されるのが効果的であると考えた．そのため，概念共

有環境 CONSENT では特に（2）と（3）をそれぞれ空間の

概念，個人の概念として蓄積・共有する． 

2.3. 概念共有環境 CONSENT の基本モデル 
概念を共有し効率的に利用するためには，前述の「意味

情報」や，センサデータ，形状データ，画像データといっ



 

 

た「マルチメディアデータ」と実空間に存在する「実体」

を関連付けて管理するモデルが必要になる．そこで概念共

有環境 CONSENT では意味情報を意味層，マルチメディア

データをマルチメディアデータ層，それらを関連付けた実

体を EE 層（存在エンティティ層）に分けて管理する概念

共有環境 CONSENT の基本モデル(図 1)を導入した．これに

より，複数の実体が同じ意味を持つ場合や，一つの実体が

複数のマルチメディアデータと関連付けられる場合など，

データを様々な視点から蓄積して利用することができる．

以下で，それぞれの層について述べる． 
（1）意味層 
意味層では 2.1 節で定義した意味情報について明確化，

体系化する．コミュニティ固有の意味情報を記述する手法

としてはオントロジが有効である．具体的なオントロジの

例として WordNet[9]や UMLS[10]があり，主に Web の情報

検索や共有をアプリケーションとして，個々の分野ごとに

エキスパートによって作成されている．オントロジの記述

方法としては OWL[11]が利用可能であり，記述支援ツール

として protégé[12]等が利用可能である．このため，オント

ロジは分野ごとにカスタマイズする事が容易であり，概念

共有環境 CONSENT ではコミュニティ固有のオントロジを

空間エキスパートが作成のうえ，カスタマイズしたものを

用いることにした．意味層に構築される物体，操作，およ

びそれらの二つの関係を表した主要な３つのオントロジに

ついて説明する． 
物体オントロジ(Object Ontology) 

コミュニティに存在する物体や領域に関する意味を，オ

ントロジを用いて記述したもの．具体的には汎化されたク

ラスのノードから特化されたクラスのノードへ階層化され

た ISA 階層の木構造をとる． 
操作オントロジ(Action Ontology) 
 コミュニティで行うことが可能な操作に関する意味を，

オントロジを用いて記述したもの．物体オントロジと同様

に木構造をとる． 
関係オントロジ(Relation Ontology) 
 物体オントロジと操作オントロジの間に成立する関係を

記述したもの．物体，操作，関係オントロジ全体でネット

ワーク構造をとる． 
（2）マルチメディアデータ層 

 実空間から取得される RFID の反応履歴や VR 表現をす

るときの形状データ，位置座標，その他視覚支援のための

画像データなど，実空間から取得された生のデータや空間

を再現する際に必要なデータが実体とは切り離されて蓄積

される． 

 
図 1．概念共有環境 CONSENT の基本モデル 

 

図 2．概念共有環境 CONSENT の論理スキーマ 
（3）存在エンティティ層(EE 層) 

 存在エンティティ(EE)とは実空間に存在する実体であり，

オントロジを実体化し，必要なデータをマルチメディアデ

ータと関連付けたインスタンスである．ここでいう実体と

は物体だけでなく，空間内で行われた操作や，何がどこに

位置しているか，といった事象も含んでいる． 
これら概念共有環境 CONSENT の基本モデルを基にした

論理スキーマを図 2 に示す． 
なお，概念共有環境 CONSENT における意味層やマルチ

メディア層の構築には手間というコストがかかる．この問

題は重要であるが，この考察については[13]で言及してお

り，本論文では扱わず，構築は可能であるものとする． 

2.4. 実空間情報の取得方法 
ユビキタス環境 DB を用いて日常生活をサポートする際，

コミュニティ内では様々な操作が行われ，実空間の状況は

刻々と変化している．そのため，実空間情報を共有するた

めには 2.3 節で述べたモデルに親和する実空間情報の取得

方法を検討する必要がある．コミュニティの実空間情報を

共有するには，空間に存在する物体の位置情報と，その物

体に込められた概念を取得しなければならない．また，そ

の際，利用者の負担を少なくするため，可能な限り無意識

のうちに行われることが望ましい． 
そこで，本研究における概念共有環境 CONSENT で物体

の位置情報を取得する場合，物体と領域に RFID タグ，リ

ーダを付加して，その反応から取得することにした．  
また，事物の位置関係，込められた概念がどのようにな

っているのかを「状態」として定義し，蓄積する．以下に

状態の定義を述べる． 
状態(State) 

操作オントロジを実体化した EE（操作 EE）と物体オン

トロジを実体化した EE（物体 EE）又はマルチメディアデ

ータ（MM データ）を関係オントロジで記述された属性に

よって結合したエンティティの集合を状態と呼ぶ． 



 

 

具体的には「20 時に C#の参考書が A さんの机の上に置

かれた」を記述する場合，操作オントロジ「(3792)置く」

の実体として操作 EE「(25578)置く」を挿入し，物体 EE
「(12526)C#の参考書」と「(8923)A さんの机」及び MM デ

ータ「(552)2007/12/18 20:00:00」との間に関係オントロジ

から状態の主体には what，領域には where，時間には when
を関係の属性として結合する．この例では 

action: (25578)置く 
what: (12526)C#の参考書 
where: (8923) A さんの机 
when: (552)2007/12/18 20:00:00 

の組を作ることで記述したことになる．図 2 において EE
は EE テーブル，MM は MULTI_MEDIA テーブルで管理さ

れる MM 層，EE と EE の関係は STATE_EE テーブル，EE
と MM の関係は EE_MULTI テーブルにそれぞれ蓄積され

る．ここでそれぞれの属性は DB におけるテーブルの属性

ではなく，関係オントロジの実体化により表現されるイン

スタンスであるため，属性の種類は関係オントロジに依存

し，その中から必要な属性を実体化すればよい．例えば「扉

を開ける」を記述する場合，「action:開ける，what:扉」しか

必要とせず，属性の種類は動的である． 
 このように RFID タグ／センサによって取得される物体

同士の関係と，それに対応する状態を上記のように蓄積す

ることで共有，利用を実現している(図 3)． 
 物体同士の関係と対応する状態が「置く／取る」のよう

に RFID の close/away と完全に一致する場合，利用者は意

識せずに RFID を反応させるだけでよいが， 
「置く／取る／読む／書く」などのように一意に定まらな

い場合，RFID だけでは取得しきれない．この点に関して

は現在，加速度センサなどのセンサを利用して定める研究

を行っている[14]． 
 

3. 概念を用いた行動支援の設計 
ユビキタス環境 DB における計算機を用いた行動支援を

行うことを考えたとき，より空間利用者の概念に即した支

援を行うためには，センサデータから得られた位置情報の

みの利用では困難であると考えた． 
そのため，本研究では実空間の状態と共に利用者の意図

や空間固有の概念といったものを同時に蓄積し，支援に利

用できるモデルを構築することを目指す． 
 そこで，特に支援対象になる概念について注目する．例

えば，2.2 節(3)の個人の意図の場合，ある空間利用者が参

考書を読んでいるとき，それは他の利用者にも，その本が

使用中であることは明らかである．しかし，参考書を使用

しながら作業している 中に短時間席を外す必要があり， 

 
図 3．状態の取得 

帰ってから作業を続けたいと思っている利用者がいたとき，

席を外して机の上に本を置きっぱなしの状態を見た他の利

用者は，その参考書は使用中でないと認識するかもしれな

い．参考書を使いたいと思っていた別の利用者がいたとき，

もう使い終わったと思って持って行ってしまうこともある

だろう．また，2.2 節(2)の空間固有の知識の場合，例えば

毎週気が付いた人がミーティング前にコーヒーを入れるこ

とになっていたとき，たまたま誰も入れていなかったとい

うこともあるだろう． 
 これらより，本来あるべき状態と現実の状態が一致して

いるときはよいが，ふたつの状態の間に乖離が発生してい

る場合，現実の状態をあるべき状態の方に直すように注意，

喚起するような支援を行うことができるモデルを構築すれ

ばよいと考えた． 
 そこで，2.4 節で述べた状態に対して現実の状態とある

べき状態の二つを並列で記述できるモデルを考えた．これ

ら二つの状態を次節で定義する． 

3.1. 現実状態と概念的操作状態 
現実の状態と本来あるべき状態の二つをひとつの物体に

対し並列に記述し，二つの状態に乖離が発生していないか

比較演算を行う．この二つの状態を以下のように定義する． 
現実状態(Real State) 
 センサから取得できる実空間の物体の対応関係と DB 内

にあらかじめ構築してある操作概念を結びつけたもの．ど

の物体(what)に何をしたか(action)を 低限必要な属性とし，

あとの属性は操作オントロジに記述されている範囲におい

て自由に組み合わせて表現できる． 
概念的操作状態(Conceptual State) 
 利用者や空間固有の概念を反映した，こうあるべきとい

う状態，あるいはこうしている「つもり」を示す状態．ど

の物体(what)に何がしてあるべきか(action)を 低限必要な

属性とし，あとの属性は操作オントロジに記述されている

範囲において自由に組み合わせて表現できる． 

3.2. 概念的操作状態の取得 
それぞれの状態について取得方法を考察する．現実状態

に関しては 2.4 節で述べたとおり，RFID を利用して物体の

対応関係を取得し，操作概念を結びつけることで取得が可

能である． 
概念的操作状態に関しては，そもそも取得したい支援に

有用な概念が，現実状態と乖離している状態であるため，

実空間からセンサ類を利用して無意識のうちに取得するこ

とができない．そこで，人手を介して明示的に概念的操作

状態を付加してもらうことが必要になる．そのため，概念

的操作状態付加のためのインターフェイス(UI)を実装した．

しかし，付加のための UI を工夫したとしても，毎回手動

で付加していくのは大変な手間となる．そこで，負担を軽

減するため，2.2 節の例で挙げた，「毎週水曜日に～」のよ

うな一定のルールによって記述することができる固定的な

条件がある概念については，あらかじめルールの実体を作

成しておき，条件が満たされた際に概念的操作が自動で付

加されるようにした．ここで，前者を手動付加手法，後者

を自動付加手法と呼ぶことにする． 
手動付加手法は物体に対し電子的な付箋を貼っておくよ

うなもので，付箋の内容(概念的操作状態)と現実状態との

乖離が起こると利用者に UI を通して注意，喚起される．



 

 

この手法はひとつひとつの概念的操作状態を利用者が付加

するという手間は避けられない．そのため，できるだけ付

加するときに手順を減らし，直感的に行えるような UI が

必要である． 
自動付加手法は，空間に対して if-then のルールを作るよ

うなもので，空間の状況が条件に当てはまると指定された

概念的操作状態が付加され，それが現実状態と乖離してい

るなら利用者に UI を通じて注意，喚起される．この UI に
必要とされる事項は以下の 3 項目であると考えた． 

(1)直感的でわかりやすいこと 
(2)表現の自由度が高いこと 
(3)拡張性が高いこと 

 (1)については利用者の利便性を高めるために必要であ

る．(2)は，例えばひとつの if-then の概念を構築する際に，

毎回プログラムを構築してコンパイルするのは手間がかか

り，専門的知識を要求する．そこで，枠組みのみを用意し

ておき，条件と結果を利用者が自由に構築できるようにす

るべきである．(3)は if に当たる条件の要素が増えたときな

どに，行動支援システム全体を作り直す必要がないように

することである．例えば，システムが運用している途中で，

新たなセンサとして湿度計が導入されたとする．そのとき

条件として「湿度が何％以下（以上）なら～」という条件

を追加する際に，システムや UI 全体を作り直すのは作成

側にも利用者側にも手間となる．そこで環境条件が拡張さ

れても少ない手間で拡張できるようにすべきである．  
 本研究では，これらの要求を満たすような UI を設計し，

実装，評価する． 

3.3. 状態の乖離と整合 
ひとつの物体(what)に対して現実状態と概念的操作状態

の比較演算を行い，操作(action)や場所(where)が一致してい

る場合を，本研究では，この物体の状態が整合していると

呼ぶ．一方，異なる場合，乖離を起こしていると呼ぶこと

にする．「共用の参考書は使わないとき，必ず本棚にしまわ

なくてはならない」という概念的操作状態の例について，

整合と乖離の状態を図 4 に示す． 

3.4. 状態の乖離の喚起と整合 
現実状態と概念的操作状態に乖離が発生しているとき，

それを利用者に注意，喚起させるための仕組みと，利用者

にどのような乖離が発生しているのかを認識させるための

仕組みが必要になる． 

 
図 4．状態の整合と乖離 

 
図 5．全体のアーキテクチャ 

利用者の負担を減らし，直感的に状態の乖離を認識させ

るためには，文章だけでなく，視覚的な強調表示なども考

慮して表現することが効果的である． 
本研究のアーキテクチャを図 5 に示した． 
 

4. 概念を用いた行動支援の実装 
3 章で述べたシステムを概念共有環境 CONSENT に実装

した． 

4.1. 現実状態の取得 
現実状態は図 3 に示したように RFID を利用して実際の

利用者の操作から取得する．本来ならば全ての意味を持つ

領域にリーダを配置すべきであるが，実際の実装では利用

できる RFID リーダの数に制限があったため，実験を も

効果的に遂行できる場所への設置にとどめた．このため，

現実の場所には，「本来 RFID リーダを設置すべきであるが

実際には設置できなかった場所」がある．そのため図 6 の

ような VR を用いた UI で操作した物体をクリックするこ

とで，リーダによる現実操作と同様のデータを取得できる

ようにした．5 章で示す生活実験では，全ての領域にリー

ダがあるという仮定のもと，実際にはリーダが設置されて

いない領域については UI を用いて操作を挿入してもらっ

た．蓄積されるデータは 2.4 節で示したとおりである． 

4.2. 概念的操作状態の取得 
手動付加手法の場合，図 6 の UI で概念的操作状態付加

の操作を行うことを明示的に宣言し，現実操作と同様に付

加したい物体をクリックすることで図 7 のような操作パネ

ルが現れる．what と action のほかに必要な情報を選択し登

録する．ここで，現実状態と比較演算するための属性は現

実状態と全く同じ属性が付加されるが，概念的操作状態固

有の属性として，誰にやっておいてほしいか(who)，いつま 

 
図 6．VR インターフェイス 

 
図 7．概念的操作状態付加 UI 



 

 

でにやってほしいか(TimeLimit)を追加することもできる．

これは運用上ひとつの物体(what)に複数の概念的操作状態

が付加される可能性があるため，優先順位を決めるために

必要な属性である．例えば本に対し机に置いておくべきと

いう概念的操作状態と本棚にしまっておくべきという概念

的操作状態が同時に優先度なく付加されていたとすると，

例え机に置いてあっても本棚にしまってないので乖離が発

生し続ける．そこで本システムでは TimeLimit の早いほう

が優先するように実装した．優先度については利用状況に

合わせて別途考察が必要である．蓄積されるデータは 2.4
節で示したとおりだが，現実操作と区別するために概念的

操作状態であることを示す属性が関連付けられている． 
 自動付加手法の場合，図 6 の UI でルールの実体(以下 rule
と記述する)を作成することを宣言すると，まず if の条件に

あたる部分を作成する図 8 のような UI が表示される．今

回作成した条件項目を表 1 に示す．条件は，より概念を用

いた項目を用意すべきで，例えば「ミーティングの際にお

茶の用意をする」などが付加できることが望ましい．しか

し，本研究の範囲で明らかにしたいのは状態の乖離の検出

と整合の支援の実現性と有用性の検証であるため，条件項

目の改善については今後の課題とした． 
 利用者はこの条件項目の中から付加したい条件を組み合

わせて付加することができる．図 8 では曜日：火曜日，か

つ時刻：13:00（毎週火曜日の 13:00 になったら～）という

条件の rule を作成する様子である． 
 管理者は新しいセンサの増加というような空間拡張が行

われ，条件の枠組み自体を増やしたい場合，図 2 のスキー

マの MM 層にデータを蓄積するテーブルを増やし，条件に

よる振舞いを記述することになる．UI 上では図 8 の条件項

目が追加される． 
 次に thenの部分を作成するときは手動付加手法と類似の

操作パネルが表示され，条件を満たしたときに，どのよう

な概念的操作状態を付加すべきかを記述できる．VR を用

いて直感的に選択できる点も同様である． 

4.3. 状態の蓄積と検索 
4.1 節，4.2 節のようにして取得された状態を CONSENT

データベースに蓄積する．本節では状態の蓄積と検索のた

めのクエリを示す． 
図 9 は「18 時(when)に扉(what)をＡさん(who)が開ける

(action)」という操作を DB に挿入するためのクエリ例であ

る．状態が取得された際，システム側では対応する物体

EEID と操作 ONTOLOGYID，利用者 EEID がクエリ実行部

に渡される．図のクエリでは actionEE 挿入部で WITH 句を

用いているが，これは 2.3 節(1)で示した操作オントロジが

階層構造を持ち，それがコミュニティ依存であるため，任

意の階層のオントロジについて柔軟に関連付けできるよう

にしたためである．クエリ中に現れる

get_predicate_PtoC(ID)はテーブル値関数であり，同様に任

意の深さの階層について引数のノードの子となっている

relation_ontology を取得できる関数である． 
表 1．条件項目 

 

 
図 8．rule 条件付加 UI 

 
図 9．状態挿入クエリ 

 
図 10．状態取得クエリ 



 

 

例では action,what の挿入を行っているが，who や操 when
を挿入する場合は図中のクエリ「action-what 関係挿入」と

同様に「action-who 関係挿入」として類似のクエリ書けば

よい．これらの関係はプリミティブとして用意されており，

システム側で必要なものを入れ替えて実行するようになっ

ている．利用者側はこれらのクエリを気にすることなく操

作が可能である． 
図 10 に状態を取得するためのクエリを示す．図のクエリ

では HYPOSTASIS(ID)というテーブル値関数を用いている

が，これもオントロジの階層に柔軟性を持たせるための関

数で，thing_ontology に蓄積された，引数を親ノードとした

下位ノードすべてを取得する関数である． 
このクエリを用いることで，状態の属性のうち

action,what,where,who,when について表示することができる．

このほかの属性が必要な場合は図中のクエリ「what 取得」

と同様に必要な属性を取得するクエリを追加すればよい． 
また，図 10 は使用頻度が高いため，ビュー「HISTORY」

として利用できるようにした． 

4.4. 状態の乖離の喚起と整合 
 状態の乖離を利用者に喚起するため，乖離が起きるよう

な操作が行われたときと，管理者が指定した間隔でモニタ

リングし乖離があったときに，「乖離を修正せよ」との命令

が適切な利用者にポップアップ形式で喚起される．ここで

適切な利用者とは，誰にやっておいてほしいか(who)が記述

された概念的操作状態の場合はその利用者に，記述されて

いない，誰が行ってもかまわないという概念的操作状態の

場合は当番制で長期的に見て誰かに負担が偏らないように

振り分ける．今回振り分け方は単純に 

mod 年間積算日,利用者人数  

の ID を持つ利用者が当番とした． 
 喚起された利用者は図 11 のような状態の乖離を表示す

る UI を確認し，乖離がなくなるように実空間を整合する．

このとき，まず利用者は図 11(a)で視覚的に乖離した物体の

位置を確認する．矢印の根本が現実状態の位置，先が概念

的操作状態の位置．ただし，「扉が閉まっているべきなのに

開けっ放しである」のような状態の乖離で位置としては乖

離が起きていないときは，矢印は該当の位置に垂直に表示

されている．次に図 11(b)でどのような状態に整合すればよ

いかをテキストで確認するようにした．これにより利用者

の行動に対して 
１．普段利用者ごとに偏っている仕事を分散する． 
２．普段行っていなかった仕事を新たに行うようになる． 

(a)視覚的支援      (b)文字情報支援 
図 11．乖離表示 

といった効果が得られることが期待できる．１に関する定

量的な評価式として分散をもとにした次の式を用いる．比

較する対象である操作回数がそれぞれ異なるため，ひとり

で全ての操作を行ってしまったら 100，全員が同じ回数の

操作を行ったら 0 になるように操作回数によらないように

正規化を行った．すなわち，総操作回数に対する個人個人

の操作回数の割合の分散 baseV は次のようになる． 
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(1)式において nは利用者数， x は操作回数平均， ix は利

用者 ID が i である利用者の操作回数，k は総操作回数とす

る．ここで一人の利用者が全ての操作をしてしまったとき

の分散 0V は利用者人数が n人のとき，(1)式より， 
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となる． 
 この式は次章の運用実験の評価で用いる． 
 

5. 運用実験 
第４章で実装したシステムを使って日常生活実験を行っ

た．実験環境は以下の通りである． 
面積：164m2，利用者数：12 人，実験期間：2007/10/17～
2008/2/15，サーバ OS：Microsoft Windows Server 2003 (1 台)，
クライアント OS：Windows Vista Business (15 台)，開発環

境：Microsoft Visual Studio 2005，DBMS：Microsoft SQL 
Server 2005，RFID リーダ：FUJITSU 社製リーダ 14 台，TI
社製リーダ 2 台 

本研究の日常生活実験では，オフィス環境コミュニティ

のモデルとして研究室での生活を対象に行った． 
また，本研究の概念的操作状態蓄積モデルとそれを利用

した行動支援の効果を確認するため，実験を前半と後半に

分けることにした．2007/12/9 までを前半とし，実装した行

動支援は利用せず，実験開始前と同じ生活を行ってもらい，

その現実操作を登録した．後半では行動支援を行いながら

日常生活実験を行った． 

5.1. 蓄積された操作の検証 
実験期間中に行われた現実操作の回数を，RFID から取

得した手間のかからない手法と，UI から取得した手間のか

かる手法に分けて，日ごとに並べたグラフが図 12 となった． 
初めの方の調整期間では操作そのものの取得が安定して

いないが，安定してからの特徴として，日曜日の操作回数

は 0 であることが多いため，回数の谷と谷の間で 1 週間を

示すことや，大きく回数が落ち込んでいる場所が年末年始

の休暇だったことが見て取れた．今後より長期的に運用し，

有意な特徴が見られるようであれば，アプリケーションへ

の利用が期待できる． 

5.2. 状態の検索コスト 
取得された操作に対して検索クエリの実行時間を検証し

た．実験中に得られた EE 数は約 10 万件/3 ヵ月であった．

そこで模擬データによる 10 万～100 万件の DB を構築し検

索にかかる時間的コストを求めた．検索クエリは Q1「ある

…(2) 

…(3) 

…(1) 



 

 

(任意の)物体のある時間の状態」，Q2「ある時間のすべての

状態乖離している物体に付与された概念的操作状態」の二

つとした．Q2 の検索では，空間の全ての，概念的操作状態

を持つ物体とその状態の集合に対し，並列記述された現実

状態の集合の差集合を取る演算を行っている．この検索は，

行動支援時に必ず利用する検索であるため，システム運用

時のパフォーマンスに与える影響が大きい． 
実験結果(図 13)より，ひとつの物体の検索(Q1)には 100

万件のデータからでも 2 秒程度で検索できるが，全体の比

較演算(Q2)になると 60 万件あたりから大幅な増加がみら

れる．すなわち 1～1 年半程度のデータ取得量であれば十分

に運用できるが，それを超える場合は改善が必要なことが

わかった． 

5.3. 状態の乖離の喚起と整合の成果 
後半の実験で付加した rule8 個のうち「(1)毎週火曜日，

13:00 になったらコーヒーメーカーの電源を入れる（コー

ヒーをいれる）」「(2)毎日 12:00 に窓を開ける（換気する）」

という二つの例について履歴の検証を示す． 
 (1)の例では実験前半ではコーヒーを入れる利用者が偏

っていた状況から，仕事を平均的に分散することができて

いるのがわかった．式(3)を利用して前半と後半の分散の値

を計算するクエリを実行すると図 14 のように 61.7 から

13.4 まで低下していることが示された． 0 に近いほど仕事

が分散されており，行動支援の効果がみられた． 
 (2)の例では窓を空ける回数をカウントするクエリを実

行すると，前半 2 回から後半 39 回まで増加していることが

示された(図 15)．前半ではほとんど行われていなかった操

作が，後半では行われるようになり，効果が得られている． 
 以上から空間固有の概念とルールに基づく当番制の業務

負担が均等化されるような利用者支援が実現できた． 
 

6. まとめと考察 
 本論文では人間が行動する際，影響を受ける要素である

概念に注目し，ユビキタス環境 DB に概念を並列に蓄積す

るモデルの設計と実装を行い，生活実験によって検証した．

本質的な蓄積と比較については大きな問題は見られなかっ

たが，乖離を整合するための利用者への UI は改善が必要

と考える．現在のシステムではデスクトップ型の計算機が

必須であり，自由に移動しながら利用することができない． 
そのためモバイルや音，光などを用いた支援を今後検討し，

利用者の使用感に関する評価を行いたい． 
謝辞 本研究は平成 19 年度横浜国立大学教育研究高度化

経費の助成を受けて行った． 

図 12．実験中に蓄積された操作 

(a)実験前半        (b)実験後半 
図 14．(1)の正規化分散 
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図 13．状態の検索コスト 

(a)実験前半   (b)実験後半 
図 15．(2)の操作回数 


