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メタデータは電化製品に書籍，音楽ファイルなど既に至る所に付与されている．2005 年以降に爆
発的に普及すると予想されている RFID によって，それらは電子的に取得することが可能になるだ
ろう．一方，ネット上には Web サービスが溢れ，家庭内には UPnP サービスが浸透してきている．
そして，それらのサービスの検索にメタデータを利用する試みが始まっている．本プロジェクトでは，
それらユビキタス環境に存在する様々なメタデータをブラウズし，それを元にデータやサービスを自
由に組み合わせて利用できる新しいハンドヘルドアプリケーションを提案する．
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Metadata are already given to almost all the products in the world, such as books, foods,
digital contents, electric devices, and so forth. Further, they can be accumulated electronically by RFIDs, which is expected to spread explosively in 2005. On the other hand, web
services are getting popular in the internet, and UPnP services are penetrating into the home
network. Here, the metadata are also used for service discovery and composition. In our
project, we propose a new handheld application, in which user can intuitively browse as icons
the metadata for data and services around him/her, then invoke the services with the data
by simple drag and drop operation.

1. は じ め に

れらへの簡便で直接的なアクセス方法は存在しない．
例えば，あいかわらずユーザはパソコンの裏をひっ

世の中はモノであふれている，そして様々な情報が

くり返し，細かく長い数字の羅列をメモしたり，商品

紐付けられている．いわゆるメタデータである．例え

によっては非常に分かりにくく書かれた食品パッケー

ば，工業製品にはメーカー名から製造年月日，型番，

ジ上の情報を読み取らなければならない．そして，そ

食品には生産地や生産者などが付与されている．リ

うした情報から即座に Web での検索にあたることは

コール問題や食の安全性が叫ばれている現在，そうし

できず，まずは自宅に帰ってパソコンの前に座り，メ

た情報を参照したい場合は多いだろう．一方で，ネッ

モした文字列を打ち込まなければならない．

ト上にはそうしたデータを基に利用できる様々なサー

Ubiquitous Service Finder(以下，USF) はそうし

ビスが存在している．例えば，メーカーが提供してい

た情報へのアクセスを改善するために考えられたもの

る製品検索サイトや，公的機関が出している食品衛生

である．ここでは，世間一般における携帯電話の普及

サイトなどである．また，家庭内にはネット家電の普

率と，若年層の寝床にまで携帯を持ちこむ執着心を考

及により LAN 経由でアクセスできるデジタル機器が

慮し，デバイスとして携帯を選択した．そして，最も

数多く入り込んでいる．しかし，これだけ身の回りに

直感的で多くの人が使い慣れたインターフェースとし

メタデータとサービスが溢れているにも関わらず，そ

て，モノやサービスをアイコンとして抽象化するアプ
ローチを採用した．
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USF を使うことで，このパソコンのスペックはな
んだっけ？この CD には何が入っていたっけ？この牛

肉はいつ買ったっけ？という時に，携帯をそのモノに
かざすだけで，まずモノがアイコンとしてデバイス上
に表示される．そして，それをクリックするだけで紐
付けられたメタデータを見たり，簡単な操作でクリッ
プすることができる．そのためユーザはモノをひっく
り返したり，ペンでメモを取る必要がなくなる．また，
ネット上のサービスやデジタル家電の持つサービスも
デバイス上にアイコンとして表示されるため，ユー
ザはモノアイコンをサービスアイコンにドラッグ＆ド
ロップするだけで，そのモノの持つメタデータをサー

図 2 アイコン分類

ビスに入力させ，実際にサービスを起動することがで
きる．いちいちパソコンを立ち上げたり，キーボード
をたたく必要はない．

にメタデータを付与する機能を有している．

UPnP2WS Getaway は UPnP を Web サービス化

以下，2 章では USF のシステム構成と技術ポイン

するゲートウェイである．これは UPnP のコント

トを説明する．また，3 章では USF の代表的なユース

ロールポイント機能 (UPnP デバイスを管理する

ケースを紹介する．そして，4 章では本システムの有

ハブ機能) を兼ねており，サブドメイン内の UPnP

効性について考察し，5 章において関連するアクティ

サービスを自動的に検知し，Web サービスとし

ビティと比較する．最後に，6 章においてまとめと今
後の課題を述べる．

2. Ubiquitous Service Finder の提案

て以下のユーザエージェントに公開する．
ユーザエージェント は家庭内ではホームサーバ (も
しくはそれに相当する PC)，オフィスでは自席の
個人用 PC で動作することを想定しており，RFID

2.1 システム構成

タグリーダによって検知されたタグ ID から該当

本システムは，RFID に代表されるタグ技術と EPC

するモノやデータを表すアイコンを USF に表示

グローバルやユビキタス ID といったインフラ整備の

したり，ネット上あるいは家庭内 LAN において

取り組みによって，近い将来，工業製品や食品といっ

利用可能なサービスを USF に表示する．また，

た商品に電子的に参照可能なメタデータが付与される

ユーザの USF 上での操作に応じて，モノやデー

ことを前提としている．むろん，RFID ではなく QR

タに付けられたメタデータの取得や，Web/UPnP

コードやバーコードを用いることも可能である．また，

サービスへの入力を行う．ユーザエージェントに

インターネット上の Web サービスと，家庭やオフィ

は，ユーザ固有の動作を追加するためのスクリプ

スネットワーク上のデジタル家電による UPnP サービ

トシステムが内蔵されており，多少のプログラミ

スが利用可能であることも想定している．こちらは既

ング経験のあるユーザは様々なカスタマイズ処理

に多くのサービスが現実に利用可能である．その上で，

やバッチ処理を組み込むことができる．

RFID などによって取得されたメタデータと Web サー

メタデータ DB には各種メタデータが格納され，オ

ビス/UPnP サービスを連携させるシステムである．

ントロジー DB にはメタデータを基に連携可能な

全体アーキテクチャを図 1 に示す．ここでは，サー

サービスを発見するためのオントロジー (語彙体

ビス指向アーキテクチャを統一デザインとして採用し，

系) が収められている．

Web サービスや UPnP サービスだけでなく，モノや

USF は携帯電話上で動作する Java のアプリケー

データ (映像データや音楽データ，デジカメ画像など)

ションであり，ユーザエージェントから送られて

も紐付けられたメタデータを返す出力だけのサービス

きた情報に基づいてモノやサービスのアイコンを

とみなしている．以下では，いくつかの特徴的なコン

表示する．ユーザは，アイコンを操作することで，

ポーネントの概要を示す．

メタデータの取得やサービス実行を直感的に行う

WA2WS Getaway は既存の Web アプリケーショ

ことができる．図 2 に USF 上で扱われるアイコ

ンを Web サービス化，つまり WSDL でインタ

ンの種類を示す．各アイコンの使われ方について

フェースを定義・公開し，SOAP でアクセス可能と

は次章にて述べる．

するゲートウェイである．詳細については [ICWS]

2.2 セマンティックアプローチ

を参照して欲しい．また，アノテータはサービス

本システムは，現実世界にあるモノやデータ，サー

図 1 USF の基本構成

2.2.1 メタデータ−オントロジーマッピング
まず，対象とするモノやデータのメタデータを解析
し，あらかじめ用意したオントロジーと照らし合わせ
ることで，メタデータ内の各項目が表す意味的な概念

(コンセプトと呼ばれる) を取得する (例えば，生産者
や生産地，賞味期限など)．
現在，メタデータには様々な形式 (フォーマット) が
存在し，業界や団体毎に統一化が試みられている．例
えば，放送データに関する EPG や，EPC グローバル
図 3 スナップショット

による PML(Product Markup Language) などがそ
れである．そのため，残念ながらメタデータに対する

ビスをアイコンとして抽象化し，デバイス上にそのリ

パーサは各フォーマットに合わせて個別に開発する必

フレクションを映し出すことで，ユビキタス環境にい

要があるだろう．しかし，多くのメタデータは本質的

るユーザに (デスクトップ操作と同様の) 直感的で使

にタプル表現となっており，項目名と値がペアになっ

い慣れた操作感を与えることを特徴としている (図 3

ている．ここでは，その項目名を取得し，オントロジー

参照)．しかし，容易に想像されるようにこの方法では

内のノード (コンセプトまたはインスタンス) との正

狭いデバイス画面上にアイコンが溢れてしまい，どの

規表現マッチングを行う．オントロジーとは，一般に

データとどのサービスを組み合わせて利用できるのか

語彙体系と呼ばれ，コンセプトをグラフとしてまとめ

が分かりにくい．また，アイコンのクリックやドラッ

たものである．我々は，現時点で約 13 万個のコンセ

グ＆ドロップといった単純な操作だけでは，サービス

プトを有するオントロジーを有しており，これを基に

が複数の入力情報を必要とする場合にどの引数にメタ

メタデータの項目名に最も近いと思われるコンセプト

データのどの項目を入力すればよいかを明示的に指示

を探し出す．但し，メタデータの項目名は事前に定義

できない．そこで，本システムでは以下の 2 つの手法

された集合であるため，前もって相当するコンセプト

によってこれらの問題への解決を図っている．

とのペアを定義しておいてもよい．そして，本システ

ムではサービス指向の考え方からモノやデータもメタ

のみであり，サービスの実行はユーザがはじめのアイ

データ (データの場合はデータそれ自身も含めて) を

コンをリンク上の任意のサービスアイコンまでドラッ

返すサービスとして抽象化しているため，メタデータ

グ＆ドロップすることで行われる．その結果，前後の

内に含まれるいくつかのコンセプト (例えば，生産地

サービス間でコンセプトに対応する値の受け渡しを行

や賞味期限，型番など) を出力しうるサービスとして

い，サービスを呼び出していく．具体的な例を次章に

扱われる．

て示す．

2.2.2 組み合わせ可能なサービスの発見と合成
次に，それらのコンセプトの一部または全部を入力

また，前もってサービスのフローを定義しておくこ
とも可能である．しかし，無数に存在するネット上の

とするサービスを検索する．ここでは，サービスにも

サービスや各家庭毎に異なる機器サービスを対象に，

あらかじめメタデータが付与されセマンティック Web

事前に具体的なサービス対象まで指定してフローを

サービス [SWS] 化されているものとする．セマンティッ

組んでおくのは限界がある．そこで，我々は前述した

ク Web サービスとは，Web サービスに RDF[RDF]

ように意味的な繋がりからサービスの組み合わせを

や OWL[OWL] を使ってメタデータを付与し，サービ

自動的に計算する技術を開発した．しかし，両者の中

スの発見，合成に活用する試みである．我々は現時点

間的なアプローチとして，フロー定義において具体的

で約 50 種類の Web サービスをセマンティック Web

なサービスではなく抽象的ないわばサービスのクラス

サービス化して提供しているが，今後セマンティック

を指定しておき，実行時に呼び出し可能なサービスを

Web が普及することによって我々以外からもセマン

検索して呼び出す Late Binding 方式のスクリプトシ

ティック Web サービスが提供されるようになるだろう．

ステムも提供している．サービスのクラスはメタデー

セマンティック Web サービスでは，サービス記述言語

タによって定義され，上述したマッチメイキング技術

OWL-S[OWLS] によってサービスの各入出力にコン

を用いて実行時に呼び出し可能なサービスが検索され

セプトが割り付けられている．そこで，メタデータか

る．スクリプトはユーザが独自に記述することができ，

ら返されるコンセプトとサービスが入力として必要と

ユーザエージェントによって実行される．

するコンセプトの関係を計算する．コンセプトは記述
論理 (Description Logic) に基づくオントロジー記述

3. ユースケースシナリオ

言語 OWL で定義されているため，コンセプト間に包

USF は，ユビキタス環境におけるモノやデータが

摂 (subsumption) や論理和 (union) といった関係が成

持つメタデータおよびネットや家庭内に数多く存在す

立するかどうかをチェックする．我々は既にオントロ

る Web/UPnP サービスへの直感的なアクセス手段を

ジーに基づいて類似の Web サービスを検索するマッチ

提供することを目的に開発された．以下では，まず物

メイキング技術を開発しており [ISWC02,ISWC04]，

理的なモノに紐付けられたメタデータを USF で取得

ここではサービスの対象をメタデータや UPnP サー

するケース，USF を利用してサービスの呼び出しを

ビスに拡張している．メタデータから返されるコンセ

行うケース，メタデータからサービスへの連鎖を作り

プトを入力とするサービスが見つかった場合，今度は

上げて実行するケース，の 3 つを示す．また，最後に

そのサービスが出力するコンセプトを入力とするサー

USF の上記以外の使い方について簡単にまとめる．

ビスを検索する．これを一定回数繰り返すことによっ

3.1 ユースケース 1: メタデータスカウター

て，サービスの組み合わせ可能な連鎖を見つけ出すこ

最も単純な例として USF を用いてメタデータをブ

とができる．そして，その結果を複数のサービスアイ

ラウズする例を説明する (図 4(a))．まず RFID を用

コンを有向リンクで結合することでユーザに提示す

いて USF の近傍にあるメタデータを発見する．既に，

る．この動作は，いわばサービスのメタデータ定義を

RFID リーダを内蔵した携帯端末 Ubiquitous Com-

オペレータとする単純なリアクティブプラニングを意

municator[UC] や，RFID リーダを内蔵した KDDI

味している．発火可能なオペレータが複数存在する場

製携帯電話 [KDDI] などが発表されている．近い将来，

合は，コンセプト間の類似度と後述するユーザコンテ

USF はこうしたデバイスをハードウェアとして使用す

キストに基づいて計算した確信度によってサービスの

ることを想定しているが，現在の実装は通常の携帯電

組み合わせをソートする．ユーザは提示されたサービ

話に RFID タグを 1 つ貼り付けた単純なものである．

スの組み合わせが気に入らない場合は，次候補の組み

RFID リーダはユーザエージェントの PC に USB 接

合わせを表示させることができる．また，あくまでも

続され，管理されている．ユーザエージェントは USF

プラニングを一段または多段に行って結果を提示する

に割り当てたタグを認識した場合，同じリーダによっ

図4

ユースケースシナリオ

て認識された他のタグを USF の近傍に存在するモノ

してその情報を特定のサービスに流し込んで，実行し

として，相当するアイコンを USF 上に表示する．つ

たくなることが想像される．以下では，USF を用いて

まり，USF 上に表示されるアイコンは実際のモノ (や

サービスを実行する例を示す (図 4(b))．USF では実

機器) のいわば写像を表している．

際に存在するモノ以外に，電子的なデータに付けられ

例えば，ユーザがキッチンに入るとスーパーから買っ

たメタデータを扱うことが可能である．例えば，動画

てきた牛肉パックについていたタグが認識され，USF

データや音楽データがファイルサーバに格納されてい

上に牛肉アイコンが現れる．ユーザが牛肉アイコンを

る場合，それらがユーザエージェントからアクセス可

クリックすると，ユーザエージェントによってタグ ID

能であれば USF 上にアイコンとして表示される．ま

に紐付けられた牛肉の生産地や賞味期限について記述

た，Web/UPnP サービスもユーザエージェントから

したメタデータが取得され，USF 上にテキスト情報

アクセス可能であればアイコン化して表示される．具

として表示される．それ以外にも，以前に購入したパ

体的には，UPnP サービスはサブドメイン内で有効で

ソコンやボード部品のスペックを簡単に確認したり，

あるため，サブドメイン内に設置された UPnP のコン

出先で CD や本のメタデータを USF にコピーし，帰

トロールポイント (UPnP サービスのレジストリ) で

宅後にネットで購入したりといった使い方が可能であ

認識されている UPnP サービス，およびネットワー

る☆ ．

ク的にアクセス可能な Web サービスである．RFID

3.2 ユースケース 2: ユビキタスリモコン

リーダと同様に，UPnP コントロールポイントもユー

メタデータを見ることができれば，次のステップと

ザエージェントによって管理され，RFID リーダによっ

☆

但し，これらの例は RFID タグが購入後もアクティブであり，
生産 (製造) 者や流通業者が SCM などのために付与したタグ
情報に消費者がアクセス可能な場合を想定している．

て USF が特定のサブドメインに物理的に近づいたと
判断された場合，そのサブドメイン内の UPnP サー
ビスが USF 上に自動的に現れる．

例えば，ユーザがリビングに入ると，ホームネット

プトが概念的に近いことが判断されて，牛肉アイコン

ワーク内でアクセス可能なファイルサーバに格納され

と食品衛生サイトアイコンがリンクされたものである．

た動画データと UPnP に対応した HDD レコーダの

つまり，牛肉と組み合わせられる可能性のあるサービ

再生サービスが USF 上にアイコンとして表示される．

スをユーザに代わって探し出して提案している．更に，

そこで，ユーザが動画データアイコンを HDD レコー

ユーザが牛肉アイコンをリンク先の食品衛生サイトア

ダアイコンにドラッグ＆ドロップすると，実際の動画

イコンにドラッグ＆ドロップすると，牛肉の情報が食

データが HDD レコーダから再生される．ここでユー

品衛生サイトの検索サービスに入力され，食の安全に

ザが自室に移動した場合，USF 上には自室内の映像

関するより詳細な情報を得ることができる．これは，

データを再生可能なサービス (例えば PC など) が表

先のメタデータ−オントロジーマッピングによって得

示され，リビングの HDD レコーダアイコンは消滅す

られた産地と加工日の情報が，食品衛生サイトの検索

る．そして，ユーザが先の動画アイコンを新しく現れ

サービスの入力に付けられたオントロジー Location

たアイコンにドラッグ＆ドロップすると，今度は自室

と Time にそれぞれ対応すると判断され，各項目の値

の PC で動画が再生される☆ ．

(ペンシルベニア，20041229) が検索サービスに実際

3.3 ユースケース 3: サービスファインダー

に入力されて，得られた結果をテキスト表示したもの

上述した 2 つの例は，USF のスカウターおよびリ

である (図 4(c))．

モコンとしてのいわば導入的な使い方を示している．

これ以外にも，例えば CD から Music コンセプト

しかし，アイコンが増えるにつれて，USF の画面が

繋がりでアーティスト情報サイトが発見され，更に

アイコンで溢れ，何と何を組み合わせられるのか分か

Information コンセプト繋がりでロボットの音声読み

らなくなるだろう．また，先の例ではデータそのもの

上げサービスが発見されるという複数のサービスを数

をサービスに入力したが，メタデータをサービスの入

珠繋ぎに接続することも可能である．これは組み合わ

力とすることもできる．その場合に，メタデータ内の

せ可能なサービスの発見を 2 回繰り返すことでサービ

どの項目をサービスのどの引数に与えればいいかを指

スの連鎖が合成されたものである (図 4(d))．連鎖の

示しなければならない．そこで，前章にて述べたメタ

長さはユーザエージェントにおいて設定可能だが，通

データ−オントロジーマッピングおよび組み合わせ可

常は 2 または 3 に設定されている．

能なサービスの発見と合成が必要となる．

反対に，サービスをステップバイステップで接続す

例えば，動画データと映像再生サービスの組み合わ

ることも可能である．例えば，ワインアイコンをワイ

せは容易に見つけられるとしても，牛肉にどんなサー

ン情報サイトアイコンにドラッグ＆ドロップしてワイ

ビスを組み合わせられるかは容易に想像できないだろ

ンの産地や説明を表示させた後で，ワイン情報サイト

う．そこで，ユーザが牛肉アイコンをダブルクリック

アイコンをダブルクリックして，それに繋がるサービ

すると，数ある Web サービスの中から食品衛生サイ

スを探すこともできる．仮にここで Location コンセプ

トが発見され，牛肉アイコンと赤線でリンクされる．

ト繋がりで地図サービスが発見された場合に，ユーザ

これは，まずメタデータからのオントロジーマッピン

が別のサービスを利用したければ次の候補を探すこと

グによって，牛肉のメタデータ内の「アメリカ産牛肉」

もできる．例えば，この場合，翻訳サービスや前述の

というキーワードから，オントロジー DB 内に格納

読み上げサービスなども発見されるだろう (図 4(e))．

された食品オントロジー内の Meat コンセプトを表す

この仕組みはいわば意味的な繋がりで連想ゲームを

ノードが特定される．同様に，メタデータ内の「産地：

してるようなものとも言える．そのため，ユーザは意

ペンシルベニア」
「加工日：20041229」などというキー

外なデータやサービスの組み合わせを発見することが

ワードから，オントロジー内の Location や Time と

でき，実用面以外の使い方も可能かもしれない．また，

いったコンセプトも特定される．次に，組み合わせ可

現在はモノやデータに付けられた静的なメタデータを

能なサービスの発見により，Meat コンセプトと食品

対象としているが，今後は MPEG-7 など時間に沿っ

衛生サイトに付けれたメタデータの 1 つ，Food コンセ

て変化するメタデータも対象とし，動画再生時にダブ
ルクリックするタイミング (シーン) によって異なる

☆

現在の実装では，ユーザエージェントによって実際の動画デー
タがコピーされ，UPnP サービスとして公開した映像再生サー
ビスに直接渡されている．今後デジタル家電の DLNA[DLNA]
への準拠などが進めば，ストリーミングによる再生などが可能
となるだろう．

サービスが発見される，などの拡張も検討している．

3.4 その他の機能
本節ではこれまでの説明にもれた機能についていく
つか説明する．

3.4.1 検 索 機 能

る．そこで，ユーザエージェントをモバイルエージェ

前節では，モノやデータに組み合わせ可能なサービ

ント化し，ユーザが在宅時はホームサーバ上で動作し，

スを意味的に探し出す例を示した．しかし，そもそも

ユーザが出勤時にはオフィスのプラットフォームに移

モノやデータまたはサービスのアイコンそのものを探

動してユーザをサポートするシステムを検討してい

し出したい場合も想定される．例えば，大規模な本屋

る．我々は既に軽量移動スクリプト技術を開発してお

や図書館で特定の著者の書籍を探したい場合に，自動

り [Flp]，これを先のマッチメイキング技術と連携さ

的に表示されるアイコンを 1 つ 1 つチェックしていく

せることで実現される．

ことは実質的に不可能である．そうした場合には，抽
象アイコンを利用することができる．抽象アイコンは
いわば検索条件式があらかじめ設定されたフォルダを
表しており，ユーザはこれをダブルクリックすること

4. 考

察

本章では，現在までに述べた USF の設計上のポイ
ントについてそれぞれの動機付けを述べたい．

で，現在認識されているメタデータの中から条件にあ

USF では，統一デザインとしてサービス指向アー

うものを探し出すことができる．一部のメーラーにお

キテクチャ(Service Oriented Architecture, SOA) を

ける動的なフォルダと同様の機能である．抽象アイコ

採っている．従来のクライアント・サーバシステムが接

ンへの条件の設定はユーザエージェント上に記述する．

続相手を設計段階から想定しているのに対して，SOA

先の例では，著者の名前とジャンルなどを設定した抽

ではサービス提供者がサービスを場に公開し，サービ

象アイコンをあらかじめ用意しておき，図書館などに

ス利用者は利用したい時にその場においてサービスを

入ったときにダブルクリックすることで所望の本の有

探して接続する，という思想に基づいている．USF は

無や配架などを簡単に確認できるだろう．

ユーザが特定の場所に入った場合にその場所で見えて

また，自動的にユーザのコンテキストを検索条件に

いるモノを (その場所で使える) サービスと組み合わ

加えることも可能である．現在の実装ではコンテキス

せて利用する簡単な方法を提供することを目的として

ト情報として現在位置と時間を取得するマクロが定義

いるため，SOA をベースをしたことは極めて自然な

されているのみだが，これを使うことによって例えば

デザインデシジョンといえるだろう．そして，SOA の

現在地に最も近いサービスを探すことなどができる．

中でも最も記述がリッチであり，セマンティック Web

3.4.2 スクリプト定義機能

との融合も進んだ Web サービス仕様に合わせている．

検索機能における条件式記述を更に発展させて，特

一方，セマンティックスを利用するアプローチには

定の処理を実行するスクリプトアイコンも併せて提

実用性の面から疑問を呈する場合もあるだろう．しか

供している．ユーザは，あるサービスを使うことを日

し，ここではあくまでかつての人工知能のような高度

常的に繰り返す場合，それをスクリプトとしてユーザ

な処理を目指しているわけではなく，比較的簡単な処

エージェント上に記述することができる．サービス呼

理を実現することを目的としている．最近の Web ブ

び出しは，具体的なサービスを URL まで指定するこ

ラウザには，住所を入力させるフォームに対して自動

とも可能だが，サービス発見に必要なメタデータを指

的に自分の住所を入力させる機能が付いているが，こ

定しておき，実行時にサービスを検索させることも可

れをより汎用的に実現するためにオントロジーを用い

能である (2.2.2 節参照)．例えば，商品購入などに際し

る方法を提案しているともいえる．また，現在セマン

てはクレジットカード番号の入力が必要な Web サー

ティック Web は欧米を中心に活発に研究されており，

ビスが多い．そこで，特定のサイトで頻繁に商品を購

Web 上でのメタデータとオントロジーの活用も進ん

入するユーザは商品メタデータをドラッグ＆ドロップ

でいる．前述したセマンティック Web サービスもそ

するだけで，必要なシーケンスを経て購入まで済ませ

の 1 つであり，既に Web サービスの事実上の標準で

るスクリプトを用意しておけば便利だろう．USF 上

ある WSDL2.0 はメタデータ RDF へのマッピングを

には自分に関する情報を表すアイコンを定義すること

含んでおり，UDDI の次バージョンではカテゴリ記述

も可能だが，カード番号などの重要な情報はスクリプ

にオントロジー OWL が採用されている．こうした動

ト内に埋め込んでしまい，他から参照不可とすること

きも USF におけるセマンティック利用を後押しして

で一定のセキュリティが確保される．

くれるだろう．

3.4.3 ユーザエージェントの移動機能

最後に，デバイスとして携帯電話を選択した理由は

USF では，ユーザエージェントがユーザ毎のプリ

1 章にて述べたが，実装形態としてこれに固執するも

ファレンスや条件式，スクリプトなどを管理してい

のではない．USF の技術的なポイントはユーザエー

ジェントに集約されており，フロントエンドの端末は

せることを目的として USF を開発した．また，USF

携帯電話以外にもリビングのテレビであったり，PC

におけるアイコンアプローチの弱点として数に応じて

のウィンドウであったり，カーナビであることも想定

探しにくくなる点とサービスへのデータ入力の問題を

している．

挙げ，オントロジーとリアクティブプラナーを用いた

5. 関 連 研 究

関連サービスの発見と連携の仕組みを提案した．
今後は，まず対象とできるメタデータやサービスを

前述したように，[UC] や [KDDI] では既に RFID

より充実させた上で，オントロジーによるサービス発

リーダを内蔵した携帯端末・電話を開発している．し

見，およびリアクティブプラナーによるサービス連携

かし，いずれも主に RFID タグを読み取る機能を持

の精度 (適合率) を評価して行く予定である．また，同

つのみであり，ネットワーク上の Web/UPnP サービ

時に複数同時アクセス時の速度 (レスポンス) の評価

スとの連携といった観点は考慮されていない．一方，

と改善を図っていきたい．

USF は前述したように実装形態を固定していないた
め，今後はこれらの端末・電話上で動作させることも
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