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あらまし 「人の流れにしたがって情報も動く」「人の集まるところに情報も集まる」．噂や口コミの例に代
表されるように，情報がそれを媒介するユーザの移動を通じて伝播していく形態は，人間のコミュニケーション
において極めて身近な情報流通モデルであり，我々はこのような情報の特性を経験的に理解して日常の場で活用
している．インターネットは地理的な制約を越えたコミュニケーション環境を提供してきたが，その反面ユーザ
の物理的な移動を情報流通に活用することについてはほとんど考慮されてこなかった．人々が情報端末を常に持
ち歩く現代，人やモノの移動を積極的に活用したコミュニケーションモデルの実現は，インターネットの新しい
パラダイムを考える上で極めて重要性が高いと言える．本論文では，情報がそれを媒介する人やモノの移動を通
じて伝播していくアドホックコミュニケーションの特徴に着目し，発信されたデータがモバイルノード同士の自
律・分散・協調作業を通じて任意の場所へと運搬され，停留するためのシステムを開発した．これを Content

Cruising System (CCS) と呼ぶ．2005年日本国際博覧会での IT実証実験において，CCS をモバイルノードに
実装し，延べ 350名の被験者による運用実験を行った．本論文では，この実証実験の結果とシミュレーションに
よる追加実験の結果を元に，想定した 2 つのコミュニケーションモデルの実現可能性について考察する．

キーワード アドホックコミュニケーション、ロケーションベースシステム、ワイヤレス P2P システム、実
空間コミュニケーション

1. ま え が き

1. 1 背 景

近年は無線通信機能を有する情報端末が普及し，こ

れらの情報端末はユーザの移動に伴い様々な場所へと

共に移動するモバイルノードとして活用されている．

無線通信では電波到達範囲においてデータを同報す

ることが可能であり，この機能を用いることでモバイ

ルノードは同じ通信範囲内に存在する不特定多数の

モバイルノードとデータを交換・共有することが出来
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る．このように無線通信機能を有するモバイルノー

ド同士が出会い頭に行なう偶発的・一時的なコミュニ

ケーションを本稿ではアドホックコミュニケーション

と定義する．IPv6 [1] ではリンクローカルマルチキャ

ストを利用することで，このようなアドホックコミュ

ニケーションを容易に実現できる．以降，アドホック

コミュニケーションで交換・共有される，メッセージ

性のあるデータを「コンテンツ」と総称する．

アドホックコミュニケーションにおけるコンテンツ

流通形態は，実社会における噂や口コミなどのメカニ

ズムに似通っており，発信されたコンテンツはモバイ

ルノードの物理的な移動と共に遠方へと運搬され，移

動する先々の連鎖的なコンテンツ交換・共有によって

実空間上に広く伝播する．これは媒介者の介入によっ

てコンテンツが自律的に拡散していく伝播モデルであ

り，特定の宛先を持たない広告や有事の際の情報伝達

などに有効である．しかしこのような多段的なコミュ
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ニケーションでは，現実における噂や口コミなどと同

様，一旦発信されたコンテンツの流通をコントロール

することは極めて困難であり，複製され伝わっていく

コンテンツの数は指数関数的な増加傾向を持ちつつ無

秩序に伝播範囲を広げていくことになる．この問題を

解決して，アドホックコミュニケーションにおける情

報伝播の有用性を享受するためには，コンテンツの流

通をコントロールする仕組みが必要である．

筆者らは，アドホックコミュニケーションにより発

信されたコンテンツの流通範囲をモバイルノード同士

の自律・分散・協調作業を通じてコントロールし，コ

ンテンツを任意の場所に運搬・停留するシステムを開

発した．このシステムを「Content Cruising System

（CCS）」[23] [24] [25] [26]と呼ぶ．

CCSの設計コンセプトは「情報の憑依と地縛」であ

り，発信されたコンテンツが近隣のモバイルノードに

媒介されて目的地まで運搬され（＝情報の憑依），目

的地に辿り着いたコンテンツは近辺のモバイルノード

に次々に憑依することによって目的地付近に停留する

（＝情報の地縛）ということを特徴としている．

2005 年日本国際博覧会で行なわれた IT 実証実験

において開発した CCSサーバントアプリケーション

を 100台の PDAに実装し，情報の運搬，及び停留に

関する 2つのコミュニケーションモデルについて延べ

350名の被験者による実証実験を行った．また，実証

実験で得られた実験データを元にネットワークシミュ

レーターを用いた追加実験を行なった．

本稿ではこれらの実験結果を元に，想定したコミュ

ニケーションモデルにおける CCSの有意性について

の検証を行なう．

2. Content Cruising Systemについ
て

2. 1 システムとしての特徴

Content Cruising System（CCS）は，実空間上に

点在するモバイルノード群のアドホックコミュニケー

ションをデータ伝送に利用した自律・分散・協調型の

コンテンツ配信システムであり，広域のネットワーク

インフラや特定のサーバに依存しないピアツーピアシ

ステムとしての特徴を持つ．

1. 1節で述べた通り，多段的なアドホックコミュニ

ケーションにおいて流通するコンテンツは増加・拡散

傾向を持つため，これを如何にしてコントロールする

かがシステム設計の大きな課題となる．CCS ではモ

バイルノードが GPS等により現在位置，及び現在時

刻をノード単体で正確に測定出来ることを前提に，以

下の手法でコンテンツの流通をコントロールする．

CCS で作成されたコンテンツのヘッダ部には，コ

ンテンツ作成者（またはアプリケーション側の指定）

によって設定された目的地，有効時間，及び識別子と

してのコンテンツ IDがメタデータとして記載される．

コンテンツ ID には，MAC アドレスや生成時刻，該

当コンテンツのバイナリーデータ等の組み合わせを変

数として得られるハッシュ値を利用する．

また，CCSが対象とするコンテンツはそれぞれ特定

の目的地と有効時間を持つものとし，その有効時間内

において各コンテンツの価値は目的地に近づくほど高

まり，逆に遠ざかるほど低くなるものと仮定している．

コンテンツはより価値の高い場所へと収束し，その

付近を訪れるモバイルノードに高い確率で受信される

必要がある．これを実現する手法として，コンテンツ

の価値を送信頻度に置き換え，各モバイルノードが目

的地までの距離に応じてコンテンツの送信頻度を変化

させる手法をとっている．

図 1に，コンテンツの価値と送信インターバルの関

係を示すイメージ図を表す．
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図 1 コンテンツの価値と送信インターバルのグラフ
Fig. 1 Relation between ”Content’s Value” and ”In-

terval of Transmission”

図 1のように，各コンテンツの価値は目的地を頂点，

送信インターバルは目的地を底とした等高線のように

表される．各モバイルノードはこの仮想地図を元に，

現在地の送信インターバルを計算し，得られた送信イ

ンターバルごとに該当するコンテンツを周囲のモバイ

ルノードへと送信する．コンテンツを保有するモバイ

ルノードは，目的地に近づくほど次回送信時までの送
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信インターバルを短くしながら該当コンテンツの送信

を行なうため，コンテンツは高い確率で目的地付近の

モバイルノード間で共有され，目的地近辺に擬似的に

停留する．なお，送信インターバルを導出する計算式

はサービスごとにアプリケーション上で設定される．

2. 2 想定するコミュニケーションモデル

CCS では，コンテンツの伝播にコンテンツを媒介

する人やモノの移動特性を利用することが可能となる

ため，従来のインターネット上のモデルと異なる実空

間上の新しいコミュニケーションモデルを提供するこ

とが期待できる．

次節以降に，CCSが想定するコミュニケーションモ

デルの事例を挙げる．

2. 2. 1 情報運搬型コミュニケーションモデル

CCS ではコンテンツの運搬に媒介者の物理的な移

動を利用する．このため，移動特性に特徴を持つ媒介

者を予め選定し，その媒介者にコンテンツを運搬させ

ることで，配信の速度やルート等をある程度想定した

コンテンツ配信を行なうことが出来る．

例えば，バスや電車などの交通機関は定められた

ルートを規定のスケジュールで運行しているため，配

信速度やルートを予測しやすい．バスや電車，及び停

留所，駅に予め CCSアプリケーションを実装したモ

バイルノードを搭載しておけば，交通機関は通常の運

行サービスと同時に，停留所や駅間を繋ぐメッセージ

運搬サービスや広告配信サービス等を行なうことも出

来る．

2. 2. 2 情報停留型コミュニケーションモデル

CCS では，特定の地理範囲内に存在するモバイル

ノード同士がコンテンツを送信しあうことで，コンテ

ンツを特定の地域に擬似的に停留させる．更にその地

域に新たに参入するモバイルノードも停留しているコ

ンテンツを受信することになるため，特定地域に現在，

または将来的に存在するモバイルノードに対して継続

的にコンテンツを配信することができる．

これは実空間上に仮想的な伝言板や立て看板を構築

することに等しく，不特定多数のユーザを対象とした

屋外広告や地域的な口コミ情報の配信等に活用できる．

また，二重鍵暗号化方式等を用いることで，事前に

公開鍵を交換していた特定の個人やグループとの間の

みで秘匿されたコンテンツを伝達することも考えられ

る．ユーザは個人やグループに向けてコンテンツを発

信するのではなく，私書箱のように実空間上の任意の

エリアを受け取り先に指定して，特定の個人やグルー

プ間のメッセージ交換サービス等を展開することも考

えられる．

2. 2. 3 複数の配信シナリオの組み合わせによるコ

ミュニケーションモデル

なお，運搬型，停留型は排他的なモデルではなく共

存させることが可能である．例えば，バスに憑依した

コンテンツが特定の駅に運ばれその近辺に停留する，

といったように，両者を組み合わせたサービスを展開

することも出来る．

また，有効時間だけでなく配信開始時刻等を指定す

ることでタイム特価広告のような時限的なコンテンツ

を配信したり，アンケートのように一定期間広まった

後にある場所に戻らせるといったコンテンツ回収型の

コミュニケーションモデルも考えられる．

このように CCSでは配信シナリオの組み合わせに

よって様々な伝達パターンを実現出来る可能性があり，

これまでとは異なる新しい実空間上のコミュニケー

ションモデルを創出できると考えている．

3. 関 連 研 究

ロケーションベースサービスの研究は各方面にて行

なわれている．そのうちワイヤレスアドホック通信環

境を想定しているもので，本研究と関連が深いと思わ

れる事例を分野ごとに取り上げ，考察する．

3. 1 MANET分野での事例

通信インフラを必要とせず，モバイルノード同士

の無線マルチホップ通信によって動的なアドホック

ネットワークを構築するものにモバイルアドホック

ネットワークがある．IETF の MANET ワーキング

グループ [2] では，モバイルアドホックネットワーク

を構築する様々なルーティングプロトコルが提案さ

れており，その中には端末の位置情報を利用して特

定のエリアへデータ転送を行うプロトコルも存在す

る [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]．

また，モバイルノードの移動によるネットワークか

らの離脱が頻繁に発生するMANET環境を想定して，

複製したデータを MANET内のモバイルノード同士

で共有することによってネットワーク内に配置する手

法 [12] [13] [14] [15] も提案されており，これらを組み

合わせることで，コンテンツを特定のエリアに停留さ

せることも考えられる．

しかし，ルーティングを前提としたデータ転送では

中継ノードが存在しない場合，目的とするエリアま

でのデータ到達性は確保されないという問題がある．
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このため，ノード密度が低く，ネットワークの断絶が

頻繁に起こるような状況では効率的ではない．また

MANET の構築には経路情報の交換が必要になるた

め，容量の小さなデータを迅速に配信するようなモデ

ルでは事前のオーバーヘッドが大きくなる．

複製配置の手法ではプル型のデータ取得を想定して

経路上のモバイルノードにキャッシュを残すが，本研

究ではプッシュ型の情報配信を想定しているためキャッ

シュへのアクセス効率性について考慮する必要がな

い．また，複製配置の手法ではデータ検索のためのク

エリーの送信・応答に一定のトラヒックを割く必要が

あるため，こちらも容量の小さなデータを迅速に配信

するようなモデルでは事前のオーバーヘッドが大きく

なる．

3. 2 モバイルエージェント分野での事例

モバイルエージェントは，ネットワークを通じてモバ

イルノード間を移動しながら計算処理を継続していく

自律的なプログラムであり，アドホックネットワーク環

境に適用するための研究が行われている [16] [17] [18]．

ここでは，モバイルエージェントを使ったエリア配信

を扱っている Nomadic Agent [16]を考察する．

NA（NomadicAgent）とは，特定の場所の情報を

その場所に残し続けることが可能な MobileAgent で

ある．NA は GPS 等から得られる位置情報を常に認

識し，特定の場所を通りかかる歩行者の端末間を自律

的に移動し続けることでその場所に存在し続けようと

する．NAは各モバイルノードに搭載された Adapter

（モバイルノードの現在位置や方向・速度等を監視す

る）と UDPによるブロードキャスト通信を介して互

いのステータスを交換し，次の移動先を決めたり，そ

の地域に関連する情報などを伝達する．

論文 [16]では，NAを実装した 8台の実機によるシ

ミュレーションを行ない，NAの生存率についての検

証を行なっている．論文では，有線，無線 LANの混

合したネットワーク環境ということで，消費帯域やパ

ケットロス率等については触れられていなかったが，

サービス提供を行なうためには NA と Adapter との

間で恒常的なステータスの交換等が必要であり，多数

のモバイルノードが密集する環境ではオーバーヘッド

も大きくなるのではないかと予測される．また，無線

通信環境ではパケットの衝突や電波の減衰等によって

周辺ノードへの伝達確率は一定ではない．モバイル

エージェントの移動や生存期間等にも常に不確実性が

伴うため，モバイルエージェントの存在を前提とした

サービスを行なうためには，通信品質やモバイルノー

ドの移動パターン等，利用環境に関する条件が厳しく

なる可能性がある．

3. 3 送信頻度の調整による情報配信の事例

我々のアプローチでは，コミュニケーション開始ま

でのオーバーヘッドを極力小さなものに抑えるため，

片方向型のブロードキャスト通信のみで実現する仕

組みを検討し，送信頻度の調整による手法を用いて

いる．送信頻度を調整して同報型の情報配信を行な

う手法は主にマルチホップセンサネットワークや ITS

（Intelligent Transport Systems：高度道路交通シス

テム）分野での車車間通信等でも取り入れられてい

る [20] [21] [22]．

論文 [21]では，先行路上の道路情報を伝達するため

のアドホック通信プロトコルである Speed Dependent

Random Protocol(SDRP) を提案している．SDRP

では，すれ違い時間や渋滞時の輻輳を考慮し，車両の

走行速度に依存して送信頻度を調整する点に特徴があ

る．また，SDRPの改良版として Received Message

Dependet Protocol(RMDP) が提案されている [22]．

RMDP では一定時間に受信したメッセージ数を元に

周囲の車両密度を推定し，送信頻度を調整する．

基本的にマルチホップセンサネットワークでは省電

力化，ITSの車車間通信においてはパケット衝突の回

避のために送信頻度別の間欠送信を行なっており，送

信頻度によってコンテンツの流通範囲をコントロール

する我々のアプローチとは異なる．

4. CCS の基本設計と実験用アプリケー
ションの実装

4. 1 基 本 設 計

4. 1. 1 前 提 条 件

CCSで使用するモバイルノードは，CPU，メモリ，

OS等の一般的な情報処理機能の他，以下の機能条件

を満たすものとする．
• GPS 等により現在位置，及び現在時刻をノー

ド単体で正確に測定出来ること
• 無線 LAN等の無線通信デバイスを有し，通信

範囲に存在する他のモバイルノードに同報通信が出来

ること

また現時点では，CCSで配信するコンテンツはデー

タ容量の小さなコンテンツ（ショートメッセージや二

次元コード，小サイズの写真，等）を対象としている．

4
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4. 1. 2 CCS サーバントアプリケーションの機能

構成モデル

CCSは，多数のモバイルノード上に実装されたCCS

サーバントアプリケーション群の自律・分散・協調的な

作業を通じて，全体のシステムとして機能する．CCS

サーバントアプリケーションは，5つのモジュール群

と，モジュール間のデータトランザクションを規定す

る 5つのアルゴリズム群によって構成される．図 2に

CCS サーバントアプリケーションの基本機能構成を

示す．
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図 2 CCS サーバントアプリケーションの基本機能構成
Fig. 2 Basic Function Composition of CCS Servent

Application

以下に各機能の役割を解説する．

Receiver module 　

アプリケーション起動と共に CCS用の受信ポートを

開き，近隣から送信されるコンテンツを受信する．

Context Manager 　

Context Managerは，一定時間ごとに自ノードの現在

状況（コンテクスト）を監視する．コンテクストとし

て取得する情報は，保有するセンサの種類によって異

なるが，ここでは GPSを保有していることを前提と

して自分の現在位置情報，及び時刻情報をコンテクス

トの情報とする．また，後述のアルゴリズム群と連動

して，保有するコンテンツや各モジュールを管理する．

Storage Module 　

自ノードで作成，または他ノードから受信したコンテ

ンツを蓄積する．コンテンツは IDごとにリスト化し

て保管される．コンテンツは First In First Outの原

理に従って蓄積され，容量を超えた場合古いものから

削除されていく．このため，頻繁に送信・受信される

コンテンツほど保存される確率が高い．なお，ヘッダ

に記載された有効時間を過ぎたコンテンツは自動的に

削除される．

Sender Module 　

Timer Algorithmの送信タイマーに基づき，Storage

Moduleに蓄積されたコンテンツを，指定されたタイ

ミングで近隣ノードへ送信する役割を持つ．送信は

IPv6リンクローカル全ノードマルチキャストを用い，

同一リンク上の全ノードにコンテンツを同報する．

Presentation Module 　

コンテンツのデータ形式に基づいて登録された他の再

生用アプリケーションに，蓄積されたコンテンツを引

き渡す．

Selection Algorithm 　

Storage Moduleと連動し，受信したコンテンツの重

複チェック（コンテンツ ID による識別）を行う．既

に同じコンテンツを保有している場合，後から受信し

たコンテンツを破棄する．その際，Timer Algorithm

と連動し，該当コンテンツの送信タイマーをリセット

する．

Transmission Algorithm 　

コンテンツの送信頻度を調節するためのアルゴリズム

であり，Context Manager と連動して機能する．コ

ンテンツを受け取ったモバイルノードは，Context

Managerによって取得された現在地の位置情報とヘッ

ダに記載されたコンテンツの目的地の位置情報から，

現在地－目的地間の距離を計算する．ここで得られた

距離を，予め設定された計算式に代入し，現在地にお

ける各コンテンツの送信インターバルをコンテンツご

とに算出する．

Timer Algorithm 　

Transmission Algorithm で計算された送信インター

バルを元に，各コンテンツの次回再送信時までの送信

タイマーをセットする．また，Selection Algorithm

と連動し，コンテンツ IDが同じものを受け取ったと

きは該当コンテンツのタイマーをリセットする（バッ

クオフタイマー機能）．Transmission Algorithmによ

り CCSでは目的地に近いモバイルノードほど送信頻

度は高くなるため，モバイルノードが多数存在してい

ても最も目的地に近いモバイルノードのみが送信を行

なうことになり，同一コンテンツの重複送信が抑えら

れる [26]．

Frequency Control Algorithm 　

CCS では，同一リンク内において同じ周波数帯を使

用するため，発信されるコンテンツ数の増加に従い

5
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消費帯域も増加する傾向を持つ．Frequency Control

Algorithmでは，同一リンク内の帯域消費状況を監視

して，各コンテンツの送信頻度を調整する [26]．

Presentation Algorithm 　

Context Manager と連動し，設定されたスケジュー

ルに基づき，Storage Moduleに蓄積されたコンテン

ツを Presentation Module に引き渡すための役割を

果たす．

4. 2 実験用アプリケーションの実装仕様

4. 2. 1 使用したハードウェア

5. 節の IT 実証実験に向け，設計した CCS サーバ

ントアプリケーションを実機上に実装した．

実機は，万博ガイド用に開発された「愛・MATE」

を使用した．表 1 に愛・MATE の基本的なスペック

を表す．なお，表中で頭に * が付けられたデバイスは

外付けであり，標準仕様には含まれていない．

表 1 愛・MATE の仕様（必要部分のみ記述）
Table 1 Spec of PDA

項目 スペック

OS
Windows Mobile 2003

Second Edition for Pocket PC

CPU Intel PXA270 (520MHz)

Memory
FLASH : 64MByte

RAM : 128MByte

Camera 33 万画素 CMOS(自分撮り)

WLAN 802.11b WPA 対応
SD card * Mini SD Memory 256MB

CF Slot * CFGPS2

Main Battery
リチウムイオン電池（交換可）
3.7V, 1900mAh

CCS の無線通信インタフェースには，愛・MATE

搭載の無線 LAN（IEEE 802.11b）を使用した．通信

モードはアドホックモード固定とし，同一の周波数

チャンネル，同一の ESSID（Extended Service Set

Identifier）を設定した．

また，GPS には（株）アイ・オー・データ社の

「CFGPS2」[27]を用いた．GPSは外付けであり，愛・

MATEの CFスロットに装填される（注1）．

4. 2. 2 開発・動作環境

実装した CCSサーバントアプリケーションの開発，

及び動作環境を，表 2にまとめる．

（注1）：愛・MATE には「愛・MATE ブルー」「愛・MATE オレンジ」
の 2 種類があり，出荷段階では愛・MATE オレンジは EVDO，愛・
MATE ブルーはμチップリーダーが搭載されている．CF スロットは
端末につき一つであり，搭載できるデバイスは排他的な選択となるため，
本実験ではμチップリーダーを外し，代わりに CFGPS2 を取り付けた
愛・MATE ブルーを使用している．

表 2 開発・動作環境
Table 2 Development and Operation Environment

CCS サーバントアプリケーション
動作プラットフォーム: Java VM (IBM J9 PP1.0)

開発環境: Eclipse Foundation Eclipse 3.1

通信機能モジュール
動作プラットフォーム: Windows Mobile Native

開発環境: Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0 SP3

カメラ機能モジュール
動作プラットフォーム: NET Compact Framework

開発環境: Microsft Visual Studio .NET 2003

CCSサーバントアプリケーションは，Javaで実装

していたアルゴリズムコア部分を愛・MATE 上にイ

ンストールした JVM(J9) [30]で動作するよう移植し

た．また，本実験用に追加された GUI 部分について

は SWT [29]を用いて実装し，アルゴリズムコア部分

と併せて一つの JAVA アーカイブ（jar）として統合

した．通信機能モジュールについては，IPv6 通信機

能が JVM(J9) に搭載されていなかったため，別途，

eMbedded Visual C++ 4.0 上で実装した．GPS 入

出力処理においても，シリアル通信機能が JVM(J9)

に非搭載であったため，通信機能モジュールに組み入

れて実装した．カメラ入出力処理については，他実験

でも単独で利用するなど汎用的な利用が必要であった

ため，独立したモジュールとして実装した．

4. 2. 3 実験用アプリケーション仕様

本節では，実験用アプリケーションの仕様として、

実装した CCSサーバントアプリケーション及び関連

処理モジュール間の連携仕様および各モジュールの機

能詳細について述べる．各アプリケーション・モジュー

ルの構成仕様と機能ブロックを図 3に示す．

CAMERA

Contents
Resource

Context
ManagerStorage

Serial:
COM6
4800/8n

IPv4:
UDP
18201

IPv4:
UDP
18301

IPv4:
TCP
18101

Console:
Input

File:
Input

CCSIcco.jar�� ��
CCS ������������	�����������������	�����
����� �������
����� �������
����� �������
����� ������������

IPv6:
Link Local Multicast
17101

GPS

DISPLAY

CCSService.exe�� �������������������������������	����� �������� �������� �������� ��������

IccoCamera.exe�� �� �! #"�! #"�! #"�! #"!�	��	��	��	������� �������� �������� �������� ���$���� Presentation Fnc.

Selection Alg.
Timer Alg.
Frequency Control Alg.
Transmission Alg.IPv4:

TCP
19101

Generate Fnc.

図 3 実験用アプリケーション仕様
Fig. 3 Application Specification for The Experiment
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CCS サーバントアプリケーションと関連処理モ

ジュールは全てローカル・ソケットを用いて接続する

仕様とした．なお，ソケットを用いた理由は，いくつ

かの実験においてノード間で別に実装される機能も想

定していたからであるが，本論文で説明する実験にお

いてはノード単体で全ての機能を実現している．

次に，各アプリケーション・モジュールについての

実装仕様について述べる．

CameraService.exe(カメラ機能モジュール) 　

実験で用いるコンテンツは，愛・MATEに搭載された

カメラで撮影した画像を用いた．画像は SQVGAに変

換した．1 画像当たりのファイルサイズは約 5KB で

ある．

ユーザからの入力に応じてカメラで撮影した画像

をコンテンツ資源として CCSサーバントアプリケー

ションに引き渡す．TCP/19101にて指示を待ち受け，

カメラからの入力を JPEG 画像に変換しファイルに

保存してファイル番号を返す．

CCSService.exe(通信機能モジュール) 　

GPSからの入力を緯度経度情報に変換して CCSサー

バントアプリケーションに引き渡す．TCP/18101に

て緯度経度情報の要求を待ち受け，接続後は，切断さ

れるまで緯度経度情報を出力し続ける．また，4. 1. 2

節で示した機能のうち，他ノードからの受信したコン

テンツ情報を CCSサーバントアプリケーションに引

き渡すReceiver Module，及び，CCSサーバントアプ

リケーションから要求のあったコンテンツ情報を IPv6

リンクローカル全ノードマルチキャストにて送出する

Sender Moduleの役割を担当する機能を実装した．

CCS.jar(CCSサーバントアプリケーション) 　

CCS サーバントとして必要な機能全てを本アプリ

ケーションにて実装した．4. 1. 2節で示した機能のう

ち，Context Manager，Storage Module，Selection

Algorithm，Transmission Algorithm，Timer Algo-

rithm，Frequency Control Algorithm を実装した．

併せて，Presentation Moduleとして，ユーザからの

入力受付およびコンテンツ情報の出力を行う GUI 機

能を実装した．

また，Camera機能モジュールから渡された画像の

バイナリーデータをMD5 [3]によってハッシュ化した

値をコンテンツ IDとし，これとコンテンツ目的地の

緯度経度や有効時間をヘッダ情報として付加して，単

一のコンテンツとして生成・統合する機能も実装した．

4. 2. 4 実験に向けたカスタマイズ

4. 1. 2節で設計したCCSサーバントアプリケーショ

ンについて，実装時に以下のカスタマイズを行なった．

コンテンツについて 　

コンテンツの目的地は 5. 3. 1節の情報の停留に関す

る実証実験では撮影地点，5. 4. 1節の情報の運搬に関

する実証実験では後述する自転車タクシーの各駅とし

た．前者ではカメラ撮影時に自動的に現在地の緯度経

度を目的地としてヘッダに記述する．後者では，予め

測定した各駅の緯度経度をアプリケーション側に設定

し，被験者がコンテンツ送信時に選択した駅の緯度経

度を目的地としてヘッダに記述する．

コンテンツの有効時間について 　

コンテンツの有効時間については，情報の停留に関す

る実証実験ではコンテンツが生成されてから一律 5分

間とした．また，情報の運搬に関する実証実験では有

効時間を設定せず，メモリに保存されている限り消去

されないこととした．この理由については 5. 3. 1 節，

5. 4. 1節において説明する．

有効時間を過ぎたコンテンツの削除については，各

ノードが GPSによって絶対時刻を共有できているこ

とを前提に，受信ノード側の時計機能を用いた時刻に

よる削除方法（消滅すべき時刻が来た時点で受信ノー

ド側で一斉に削除する方法）を取る予定であった．し

かし，GPSから取得する時刻とノードの時刻を同期さ

せるプログラムが上手く機能せず，各ノードが設定す

る時刻に場合によっては数分程度の隔たりが生じるこ

とが判明した．このため，コンテンツを送信したノー

ドは送信時にコンテンツの残り時間をヘッダに付加す

ることとし，受信したノードはその残り時間を経過時

間ごとに減少させながら残り時間が 0になった時に該

当コンテンツを削除する，といった相対的な削除方法

を取ることにした．

アルゴリズムについて 　

Transmission Algorithm で用いる送信インターバ

ルは以下の計算式を用いた．

Time Interval(sec) = α{(0.2 × D)2 + 3}

　 D(meter) = distance from the destination

7
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　α = Frequency Control Parameter

コンテンツの目的地から自ノードまでの距離 Dは，

コンテンツヘッダに記載される目的地点の緯度経度と，

GPSから取得される自ノードの現在位置（1秒おきに

緯度経度を計測）から算出し，double型の変数として

格納している．各ノードは 100msecごとに，算出され

た距離を前式に代入し，得られた値（秒単位，1秒以

下は切り捨て）を次回送信時までの送信インターバル

として設定する．

輻輳制御変数であるαは，Frequency Control Al-

gorithmによって代入される変数である．Frequency

Control Algorithmは，各ノードが現状のトラヒック

を推測しながら全体のトラヒックを指定した帯域上限

以下に抑制するためのアルゴリズムであり，Transmis-

sion Algorithm で計算された送信インターバルはこ

の輻輳制御変数であるαを乗じることによって調整さ

れる [26]．但し，今回の実験では，ユーザによる実際

の利用状況を把握する目的もあったため，Frequency

Control Algorithm によるシステム側からの帯域制御

は行なっていないため，αは 1に固定されている．

ログデータについて 　

GPS から取得する現在位置情報，及びコンテンツの

実行イベント（生成，送信，受信）は，各ノードが設

定した時刻のタイムスタンプと共に，解析用ログデー

タとして SDメモリに記録される．

監視システムについて 　

CCS はピアツーピア通信のためノード間のコンテン

ツ転送の状況を確認することが出来ない．今回は実

験現場での確認用に，モバイルノード間で行なわれ

ているデータ転送の様子を可視化するための監視シ

ステムを構築した．実験に使用するものとは別の愛・

MATE（注2）に監視用クライアントを搭載し，各ノード

の移動やコンテンツの生成・送受信の状況を EVDO

経由で遠隔の監視サーバに転送する．これにより，監

視サーバ側では会場内でのコンテンツ転送の様子をリ

アルタイムで俯瞰することが出来る．

（注2）：4. 2. 1 節の脚注に記したように，実験用には愛・MATE ブルー
を使用しているが，監視システムでは EVDO が搭載された愛・MATE

オレンジを使用した．

5. 2005年日本国際博覧会での実証実験

5. 1 実証実験の概要

想定したコミュニケーションモデルにおける CCS

の有意性を検証するため，2005 年日本国際博覧会で

行なわれた IT 実証実験において，2. 2 節で想定した

2つの利用モデルに関する実証実験を行なった．実験

名はそれぞれ「モリゾー，キッコロを探せ！」「デリバ

リー写ラウンド」とし，前者は主に情報の停留，後者

は情報の運搬をテーマにしたコミュニケーションモデ

ルを扱っている．

実験は開発した CCSサーバントアプリケーション

を 100台の愛・MATEに実装し，プレ実験・本実験を

合わせて延べ 350名の被験者による運用実験を行なっ

た．本稿ではそれぞれの実験のうち，7月 7日，7月

10日に行われた実験を取り上げ，解説していく．

今回の実験会場，及び実験の基本情報について，図

4と表 3にそれぞれまとめる．
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図 4 実 験 会 場
Fig. 4 Venue of Demonstration Experiment

5. 2 実証実験の目的

本実証実験の主目的は，実運用に基づく CCSの動

作検証と評価，及び開発課題の抽出である．このため，

6. 節以降に述べる検証内容については，設計したモ

ジュールやアルゴリズムが想定するコミュニケーショ

ンモデルを実現する上で正しく機能し，有意性がある

ものであるかという点に主眼を置いて検証を行なった．

なお，一般から募集された被験者に CCSの利用イ

メージを分かり易く伝えるため，後述のように災害時

での利用等を想定した実験シナリオをそれぞれの実験

において用意したが，今回の実証実験はこれらの実験

シナリオの実現自体を目的とした実験ではないことを

ここに補足しておく．
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表 3 実証実験基本情報
Table 3 Basic Information of Demonstration Exper-

iment

情報の停留に関する実証実験
（実験通称：「モリゾー，キッコロを探せ！」

実験日 2005 年 7 月 10 日

実験時間
10:30～11:45

（端末配布/回収・バッテリ交換時間含む）
場所 万博会場内 愛・地球広場
被験者数 100 名
端末数 100 台

情報の運搬に関する実証実験
（実験通称：「デリバリー写ラウンド」）

実験日 2005 年 7 月 7 日

実験時間
16:15～19:00

（端末配布/回収・バッテリ交換時間含む）
場所 万博会場内 グローバルループ
被験者数 12 名
自転車タクシー 14 台
端末数 26 台

5. 3 情報の停留に関する実証実験

5. 3. 1 実 験 概 要

「モリゾー，キッコロを探せ！」では，CCSを利用

した情報停留型の利用モデルについての実証実験を行

なった．

実験シナリオとしては，災害時において離れ離れに

なった家族や友人の探索を行なうことを想定し，実験

会場内を被験者が自由に歩き回り，任意の場所で撮影

した画像を CCSを用いて撮影場所に停留させること

で，自分達の足跡を後から来る家族に伝えたり，家族

の足跡を調べたりといった利用モデルを被験者に体験

してもらった．

5. 1節で述べた通り，本実験ではコンテンツの有効

時間を生成されてから一律 5分間とした．実際の災害

時において足跡をどのくらいの期間停留させるべきか

は，サービス内容や対象とするエリアの広さによって

も異なる．しかし，今回の実験ではユーザの移動範囲

は実験会場である愛・地球広場の内部に限定されてお

り，その範囲内で古過ぎる足跡を残してもあまり意味

がないと考え，有効時間は短めに設定してある．なお，

実験会場である愛・地球広場の外周を一般的な歩行速

度で周回すると約 7分前後であり，5分あれば会場内

の大半の地点を回ることが出来る．

5. 3. 2 会場内のコンテンツ転送の様子

監視サーバ側の表示画面では，背景となる会場地図

上に各モバイルノードの現在位置が丸や四角でプロッ

トされる．また，同じコンテンツを受信した直後のモ

バイルノードは，同色・同形状の記号で表示され，コ

ンテンツ送信中のモバイルノードはアニメーションに

よって記号が白抜きで膨らむように表示される．

以下に監視サーバ側表示画面のスナップショットを

元に，会場のコンテンツ転送の様子を表す．

図 5 会場内のコンテンツ転送の様子（その 1）
Fig. 5 Overview of Content Transmission(part1)

図 6 会場内のコンテンツ転送の様子（その 2）
Fig. 6 Overview of Content Transmission(part2)

図 5は，被験者への端末配布が一段落し，活動が活

発化し始めたときの会場の様子である．白抜きで表示

されている記号が現在コンテンツを送信しているモバ

9
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イルノードを表している．

図 6は図 5から約 10分が経過したときの会場の様

子である．同色・同形状の記号が地点ごとに密集して

おり，近隣のモバイルノード同士が同じコンテンツを

共有していることが分かる．

5. 4 情報の運搬に関する実証実験

5. 4. 1 実 験 概 要

「デリバリー写ラウンド」では，CCSを利用した情

報運搬型の利用モデルについての実証実験を行なった．

本実験では，愛・地球博会場における交通手段であ

る自転車タクシーに愛・MATEを搭載し，これらにコ

ンテンツを運搬させることによって遠隔地にいる被験

者同士が情報を交換し合うコミュニケーションモデル

を検証した．各駅にいる被験者が撮影した画像コンテ

ンツは自転車タクシーに運搬され，他の駅にいる被験

者へと転送される．

自転車タクシーは通常運行時では約 40～50分でグ

ローバルループを一周することになっているが，実際

の周回時間は乗客の多寡や走行状況にも左右される

ため一定ではない．自転車タクシーの周回に時間が掛

かってもコンテンツが削除されることがないよう，本

実験ではコンテンツの有効時間を設定しない方針を

取った．

なお，本実験では，中間に媒介者の存在があっても

特定の個人やグループと秘匿されたコミュニケーショ

ンが行なえることを提示するために，遠隔の駅同士に

いる被験者同士で特定のペアを組み，自分のペア以外

のコンテンツを閲覧するとアラートが出る仕組みを取

り入れている．（注3）

5. 4. 2 会場内のコンテンツ転送の様子

以下に，会場内のコンテンツ転送の様子を監視サー

バ側表示画面のスナップショットを用いて解説する．

図 7は実験開始直後のグローバルループの様子であ

る．自転車タクシーへの端末の配布が行なわれ，搭載

が完了した自転車タクシーがグローバルループ上を周

回している．この時点では，まだコンテンツを乗せて

いないのでほとんどの自転車タクシーは黒点のままで

あるが，コモン 1駅付近では被験者によりコンテンツ

が送信され始めている．

（注3）：CCS において第三者からコンテンツを秘匿するための手法とし
ては，2. 2. 3 節で述べたように二重鍵暗号化方式を用い，事前に Web

やメール等で公開鍵を交換したユーザ同士で秘匿されたコンテンツをや
りとりするやり方が考えられるが，今回は開発の都合上コンテンツの暗
号化は行なわず，アプリケーションの表示機能に MAC アドレスを識別
子とした閲覧制限を加えることによって実現した．

図 7 グローバルループ上のコンテンツ転送の様子（実験
開始直後）

Fig. 7 Overview of Content Transmission(at the be-

ginning of experimentation)

図 8 グローバルループ上のコンテンツ転送の様子（一定
時間経過後）

Fig. 8 Overview of Content Transmission(after a cer-

tain period of time)

図 8は，実験開始から一定時間経過後のグローバル

ループの様子である．ほとんどの自転車タクシーがコ

ンテンツを乗せて動いており，各駅でコンテンツを送

受信している様子が分かる．

北ゲート駅からコモン 1 駅に向けたコンテンツが
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図 9 グローバルループ上のコンテンツ転送の様子（ク
ローズアップ その 1）

Fig. 9 Overview of Content Transmission(closeup

1st)

自転車タクシーによって運ばれていく様子をクローズ

アップして見てみる．

図 9では，北ゲート駅にいる被験者（31番）から，

自転車タクシー（35番）にコンテンツが乗せられてい

るのが分かる．

図 10 グローバルループ上のコンテンツ転送の様子（ク
ローズアップ その 2）

Fig. 10 Overview of Content Transmission(closeup

2nd)

図 9で乗せられたコンテンツが自転車タクシーの移

動と共にコモン 1駅に移動している（図 10）．この時

点では，目的地となるコモン 1駅からの距離が離れて

いるため，Transmission Algorithm の働きにより移

動中の送信はほとんど行なわれていない．しかし，こ

の後自転車タクシーがコモン 1駅に近づくほど送信頻

度が高くなり，周辺のモバイルノードに受信される可

能性が高くなる．

図 11 グローバルループ上のコンテンツ転送の様子（ク
ローズアップ その 3）

Fig. 11 Overview of Content Transmission(closeup

3rd)

コモン 1駅に到着した自転車タクシーは高頻度でコ

ンテンツを送信する．図 11 は，自転車タクシーの送

信によって，コモン 1駅にいる他の被験者（19,41,46）

にコンテンツが受信された様子を表している．

このように，CCSではTransmission Algorithmに

よる送信頻度の調整によって，コンテンツを実空間上

に配置していくことが出来る．比喩的な表現をすれば，

これはデジタルデータに物理的な重量がないことを利

用したコンテンツのヒッチハイク（あるいはフリーラ

イド）であり，ここにおいて自転車タクシーは意図せ

ずしてコンテンツの運搬・配信役としての役割を果た

していることになる．

6. 実験結果の検証と考察

監視サーバの画面から，実験時において CCSが機

能し，想定したコンテンツ転送が一通り行なわれてい

11
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ることは視認出来た．

本節では，端末側に記録したログデータを解析し，

より詳細な検証を行なう．

6. 1 情報の運搬に関する検証

実験中生成されたコンテンツのうち，自転車タク

シーが受信したコンテンツは 149個であり，このうち

目的地近辺まで運搬され配信されたものは 121個あっ

た．また，被験者の端末で受信したコンテンツの総数

は 56 個であり，自転車タクシーが配信したコンテン

ツ総数の約半数であったことが分かった．

自転車タクシーが受信したコンテンツの一部が目的

地近辺まで運搬されなかったのは，途中でバッテリ切

れを起こしたからと推察される．実験時の状況から

推測されるバッテリの持ち時間（本実験用アプリケー

ションを常時起動していた場合）は約 1時間弱であっ

た．自転車タクシーは通常運行時では約 40～50分で

グローバルループを一周することになっているが，実

際の周回時間は乗客の多寡や走行状況にも左右され

るため一定ではない．ログデータを解析してもアプリ

ケーション側の問題で送信が滞る理由は見受けられな

かったため，目的地まで運搬されなかったコンテンツ

は，周回に時間が掛かりバッテリ切れを起こした愛・

MATEに媒介されたコンテンツだと考えられる．

自転車タクシーも被験者も動きながらの送受信であ

るため，受信状況にばらつきがあることは想定してい

たが，受信成功率が低かったことについては，実験会

場における無線 LANの通信品質の問題と位置測定の

誤差が影響していたと考えられる．

本実験前の 2005年 6月 6日の事前調査にて，コン

テンツ運搬の目的地として設定する自転車タクシーの

乗降駅の緯度経度の測定，及び今回の実験会場となる

グローバルループ上でパケットロス率の測定（注4）を行

なった．このとき測定されたパケットロス率は，距離

5mのときに 0%，10mのときに 3.13%，15mのとき

に 13.64%，20mのときに 63.64%であった．自転車タ

クシーの駅は可動式であり，事前調査で測定した各駅

の緯度経度とずれが生じる可能性があったが，このず

れや，GPSの測定誤差を考慮しても，10m程度の範

囲に収まる誤差であれば特に問題はないと判断してい

た．しかし，本実験当日はより来場者数も多く，会場

（注4）：パケットロス率の測定には無線 LAN のアドホックモードで接
続された 2 台の愛・MATE を用い，両者の間の距離を変えながら一台
の愛・MATE からもう一台の愛・MATE に向けて 1KB のパケットを
20 回以上送信した結果を元にパケットロス率を求めた．

が混雑している状況であったため，パケットロス率は

事前調査時に比べて高くなっていた可能性が高い．パ

ケットロス率が高くなると，位置測定の誤差の影響も

大きくなるため，この相乗効果も受信成功率を引き下

げていたと考えられる．

6. 2 情報の停留に関する検証

愛・MATEの配布，回収作業時の影響を除外するた

め，愛・MATE が被験者に行き届き，活動が活発で

あった AM11:05～AM11:35 の 30 分間にやりとりさ

れたデータを抽出して精査した．なお，4. 2. 4節で触

れた時刻測定の誤差については，監視サーバに記録さ

れた位置情報データのタイムスタンプと照合して補正

した（注5）．

実験では，不具合の修繕やバッテリ交換等で端末が

稼動していない時間もあったため，まずは対象時間に

おける端末の稼動状況について調べた．図 12 に，各

ノードの稼働時間のグラフを表す．Y 軸は AM11:05

からの経過時間（単位：秒）であり，棒グラフは，黒で

塗られた部分が稼動していた時間帯を，空白の部分が

なんらかの事情で稼動していなかった時間帯を各ノー

ドごとに時系列で表している．

上記の稼働時間を元に，ログに記録されたデータ

を抽出し，検証を行なった．対象時間中生成されたコ

ンテンツの総数は 901 個であり，送信回数の合計は

117,993 回，受信回数の合計は 109,187 回であった．

なお，生成コンテンツの数については有効時間を考慮

し，開始から 25 分間に生成されたコンテンツを対象

としている．また，送信回数，受信回数の合計は会場

内で行なわれた全ての送受信回数を表す．

次に一定期間に渡って目的地近辺で送受信が行なわ

れていたかを確認するため，コンテンツの送受信回数

を，目的地からの距離別，単位時間別の 2つの視点か

ら算出した．図 13 の折れ線グラフは目的地からの距

離別（1m ごと）に見た送受信回数を表している．グ

ラフ中，送信回数の主軸は左軸，受信回数の主軸は右

軸としている．またグラフ中の表は，コンテンツが生

成された時刻から消滅する時刻までの経過時間を 1分

ごとに区切り，各区間（「n-m(分)」は「n ≦ x＜ m」

を表す）における送受信回数の累計を表している．

グラフから，目的地に近い地点ほど送信回数が増加

（注5）：時刻補正は 11 時 5 分と 11 時 20 分の 2 つの時点における端
末側－サーバ側の時差を測定し，ノード側の時刻を 100msec 単位で補
正した．サーバ側のログが存在しない等の理由で補正できなかったノー
ドが 5 台あり，これらは端末側の時刻のまま扱っている．
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図 12 CCS サーバントアプリケーションの稼働時間（ノード毎）
Fig. 12 Operating Time of CCS Servent Application(for Every Node)
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図 13 距離と経過時間ごとの送受信回数（万博実証実験）
Fig. 13 Number of Times of Sending and Receiv-

ing for Every Distance and Every Min-

utes(EXPO’05)

していること，またその送信回数に応じて目的地に近

い地点ほど受信回数が増加していることが視認でき，

Transmission Algorithm が機能していることが分か

る．グラフ中の表からは，一定の時間に渡り送受信が

行なわれていることが分かる．以上のことから，実験

中，目的地近辺において一定期間コンテンツが停留し

ていたことが推察される．

しかし，設定したコンテンツの有効時間は 5 分間

だったのに対し，実際には 5分を越えて送受信が行な

われていた．

この原因を調べるため，実機による負荷テストを行

なった．負荷テストを行なうにあたり，実験時の負荷

状況を再現するため，万博の実験データから，各ノー

ドにおける 1秒当たりのコンテンツ送受信数の平均値

と最大値を調べた．100台の平均はそれぞれ表 4のよ

うになる．

この結果に基づき，負荷テストでは，2 台の愛・

表 4 端末あたりの送受信回数平均
Table 4 The Average of The Number of Times of

Transmission and Reception per Node

送信回数平均 受信回数平均
平均（回） 最大（回） 平均（回） 最大（回）

0.66 15.85 0.61 9.55

MATEがそれぞれ 1秒あたりに 1～15個のコンテン

ツを送信するように設定し，CPU 負荷率と共にコン

テンツの送達遅延を調べた．負荷テストでは，1秒あ

たりのコンテンツ数が 1～5 個前後のときは CPU 負

荷率も 15～60%の辺りを推移しており，送達遅延も

なく順調に動いていた．しかし，コンテンツ数が 7～

8個を過ぎたところから CPU負荷率が 70%を超え始

め，1分近い送達遅延が生じることが分かった．コン

テンツが 15個前後では CPU負荷率は 80%前後を推

移し，5分から 6分ほどの送達遅延が生じている．但

し，CPU負荷率や送達遅延については個体差があり，

実験中の 2台の間にも格差が生じていた．

なお，コンテンツ数を 15 個以上にした場合のテス

トも行なったが，1秒間に 16個以上のコンテンツは受

信されることはなかった．この結果は，表??にある最

大送信回数の平均値と合致する．また，発生頻度とし

ては高くないが，CPU 負荷が高いときは実際には送

信されていないコンテンツをアプリケーション側で受

信したと見做す現象が生じており，このことも有効時

間を過ぎたコンテンツの送受信を引き起こしている可

能性があることが分かった．この原因については今回

解明できなかったため，引き続き分析を進めている．

13
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7. シミュレーションによる追加実験

7. 1 追加実験の目的

情報の停留型コミュニケーションモデルについて，

監視サーバ画面での視認や実験ログデータの解析から，

「特定のエリアに一定期間コンテンツを停留させる」

という目的については一定の成果を上げていたものと

考えられる．しかし，前節で述べたように実験結果に

ハードウェアの性能やアプリケーションの不具合によ

る不確定要素があること，実験スケジュールの都合で

Transmission Algorithm を適用した場合のみのケー

スしか試せず，アルゴリズムの有無についての違いを

比較評価出来る材料がないこと，等があり，この実験

結果だけで CCSの有意性について評価するのは不十

分であると判断した．

これを補うため，万博実証実験時のログデータを元

に，ネットワークシミュレータを用いた追加実験を行

なった．追加実験の主目的は以下の 3つである．
• 万博実証実験時の状況を再現し，当時の通信状

況やコンテンツ流通状況についてより詳細に精査する

こと．
• ハードウェアの性能による影響を除いた上で，

CCSが想定通りに機能しているかを確認すること．
• 万博実証実験時に試せなかったアルゴリズムの

組み合わせパターンを適用し，各アルゴリズムの特徴

と有意性について評価すること．

7. 2 シミュレーションの環境設定

シミュレータには QualNet Developer ver.4.0 [28]

を用い，シミュレータ上の各モバイルノードには万博

実証実験で使用したものと同様の CCSサーバントア

プリケーション機能を実装した．素材となる実験デー

タは，6. 2 節の万博実証実験の検証で抽出したデー

タをベースとしているため，対象時間（AM11:05～

AM11:35の 30分間）と生成されたコンテンツの総数

（901個）は全てに共通である．また，モバイルノード

の移動やコンテンツの生成位置等は万博実験の GPS

データ（注6）を用いており，万博実証実験時の状況を出

来る限り忠実に再現している．

また，4. 1. 1節で述べた前提条件に基づき，シミュ

レーションでは，現在位置，及び現在時刻の測定誤差

はないものとして検証を行なっている．

（注6）：表 12 で空白となっているノードの不稼動時間については歩行
速度を 0.5～1m/秒の速度として Random Way Point 型の移動モデ
ルを取り入れ補完している．

表 5に今回の実験で使用したシミュレータの設定を

表す．

表 5 シミュレータ設定
Table 5 Simulator Setting

Node setting

Number of Nodes 100 nodes

Node Positioning User Original (EXPO’05)

Network setting

Radio type 802.11b Radio

　 Transmission power 10dBm

　 Receive Sensitivity -65dBm

MAC Protocol 802.11 ad-hoc mode

Network Protocol IPv6

　 Enable ICMP No

Transport Protocol UDP

Application setting

Application type User Original (CCS)

　 Size of Content 5120Byte

7. 3 実 験 概 要

シミュレーションは，適用するアルゴリズムの組み

合わせを変えながら表 6 の 4 つのケースの実験を行

なった．

表 6 実験ケースとそれぞれで使用したアルゴリズム
Table 6 The Algorithm Used for Every Experiment

Case

case/Algo Timer Transmission
Frequency

Control

case 1 × × ×
case 2 ○ ○ ×
case 3 ○ ○ ○

case1は，送信インターバルを Transmission Algo-

rithmを用いた場合の最小送信インターバルである 3

秒固定としている．

case2が，万博の実証実験のときと同じアルゴリズ

ムの組み合わせを適用しているケースである．

また，case3 では万博実証実験のときに使用しな

かった Frequency Control Algorithmを取り入れた．

Frequency Control Algorithmで指定する帯域上限は

256Kbpsに設定している．この条件で得られたシミュ

レーション結果を元に，距離別・コンテンツ ID別の送

受信回数，目的地付近の受信状況，及びコンテンツの

受信確率について Transmission Algorithmの有無に

よる比較評価を行い，情報の停留型コミュニケーショ

ンの実現に対する CCSの有意性を検証した．
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7. 4 シミュレーション結果と考察

以下に 6. 2節の図 13と同様の手順で，各実験ケー

スにおける距離別，時間別の送受信回数を算出した．

それらの結果を出力したグラフを図 14 から図 16 に

表す．
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図 14 距離と経過時間ごとの送受信回数（case1）
Fig. 14 Number of Times of Sending and Receiving

for Every Distance and Every Minutes(case1)
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図 15 距離と経過時間ごとの送受信回数（case2）
Fig. 15 Number of Times of Sending and Receiving

for Every Distance and Every Minutes(case2)
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図 16 距離と経過時間ごとの送受信回数（case3）
Fig. 16 Number of Times of Sending and Receiving

for Every Distance and Every Minutes(case3)

各ノードにおける 1秒当たりのコンテンツ送受信数

の平均値と最大値を調べた．100台の平均はそれぞれ

表 7のようになる．

表 7 端末あたりの送受信回数平均
Table 7 The Average of The Number of Times of

Transmission and Reception per Node

回数平均/case EXPO case1 case2 case3

送信 〈 平均 〉（回） 0.66 3.74 1.53 0.10

送信＜最大＞（回） 15.85 14.92 9.32 3.53

受信¡平均¿（回） 0.61 0.54 0.68 2.57

受信¡最大¿（回） 9.55 10.64 9.96 12.11

まず，Timer Algorithm, Transmission Algorithm,

Frequency Algorithmのどれも適用していない case1

を考察する．

折れ線グラフから距離ごとの送受信回数の増減傾向

を見ると，送信回数は目的地から約 10mから 20m離

れた付近で比較的広い範囲でピークを迎えている．モ

バイルノードが空間上に均一に分布していると仮定

すると，ノード数は目的地からの距離を半径とした円

の円周に比例して多くなる．case1では Transmission

Algorithmによる距離に応じた送信頻度の調整が行な

われていないため，距離別に見た送信回数の多寡は，

コンテンツの有効時間内における各コンテンツの目的

地を中心に見たノードの空間的な分布状況を表してい

るといえる．

受信回数については目的地から約 5m から 40m 離

れた付近でほぼ最大値のまま横這いに推移している．

CCS はマルチキャストによる 1 対多の通信であるた

め，ノードの分布がよほど過疎な状況でない限り，1

回の送信で無線通信エリア内にいる複数のノードがコ

ンテンツを受信することになる．受信回数のピークは，

送信回数のピークの距離から+20m近辺に集中してお

り，これは上記のマルチキャストによる影響だと考え

られる．

前述の通り，マルチキャストを用いているため受信

回数は送信回数に比較して多くならなければならない

にも関わらず，表中の数値から全体の送受信回数を比

較すると，受信回数は送信回数の 1/7程度しかないこ

とが分かる．これは送信回数の増加がネットワークの

輻輳やパケット衝突を誘発し，送信したはずのコンテ

ンツの多くが実際には受信されていないということを

示している．

次に，万博実証実験と同様の条件である case2を取

り上げ考察する．まず，折れ線グラフで距離ごとの送
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受信回数の増減を見ると，万博実証実験のケース（図

13）では多少の歪みがあるものの，送信，受信ともほ

ぼ万博実験時と同様の傾向があることが分かる．

case1 の考察で述べた通り，ノードの空間的な分布

傾向から見れば，距離が離れるほど送受信回数は増

加する傾向にあるが，case2では送受信とも目的地の

5m付近でピークを迎え，その後距離が離れるにつれ

て急激に回数が減少している．これは Transmission

Algorithm が機能し，多段的なアドホックコミュニ

ケーションによるコンテンツの拡散を一定の地理範囲

内に抑制できていることを表している．

表中の数値から全体の送受信回数を比較すると，

case2の送信は case1の 40%程度であるにも関わらず，

受信回数は case2の方が 26,080回多い．Transmission

Algorithmを用いない case1では，目的地からの距離

に関わらず高頻度でコンテンツを送信するため，会場

全体を通じてネットワークトラヒックを増大させる．

これにより，コンテンツ送信時に輻輳やパケット衝突

が多発するため，相当数の送信が失敗していることが

推察される．一方，Transmission Algorithm を用い

た case2では，各コンテンツは目的地近辺でのみ高頻

度で送信される．このため，会場全体のネットワーク

トラヒックは case1よりも少ないトラヒック量で平滑

化され，case1よりも高い送信成功率を達成している．

次に，Frequency Control Algorithm を適用した

case3 を考察する．まず他のケースに比べて明らか

に違うのは，送受信回数である．全体の送信回数は

18,499 回であり，case2 の約 1/15，case1 の約 1/36

であった．なお，輻輳制御変数は概ね 2～8 倍の範囲

にかけて変移しており，トラヒックの多いリンクでは

case2 における送信頻度の約 1/2～1/8 程度に抑えて

送信していることになる．

送信回数はこれだけ少ないにも関わらず，受信回

数は 463,150回であり case2の約 3.8倍，case1の約

4.8倍となっている．case3の送信回数：受信回数の比

は約 1:25であり，1回のマルチキャストを約 25台の

ノードが受信している計算になる．このことからも，

case1,case2 では case3 に比べて相当数の送信が失敗

していることが分かる．

case3の折れ線グラフを見ると受信のピークは case2

に比べ，グラフ右側にシフトして，case1のピークと

ほぼ同じ辺りにきていることが分かる．これは，全体

のネットワークトラヒックが軽減されて 1回のマルチ

キャストあたりの送信効率性が向上したことにより，

ノードの空間的な分布状況に応じた結果が出たものと

考えられる．

なお，case1,2,3 ともに一定の時間に渡り送受信が

続いていることから，多くのコンテンツは有効時間に

おいて存在し続けていたことが予想されるが，ここか

らは個々のコンテンツの状況は見えてこない．また，

case3 を除いては万博のときと同様，シミュレーショ

ンでも有効時間を過ぎたコンテンツが送受信され続け

ていることが分かる．これらを検証するため，次に送

受信の状況をコンテンツ単位で精査することにした．

まず，コンテンツごとに最初に送信された時刻，最

後に受信された時刻を抽出し，各コンテンツが会場

内に存在している時間（以降，生存時間と呼ぶ）を算

出した．次にここで算出した生存時間と，アプリケー

ション側で設定した有効時間（5分間）との差を計測

した．図 17 にコンテンツごとに計測した有効時間と

生存時間の差をグラフ化して表す．

図 17 有効時間と生存時間の時間差
Fig. 17 The Difference between Earned Time and

Survival Time

グラフの Y 軸は生存時間から有効時間を引いた時

間を秒単位で表している．プラスのものは有効時間を

過ぎて送受信が行なわれていたコンテンツであり，マ

イナスのものは有効時間を全うできず途中で消滅して

しまったコンテンツである．なお，グラフは上記の時

間差を元に各ケースごとにコンテンツを昇順に整列し

たものであり，X軸の数値は全ケースに共通のコンテ

ンツ IDではないことを補足しておく．

case1は全て,case2では 9割以上のコンテンツが有

効時間を全うして生存していた．差が-100秒以上のコ

ンテンツは，case1では 0個，case2では 3 個なのに

対し，case3では 27個あった．case3ではその 27個

のうち 24個は-300秒であり，これらは生成されてか

ら他ノードに一度も受信されなかったコンテンツであ
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ることを示す．Frequency Control Algorithm では，

指定した帯域上限を超えないように各コンテンツの送

信インターバルを調整する．このため，トラヒックの

多いエリアにおいては case3の送信頻度は他のケース

に比べて低くなる傾向があり，このことが他ノードへ

の伝達確率を下げ，コンテンツの生存確率を低下させ

ていると考えられる．

一方，差が+10秒以上のコンテンツは case3では 0

個だったのに対し，case2では 310個，case1に至って

は 534個ものコンテンツが有効時間の 10秒を過ぎて

送受信されていることが分かった．これについて，い

くつかのサンプルを抽出して一回の送受信あたりの送

達遅延を計測したところ，有効時間との差が小さいも

のについては一回の送達遅延が 1秒以下に収まってい

るのに対し，有効時間との差が大きいものに関しては

大体数秒から十数秒の範囲で突発的に大きな送達遅延

が発生していることが分かった．4. 2. 4節で述べたよ

うに，今回の実装では有効時間を越えたコンテンツの

削除については，送信側のノードが送信時にヘッダに

記述する残り有効時間を元に，受信側のノードで削除

処理を行なうといった相対的な手法を用いている．こ

のため，最初の受信の時点で送達遅延が発生している

場合，受信側はその時差を追加した状態で残り有効時

間を設定してしまうことになるため，これが有効時間

を過ぎてもなおコンテンツが送り続けられるという現

象を引き起こしていると考えられる．

最後に，コンテンツの目的地付近を訪れ一定期間滞

在したモバイルノードのうち何台がそのコンテンツを

受信しているかを各ケースごとに調査した．以降，目

的付近に一定期間滞在したモバイルノードを「参入

ノード」，そのうちその場所を目的地とするコンテン

ツを受信したモバイルノードを「受信ノード」と呼び

区別する．「目的地付近」の定義はコンテンツの目的

地を中心とした半径 10m 以内のサークルとし，参入

ノードの条件は各コンテンツの有効時間内においてそ

のサークルに 30 秒以上滞在したモバイルノードとし

た．対象とするコンテンツは 30 分間に生成された全

てのコンテンツ（901個）とし，コンテンツ IDごとに

参入ノード，受信ノードの台数を算出した．なお，各

シナリオともモバイルノードの移動には同じデータを

用いているため，参入ノードの台数は共通である．こ

の結果を元に，目的地付近における各コンテンツの受

信確率（受信ノード数を参入ノード数で除算した値）

を算出し，10%ごとに区切った各区間に含まれるコン

テンツ数の分布を相対頻度として求めた．図 18 に各

ケースごとの結果をグラフ化して比較する．
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図 18 受信確率ごとの相対頻度比較
Fig. 18 Comparison of Frequency Distribution Charts

case1では約半数のコンテンツが 20%以下の受信確

率であるのに対し，case2では半数以上のコンテンツ

を 70%以上の確率で受信できていることが分かる．こ

れにより，Transmission Algorithm の適用が目的地

近辺での受信確率の向上に繋がっていることが分か

る．しかし，case3では 94.8%のコンテンツを受信確率

91%以上で受信していることが分かる．Transmission

Algorithmは，現状のネットワークトラヒックを考慮

しないまま目的地からの距離に応じて送信頻度を算出

するため，ネットワークトラヒックが集中するエリア

では輻輳やパケット衝突を引き起こす可能性が高い．

この問題を避けるため，Transmission Algorithm に

加え現状のネットワークトラヒックに応じて送信頻度

を調整する適応型のアルゴリズムである Frequency

Control Algorithm と併用することにより，目的地

近辺での受信確率を向上させる効果があることが分

かった．

7. 5 追加実験のまとめ

前述のように Transmission Algorithmを用いない

場合は Transmission Algorithmを用いた場合の最小

送信間隔（3秒）で恒常的に送信を行なっており，全

体の送信回数が多い分，受信確率は本来Transmission

Algorithm を用いない場合の方が高くて然るべきで

あったが，図 18が示す結果は逆であった．

Transmission Algorithm を用いない場合は，目的

地からの距離に関わらず高頻度でコンテンツを送信す

るため，会場全体を通じてネットワークトラヒックを

増大させる．これにより，コンテンツ送信時に輻輳や
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パケット衝突が多発するため，指定された送信頻度を

実際には達成できていない．一方，Transmission Al-

gorithmを用いた場合，各コンテンツは目的地近辺で

のみ高頻度で送信されるため会場全体のネットワーク

トラヒックは平滑化される．このため，Transmission

Algorithmを用いない場合に比べて輻輳やパケット衝

突を回避でき，目的地近辺の受信確率の向上に繋がっ

ていると考えられる．

また，Frequency Control Algorithmによる送信頻

度の調整は，ネットワークの輻輳やパケットの衝突を

避け，マルチキャストによる送信効率，及びコンテン

ツの受信確率を大きく向上することが分かった．但し，

図 17 に示されるように，送信インターバルがあまり

開きすぎると他ノードへの伝達確率が低下し，有効時

間を全う出来ずに途中で消滅する可能性が高くなる．

このため，Frequency Control Algorithmを使用する

場合には送信インターバルの増加について一定の閾値

を決めた上で適用する必要がある．

8. ま と め

筆者らは，アドホックコミュニケーションにより発

信されたコンテンツの流通範囲をモバイルノード同士

の自律・分散・協調作業を通じてコントロールし，コ

ンテンツを任意の場所に運搬・停留するシステムであ

る Content Cruising System（CCS）を設計・開発し

た．CCSはアドホックコミュニケーションという単純

なコンテンツ交換の手法に，シンプルなアルゴリズム

を組み込むことによって，コンテンツが自律的に伝達

される機構をもたらすものである．

2005年日本国際博覧会で行なわれた IT実証実験に

より，想定している利用環境に近い状況でCCSを検証

することが出来た．また，実証実験，及びシミュレー

ションによる検証によって，想定するコミュニケーショ

ンに対する CCSの有意性が概ね確認出来た．

その後にネットワークシミュレーターを用いた追加

実験により，特定エリア内での受信確率を上げるため

には，単に送信頻度を高めるのではなく，エリア内で

一定の送信頻度に留める工夫を優先して考える必要が

あることが分かった．最適な送信頻度を定めるために

は様々な環境を想定した帰納法的なアプローチが必要

であり，これについては今後の研究課題として取り組

んでいく．

今後はこの実験結果を元にさらなる開発を進め，よ

り実用性の高いシステムやサービスの実現を目指して

いくつもりである．

9. モデルじゃなきゃ、いや！

9. 1 総トラフィック量と輻輳

コンテンツサイズを Sとした場合、距離 dの位置に

存在するノードの消費帯域幅は以下となる。

T (d) =
S

I(d)
(1)

半径 d の円上に位置するノード数を確率に基づき

P (d)とした場合、0 <= d <= N の範囲における総トラ

フィック量は、

Ttotal =

N∑
d=1

T (d)·P (d) =
S · P (d)

I(d)
, 0 <= d <= N(2)

Nが十分に大きい値として場合、ノード数の増加に

より総トラフィック量が増大し、輻輳の発生が予想さ

れる。そこで、CCSモデルではバックオフ機能を適用

する。

9. 2 バックオフ機能

送信インターバルを I(d) とした場合、全てのノー

ドが送信間隔 I(d) で情報を送信する。ノードが密着

している地点では、消費する帯域幅が増大するため、

輻輳が発生する。そのため、送信インターバル中に情

報を受け取ったノードは、自身の近くにいるノードも

受信可能な範囲に存在すると仮定し、送信タイマを 0

に戻すバックオフ機能を有する。これにより、消費帯

域幅を抑え、輻輳を軽減させる。バックオフが機能す

る場合、最小距離 dmin に位置するノードのみが情報

を配信する。その時の総トラフィック量は以下となる。

Ttotal = T (dmin) · P (dmin) =
S · P (dmin)

I(dmin)
(3)

9. 3 送信インターバルの決定

バックオフ機能を有する場合の総トラフィック量

を (2) に基づく場合、消費可能な帯域幅を Bmax

とし、0 <= dmin <= N とした場合の I(dmin) は

Ttotal <= Bmax を満たす必要があるため、以下の条

件式が成り立つ。

I(dmin) >=
S · P (dmin)

Bmax
(4)

ノードが空間上に均一に分布しているものと仮定す

る。その場合、半径 d の円上に位置するノード数は
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dに比例して増加する。円周が 1m増加するにあたり

ノード数が 2増加すると定義した場合、

P (d) = 2 · 2πd = b4πdc + 1 (5)

本実験では、無線 LANの実行スループット Bmax

を 1Mbps仮定した。また、端末のカメラアプリで撮

影される画像ファイルのサイズは平均して約 5KByte

であった。この場合、式 (5)は I(d) >=
4πd+1

25
となり、

この条件式を十分に満たす I(d)を以下に設定した。

I(d) = (0.2 · d)2 + 1 (6)

9. 4 Frequency Control

ここまで、ノード数の増加に対するスケーラビリティ

を確保するためのモデルについて考察してきた。しか

し、ノード数のみならず、コンテンツ数が増加した場

合にもスケーラビリティの欠落が生じる。この問題に

対処するため、CCS モデルでは Frequency Control

が適用される。

ノードが転送するコンテンツのヘッダには、データサ

イズ S、送信間隔 I(d)、frequencycontrol parameter

である f が格納されている。frequency control アル

ゴリズムでは、予め設定された最大帯域幅 Tmax を超

えないようにすべく、各コンテンツに対する f を設定

する。この時、ノードが保持する I(d) はバックオフ

が適用されている場合、他のノードが配信している送

信間隔値が保持される。

コンテンツ IDを xとし、そのデータサイズを Sx、

保持される送信インターバルを Ix、frequency control

parameter を fx、総コンテンツ数を n とした場合、

frequency control が適用される前の合計消費帯域幅

は、以下となる。

Ttotal =

n∑
x=1

Sx

Ix
, 0 <= x <= n (7)

Ttotal > Tmax となる場合、frequency controlアル

ゴリズムは fx を Tmax を超えない値に定める。この

時、fx は、各ごとの消費帯域幅を基にした比率により

定められ、以下の関係式を満たす。

Ttotal =

n∑
x=1

sx

Ix · fx

<= Tmax, 0 <= x <= n (8)

この時、各コンテンツの送信間隔値 Iaddaptive(d, x)

は以下と表される。

Iaddaptive(d, x) = fx·Ix = fx

{
(0.2 · dmin)2 + 1

}
(9)
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Abstract Rumors and word-of-mouth advertising have distinctive characteristics such as “Information

moves along with the transportation of people” and “Information gathers where people gather”. Such

distribution models in which information propagates through movement of users holding them, are very

familiar with, and unconsciously utilized by, our everyday communications. The Internet has provided a

communication environment without geographical limitations, however on the other hand, it has not been

thoroughly studied how to utilize the physical movements of users for information propagation. In these

days where people take communication devices with themselves, the implementation of the communication

model that utilize the movement of humans and things efficiently, is very important for the new paradigm on

Internet communications. In this paper, information propagation model utilizing the movement of humans

and things that hold it, is focused. A system is developed, in order to realize that data can be transported

to, and can stay at, arbitrary locations. The system is called “Content Cruising System” (CCS). In World

Exposition 2005, Aichi, Japan, CCS was implemented on mobile nodes, and was used by public attendees

of approximately 350 man-days. As a result, it is confirmed that this novel communication system realizes

the expected, new communication model.

Key words Ad-hoc Communication, Location Based System, Wireless P2P System, Real Space Com-

munication


