
FUJITSU. 66, 5, p. 82-87 （09, 2015）82

あ ら ま し

近年，店舗や学校など，複数の人が集まる特定の場におけるスマート端末の活用が進

んでいる。これまで，このような場において人と人，人とその周辺に設置されている機

器とをつなぐサービスを実現するには，利用者は様々な事前設定が，またアプリケーショ

ン開発者は複雑なプログラミングが必要であった。このような状況の中，富士通研究所

は事前にメンバー登録やドライバのインストールが不要で，人や機器をつなぐ連携サー

ビスを迅速に構築可能なプレイスサービス基盤技術を開発した。本技術により，人が集

まる場においてスマート端末や機器をつないで活用するアプリケーションの開発工数を，

最大で従来の約10分の1に低減できる。また，本技術は学校におけるグループ学習，店舗
における顧客端末への商品情報提供，大画面と連動した商品紹介などへの活用が期待で

きる。

本稿では，プレイスサービス基盤を構成する技術，および本基盤の適用例について述

べる。

Abstract

Recent years have seen the increasing adoption of smart devices in places where 
people gather for specific purposes, such as shops and schools.  Hitherto, the realization 
of services to link people’s smart devices to others’ smart devices or equipment at a 
given place required a multitude of prior set-up processes for users, on the one hand, 
and complicated programming for application developers, on the other.  Thus, Fujitsu 
Laboratories has developed platform technology for place-based services, enabling 
connectivity services to be established quickly, linking people’s smart devices or others’ 
smart devices or equipment at a given place without a need for member registrations 
or driver installations.  The technology may achieve a reduction of up to 90% in the 
time required for developing application programs to enhance the connectivity at 
places where people gather for particular purposes.  Potential applications of this 
technology include facilitating group study in a school, providing product information 
to a customer’s smart device in a store, or introducing merchandise by linking devices 
to a big screen display.  This paper explains the component technologies for the place-
based services platform and its applications, drawing on some actual cases.
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イントのSSID，特定の場所に貼り付けられたNFC
タグやQRコード，加速度センサーの測定値など）
に基づいて，スマート端末の置かれている場所を
検知し，その場所に対応付けられたアプリケーショ
ンを配信する仕組みである。配信するアプリケー
ションは，物理的な場所だけでなく，ソフトウェ
アセンサーによって検知される論理的な状態（Web
コンテンツ変化，Push通知）に対しても対応付け
ることができる。本稿では，物理的な場所，ある
いは論理的な状態と，それに対応付けられたアプ
リケーション群を「プレイス」と定義する。

課　　　題

店舗や学校の教室など，複数の人が集まる場で
は，スマート端末の活用が進んでいる。例えば，
店舗では営業担当者が顧客に商品説明をする際に，
その場にあるディスプレイが活用される。学校の
教室では，教員から学生への教材の配信やグルー
プ学習において画面の共有が行われる。また，病
院では患者に対して，問診票をベースにした症状
の聞き取りが行われており，その場にある複数の
端末や機器の間で情報を交換する機能が求められ
ている。このような現場の情報の流れをサポート
し，それを活用することで，現場の業務効率を更
に向上できる。
しかし，これらの実現には以下の課題が存在し

課　　　題

ま　え　が　き

2020年には，500億個の機器がネットワークに
接続されると言われている。こうしたIoT（Internet 
of Things）の世界では，利用者はスマート端末と
周辺機器をネットワーク接続して直接操作したり，
周辺機器から収集したデータをスマート端末で分
析し，その結果を活用したりして，業務や生活に
役立てるようになることが期待されている。
富士通研究所では，情報機器を持つ人を中心に，
人の活動空間にある周辺機器とWebサービスを連
携させることで，業務や人の暮らしを支援するハ
イパーコネクテッド・クラウド（図-1）の実現を
目指している。この実現には，人と機器の接点で
あるスマート端末と機器をつなぐ技術の進展がま
すます重要になってくる。
現在，スマートフォンやタブレットなどのスマー
ト端末の活用が，店舗や学校，病院など，様々な
場で広がりを見せている。富士通研究所では，こ
れまでに人の状況に応じて適切なモバイルアプリ
ケーションをセキュアに配信（1）－（4）し，スマート端
末を専用の業務端末化するコンテキストスイッチ
技術（4），（5）の提供により，作業効率の向上を目指す
サービス基盤を開発し実用化を進めてきた。
コンテキストスイッチ技術は，スマート端末が
検知した情報（GPSの位置情報，Wi-Fiアクセスポ

ま　え　が　き

図-1　ヒューマンセントリックなハイパーコネクテッド・クラウドのイメージ
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連携機能を付与したアプリケーションと，そのプ
レイスへのチェックインを証明するチケットを自
動的に配信する（図-3②）。配信されたアプリケー
ションは，チケットをサーバに提示することで，
同一のチケットを持つ端末間だけで情報を交換す
る（図-3③）。
このように，コンテキストスイッチ技術を使う
ことにより，IDとパスワードを入力してシステム
にログインすることなく，同一プレイスにチェッ
クインした端末間で情報を交換できる。
（2） 機器の仮想化技術
仮想ドライバは，場にある物理的な入出力機器

（ディスプレイやポインティングデバイスなど）の
基本機能を抽象化したWeb APIとして提供する。
仮想ドライバは，機器ごとに定義する抽象化ルー
ルに従って，機器固有のインターフェースを抽象
化Web APIに変換し，機器ごとの機能差を吸収す
る。端末上のアプリケーションは，サービスAPIを
介して抽象化Web APIを呼び出し，機器を制御す
る。これにより，端末に機器ごとのドライバをイ

ている。
（1） 場での人と人の情報交換が容易にできない
人と人がそれぞれの端末を介して情報交換を行
うには，IDとパスワードを入力してシステムにロ
グインし，通信相手を指定するなど，煩雑な手続
きが必要となる。
（2） 場での人と機器の連携が容易にできない
人が持つ端末とその周辺に設置されている機器
を連携するには，端末に機器のドライバをインス
トールし，更に機器の検出や指定が必要となる。
（3） サービス開発に手間がかかる
場において情報交換を行うサービスを実現する
には，アプリケーションの開発に加えて，端末間，
端末と機器間の連携に必要な機能を実装したサー
バシステムの構築と，アプリケーションからサー
バシステムを利用するためのライブラリの開発が
必要となるなど，サービスの実現には手間がか
かる。

開　発　技　術

これらの課題を解決するために，以下の三つの
技術を開発し，端末にアプリケーションを配信す
るローカルアプリストアと併せて，プレイスサー
ビス基盤（6）として統合した（図-2）。
（1） 場所を介した端末間連携技術
端末間連携技術の概要を図-3に示す。まず，ス
マート端末がWi-FiのアクセスポイントやNFCタ
グなどを検知し，定義に従って対応するプレイス
にチェックインする（図-3①）。次に，サーバは
チェックインした端末に対して，ほかの端末との

開　発　技　術

図-2　プレイスサービス基盤技術
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スAPIを通じて利用できる。これにより，Webサー
ビスおよびそれを利用するライブラリの開発が不
要となり，アプリケーションの開発工数を最大で
約10分の1に削減できる。端末間の情報交換や端末
と機器の連携機能は，例えば，学校におけるグルー
プ学習，店舗における顧客端末への商品情報提示，
大画面と連動した商品紹介などへの活用が考えら
れる。

適　　用　　例

本章では，プレイスサービス基盤の適用・活用
例について述べる。
（1） 教育現場
本基盤を活用した授業の実証実験を甲南大学様
と共同で実施した。（7）本実証実験では，教員や学生
が所持するタブレットや，教室に設置されたプロ
ジェクターなどを自動的に連携させる。これによ
り，講義資料の自動一斉配信・消去，グループ内
の協働学習，学習進捗の経過観察，学習結果の大

適　　用　　例

ンストールすることなく，プレイスにチェックイ
ンし，場にある機器を即座に利用できる（図-4）。
（3） ローカルWebサービス
場において，端末間，あるいは端末と機器の間
で情報を交換するために，共通して開発に必要と
なるアプリケーション間の通信や共有メモリ制御
などの機能を，ローカルWebサービスのAPIとして
提供する（図-5）。

効　　　果

今回開発したプレイスサービス基盤によって，
利用者は，あらかじめアプリ実行基盤をインストー
ルしておくだけで，そのほかの煩雑な設定は必要
なく，場での端末間の情報交換が容易になる。また，
事前にドライバをインストールすることなく端末
とその場の機器とをつないで活用できるため，現
場業務の効率化が進む。更に，モバイルアプリケー
ションの開発者は，様々な共通機能を提供するロー
カルWebサービスをアプリケーションからサービ

効　　　果

図-4　機器の仮想化技術

図-5　ローカルWebサービス
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機器をつなぐ連携サービスを迅速に構築可能なプ
レイスサービス基盤技術と，その適用例について
述べた。本技術により，スマート端末にアプリ実
行環境をインストールしておくだけで，事前のメ
ンバー登録やドライバのインストールが不要とな
り，業務の効率化が可能となる。
今後，本基盤技術を活用して，教育，医療，店
舗などの現場において実証実験を行い，本技術の
有用性の検証，機能の拡充，利用シーンごとのテ
ンプレートやソリューションの検討を進め，実用
化を目指す。

参 考 文 献

（1） H. Ito et al.：Application Push & Play － Proposal 
on Dynamic Execution Environment Combined with 
Personal Devices and Cloud Computing．IWIN 
（International Workshop on Informatics），p.96-102，
September 2011．

（2） 富士通研究所：スマートフォンを安全に業務で利用
可能とするアプリケーション実行基盤技術を開発．

 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/08/31-1.html
（3） K. Nimura et al.：A Secure Use of Mobile Application 

with Cloud Service．SmartApp（International 
Workshop on Smart Mobile Application），June 2012．

（4） 松本達郎ほか：コンテキストデスクトップ技術．
FUJITSU，Vol.63，No.5，p.531-536（2012）．

 http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jmag/vol63-5/
paper06.pdf

（5） 伊藤栄信ほか：スマート端末向けセキュアアプリ管
理・実行基盤．FUJITSU，Vol.64，No.5，p.510-515
（2013）．

 http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jmag/vol64-5/
paper08.pdf

（6） 富士通研究所：ローカルな場での端末・機器間の情
報交換サービスを迅速に構築できる基盤技術を開発．

 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/04/15.html
（7） 甲南大学，富士通研究所：協働学習を支援するスマー
ト教育の実証実験を開始．

 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/11/20.html

画面共有などのサービスを実現している（図-6）。
従来，模造紙や付箋紙，ホワイトボードなどを利
用してグループ討議を行っていた。こうした討議
に電子模造紙アプリを活用することで，タブレッ
トだけで同様の機能を実現できる。更に，教員は
それぞれのグループの進捗状況を自分のタブレッ
ト上で簡単に確認できる。本基盤の活用により，
グループ内での協働学習において，全員参加によ
る議論の深まりや，より幅広い意見の創出，授業
の活性化など，効果的な学習が可能になった。
（2） 医療現場
本基盤は，在宅訪問診療や訪問介護などの現場
にも活用できる。タブレットを所持した医師や介
護士が患者宅を訪問した際に，場所情報から患者
を特定し，自動的にサーバにアクセスすることで，
診療情報をタブレット上に瞬時に表示できる。ま
た，現場の医療機器との容易な連携，退去時にお
けるプライベートな診療情報の自動消去などが可
能となり，現場作業の効率改善が期待できる。
（3） 店舗
小売りや金融などの店舗に本基盤を活用すれば，
顧客に応じたクーポンや商品情報を配信できる。
また，店員端末および店頭デジタルサイネージと
顧客端末との連携が容易になり，効果的な接客支
援が期待できる。

む　　す　　び

本稿では，富士通研究所が目指すハイパーコネ
クテッド･クラウドの実現に向けて開発した，人や

む　　す　　び

図-6　教育現場への適用例
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