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スマートハウスで共有する家庭情報の効果的な提示方法
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あらまし 近年注目されているスマートハウスでは家庭内の電子機器や高機能化された家電や家具がネットワークで

接続されており, 家庭内の状況や家族の動向をセンサ類を用いて取得し,それらをもとに進んだサービスを提供するこ
とができる. そのようなスマートハウスでは家庭内の多くの家電・家具などに様々なデータが存在しているが,それら
を有効に活用するには家族みんなが気軽に閲覧したり，利用する環境が必要である．本稿では家の中に存在する情報

をデータベースに蓄積し，そのデータベースから得た問合せ結果をもとに家庭内ネットワーク専用のテレビ番組を自

動作成するシステムを提案する．テレビ番組記述言語 TVMLを利用し，あらかじめ用意された番組フォーマットに集
約されたデータを埋め込むことで、定期的にテレビ番組を作成し，番組表データに従って自動再生する。データをテ

レビ番組として視聴することで多くのデータ閲覧に必要なスキルを低くすることができ、番組から家庭の新しい一面

を知ることができ，一家団欒の楽しみを与えてくれるだろう．
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現在,いつでもどこでも誰とでもつながるユビキタス社会の到

来と共に IT化された住宅であるスマートハウスにも注目が集
まっている．スマートハウスはあらゆるデータを管理して，日

常生活に役立つ情報を引き出すことができる住宅である．そし

てホームネットワークを構築かつ様々な家電を制御し，暮らし

に安全・便利を与えてくれる．国内外でスマートハウスの建設

が進められており，電子情報技術産業協会の JEITA HOUSE[1℄
やジョージア工科大学の Aware Home Projets[2℄などがある．
お茶の水女子大学ではユビキタスコンピューティングのアプリ

ケーションを実証するための実験住宅 OhaHouse[3℄が建設予



定である．

そのような家の中には様々な情報が取得され，家族で共有さ

れることになるだろう. 例えば,インテリジェント冷蔵庫 [4℄は
冷蔵庫内に入っている食品の名前・賞味期限・数量を記録し,
インテリジェントキッチンでは,毎日どんな料理が作られたか，
また新しいメニューの場合はどんな手順で作られたかなどが記

録できるようになるだろう．クローゼットや本棚 [5℄ なども管
理でき，例えば家族のスケジュールと連携して今日着る服など

推薦してくれるかもしれない.
ここで家中で集められた様々な情報を家族が気軽に閲覧した

り，利用したりする環境が必要となる．インテリジェント機器

やパソコンなどで閲覧する方法もあるが，幼い子供や高齢者

が家中のインテリジェント機器類を利用するのは少し難しいか

もしれない．また，パソコンによる閲覧はユーザがアプリケー

ション立ち上げを能動的にアクセスしなければならないため，

料理をしながら，家族と団欒しながら受動的に閲覧するのは難

しい．しかし，テレビ操作は子供やお年寄りにも抵抗は少ない．

またテレビは受動的に閲覧することができるため，食事をしな

がら，家族と団欒しながらの閲覧も可能である．

本研究では家庭情報を収集・管理して得られたデータをも

とに家族のための情報番組「おうちチャンネル」を作成し，ス

マートハウス内で放送するシステムを開発する．スマートハウ

スで収集されたデータを「テレビ番組」として分かりやすく，

面白く提示することによって，データを閲覧するハードルを低

くすることができる．また，おうちチャンネルを閲覧すること

で，何かと忙しい現代の家族が今まで気付かなかった家庭の一

面を知ることができ，そこから家族間の会話が増え, 一家団欒
を促すだろう．

本稿の構成は次の通りである．２節でおうちチャンネルのシ

ステムの概要を示し，３節では「家事お手伝いランキング」番

組について詳述する．４節ではシナリオデータとデータベース

検索結果によるＴＶＭＬ自動作成を提案する．５節で外部制御

による番組スケジュールを述べ，６節では関連研究を紹介する．

そして最後に７節で本稿をまとめる．2. システムの概要2. 1 想定する家族および環境

本研究にて想定する家族は近未来のスマートハウスに住む(共働きの)夫婦と 10歳以下の子供と高齢者の拡大家族である.
各人を以後祖父、祖母、父、母、子供を太郎、花子と呼ぶこと

とする．太郎，花子，祖父，祖母はパソコン操作に抵抗を感じ

ているとする．居間にテレビがあり，食事をしながらテレビを

見ることが多い．食事は（少なくとも休日は）朝と夕に家族そ

ろって食べるとする．また 1 節で紹介したインテリジェント
冷蔵庫，家族間の伝言板，共有スケジュールなどを利用してい

るとする．全ての家電やパソコンはホームネットワークでつ

ながっており，例えば家族旅行の写真やビデオデータの入ったHDDを他家電で利用することも可能である．2. 2 おうちチャンネル作成システム

「おうちチャンネル」は前項で想定したスマートハウス内で

蓄積されたデータからテレビ番組を自動的に作成して定期的に

放送するシステムである．番組を作成するためのシステムの流

れを図 1に示す.

　

図 1 おうちチャンネル作成システムの流れ

以下, システムの流れを図１と対応させ説明する. 1. 何時に
何の番組を配信するかといった番組スケジュールに従っておう

ちチャンネル作成システムを実行させる．(図 1-(1))2. スタジオ，キャスト，進行を記述した番組用シナリオデータ
を呼び出す．シナリオデータについては 4.2項で詳しく述べる．(図 1-(2))3.HDD，冷蔵庫，伝言板，クローゼット，家事分担の情報はそ
れぞれのデータベースに蓄積されており，本システムは番組シ

ナリオデータを参考に, 番組作成に必要なデータを持っている
データベースに問い合わせ，必要な情報を取得する．(図 1-(3))4. 取得した問合せ結果をシナリオデータに埋め込み，番組を
作成する．番組を作成する技術ついては 4.1項で詳しく述べる．(図 1-(4))5. 作成された番組を配信する．(図 1-(5))3. 「家事お手伝いランキング」番組の作成
将来的にはホームネットワーク上の全データを対象として

様々な番組を作成していきたいと考えているが，まずその初期

段階として，本稿では家事分担支援ホワイトボードシステム [6℄
のデータを利用した家事に関する情報を伝える「家事お手伝い

ランキング」番組を作成することとした．3. 1 家事分担支援ホワイトボードシステム

家事分担支援ホワイトボードシステムは家族全員で家事全般

の状況を共有できたり，ホワイトボード上で家族のメンバーが

相互に家事分担できるシステムである．このシステムにより，

多くの家庭で主婦のみが行っていた家庭の管理・運営に家事を

把握していない家族も参加可能となる．そして仕事の忙しい女

性にとって理想的な環境が実現できる．以下このシステムの機

能を紹介する．図 2(1)は「家事状況管理システム」の画面であ
る．スライダを右へ移動させて家事達成状況の報告ができる．

図 2(1)では太郎が太郎の部屋を 10 月 30 日に 9割掃除した事
を示している．図 2(2)は家事状況閲覧システムの画面である．
「家事状況管理システム」で報告されたデータを集計してカテ

ゴリー別に円グラフで表示する．図 2(3) は「ママメモシステ



　

図 2 家事分担支援ホワイトボードシステム

ム」の画面である．写真，イラスト，コメントを利用して「メ

モ」を作成，管理できる．図 2(4)は「伝言メモシステム」の画
面である．手書きメモをボードに貼り付けることができ家族の

情報共有の場となる．3. 2 家事情報データ

「家事お手伝いランキング」番組では「家事分担支援ホワ

イトボードシステム」の家事状況管理システムによって記録

されたデータを使う．ただしデータは RDBで保存するものと
する．家事状況管理システムのデータ収集に必要なメンバー(members)テーブル，家事 (kajis) テーブル，家事実施状況ロ
グ (kajilogs) テーブル例を表１，表２,表３にそれぞれ示す.id name age gender attribute E-mail1 太郎 9 m son taro�xxx.ne.jp2 花子 7 f daughter hanako�xxx.ne.jp
表 1:メンバー (members)テーブルid task ategoryL ategoryM default value-1-1 ソファー loth 洗濯 20h-1-1 掃除がけ house 掃除Ａ 10
表 2:家事 (kajis)テーブルid date task id member id value1 2007-9-16 f-1-1 2 102 2007-9-17 -1-1 2 203 2007-9-17 h-1-1 1 9

表 3:家事実施状況ログ (kajilogs) テーブル
表１，表２,表３の説明を以下に示す.

・membersテーブルは ID(id),家族メンバーの名前 (name), 年
齢 (age), 性別 (gender), 属性 (attribute), メールアドレス (E-mail)である.
・kajisテーブルは家事（task）ごとに得点（default value）を
決め,ID（id）を付け大カテゴリ (ategoryL)，中カテゴリ (at-egoryM)に分けたものである.

・kajilogs テーブルは行われた家事の ID(task id),行った家族
の ID(member id), 日付（date）, 達成した分だけの家事の得
点 (value)に ID(id)を付けたものである．例えば，掃除がけを
完璧にしたら valueは 10点，9割したら valueは 9点となる．members,kajis,kajilogs のスキーマの ER図を図 3に示す．

　

図 3 members,kajis,kajilogsのスキーマの ER図3. 3 番組シナリオ

「家事お手伝いランキング」番組は各家事ごとにポイントを

決め，多くポイントを獲得した上位三名を発表する番組である．

週ごとにポイントを集計し，その結果を日曜の夜七時に番組で

放送するものとする．家族の誰が何の家事をしたかという情報

は「家事分担支援ホワイトボードシステム」の家事状況管理シ

ステムによって記録されている．

この番組を閲覧することで家事を頑張った人がほめられたり，

励まされたりと家族の楽しい会話が増えることが期待される．

また，テレビから受動的に情報を得ることができるため，家族

で食事をしながら閲覧することも可能である．

実際に作成した仮想ＣＧキャラクターのヘップとポコが司会

の「家事お手伝いランキング」番組のサンプル図 4に示す．

　

図 4 「家事お手伝いランキング」番組サンプル
以下図 4の番組サンプルをシーン別に説明する．

シーン１：kajisテーブルから家事 (task)とそのポイント (de-fault value)を呼び出し，どの家事をすると何ポイント獲得で
きるか説明する．（図 4(1))
シーン２：membersテーブル，kajilogsテーブルから一週間で



多くポイントを獲得した上位三名の名前 (name)と獲得したポ
イント (sum(value))を呼び出し発表する．（図 4(2))
シーン３：上位の人を褒める．家族みんなの前で褒めることで

家事をより頑張ろうというやる気を促す．（図 4(3))
シーン４：番組の合間にメッセージや写真をＣＭとして流す．

メッセージや写真は伝言メモシステムによって記録されたもの

を使う．（図 4(4))4. シナリオデータとデータベース検索結果によ
るTVML自動作成4. 1 TVML

本研究では番組作成に TVML[7℄の技術を使用する. TVML(TV program Making language)はテキストベースの言語であ
り，TVMLで書いた番組台本を，パソコンソフトの TVMLプ
レイヤーで即座にテレビ番組として再生することが可能となる.TVML 台本は,番組の台本と同じように,時間の流れに従っ
て, どんなイベントがどのように行われるかを列挙することで
番組を記述する. TVML台本は,１行があるひとつのイベント
に対応している. TVMLプレイヤーは１行分のイベントを実行
し, そのイベントが終了したら次の行に記述されたイベントを
実行する, というように動作する.4. 2 番組自動作成の流れ

「家事お手伝いランキング」番組の自動作成にはシナリオ

データが必要である．シナリオデータはスタジオ，キャスト，進

行が記述されており，データベースに必要なデータを定期的に

問合せする．シナリオデータ作成は ERB と AtiveReordを
使用する．ERBはプレーンテキスト（本研究では TVMLにあ
たる）に Rubyスクリプトを埋め込む eRubyの Rubyによる
実装であり，TVMLファイルの中に＜％・・・％＞の記号があれ
ばそこを Rubyが書かれた部分として認識する．AtiveReord
はデータベースからデータを読み出すためのアプローチであ

る．AtiveReord を使って membersテーブル，kajis テーブ
ル，kajilogs テーブルのある家事情報データベースにポイント
を多く獲得した人の名前とその獲得ポイントを問い合わせる．

「家事お手伝いランキング」番組の誰が一番家事をしたかを

発表する場面を例に，番組が自動作成されるまでの流れを図 5
に示す．

以下,番組が自動作成されるまでの流れの説明である.(1) シナリオデータに書かれた
＜％ res=Kajilog.�nd by sql(\selet name,sum(value) as sumfrom kajilogs,memberswhere kajilogs.member id=members.idgroup by member idorder by sum(value) des")％＞
で家事情報データベースにポイントを多く獲得した上位者の名

前と獲得したポイントを降順に問合せする.(2)シナリオデータの＜％=res[0℄.name％＞,＜％=res[0℄.value
％＞に問合せ結果のうち一番家事をした人の名前，獲得ポイン

　

図 5 番組が自動作成されるまでの流れ

トがそれぞれ埋め込まれる．(3)これにより，番組のＴＶＭＬファイルが完成する．5. 外部制御による番組スケジュール
おうちチャンネルは「毎週日曜の夜七時は家事お手伝いラン

キング番組を放送する」のように決まった時間に決まった番組

を放送することが必要である. 本研究では TVML を外部から
制御するための外部制御ライブラリ TvIFを使用し，番組スケ
ジュールにそった放送を実現する．TvIFは Visual C++のラ
イブラリとして提供され，これをユーザーのプログラムにリン

クして使用することでTVMLプレイヤーのフルコントロール
を可能にする．主な機能は以下の通り．

・１行以上のＴＶＭＬスクリプトを送信し，再生する

・プレイヤーＧＵＩの機能の全て（再生，停止，ポーズ，台本

読み込みなど）を外部制御できる

・プレイヤーの起動，終了，ウィンドウ，配置などを外部制御

できる

・ひとつのプレイヤーに対して複数のアプリケーションから制

御できる

「家事お手伝いランキング」番組が日曜の夜七時に放送される

ために必要な外部制御の流れをプレイヤーの状態，時間経過と

共に図 6に示す．

　

図 6 外部制御による番組操作の流れ



6. 関 連 研 究
番組を自動作成する方法として，灘本ら [8℄が提案したWeb

情報を番組に変換するオーサリング機構がある．Web は利用
者にコンピュータの知識と能動的な操作を要求し，コンピュー

タを利用できない人々にとっては俄然敷居の高いものとなって

いる．一方，Web利用者にとってWebは巡航して情報を得るread and lik型であるがより簡単に分かりやすく情報を取得
し，その情報をパーソナル化することが望まれている．そこで

灘本らはチャンネルを選択化するように，Web情報を選択し，
番組を作成して視聴する wath and listen型インタフェースを
提唱した．7. まとめと今後の課題
本稿では,家庭情報を蓄積した DBから得た問合せ結果をも

とにおうちチャンネルを自動作成し, テレビ番組として配信す
るシステムについて記述した. ただユーザーが実際に使用する
という視点でとらえるといくつかの課題を残す事となった．以

下にその課題を示す．本研究の現段階では「家事お手伝いラン

キング」番組のシナリオデータしか作成していない．またその

作成は全て著者自身によるものである．しかし，家庭内には冷

蔵庫，家族のスケジュールなど様々なデータが存在しており，

様々な番組，シナリオデータを作成する必要がある．

気軽に閲覧，利用するためには親しみの持てる番組作りが重

要である．蓬莱らの研究 [9℄ではWebコンテンツを親しみやす
く手軽に視聴するための手法としてWebコンテンツを漫才形
式に基づいた対話型番組に自動変換する機構を提案している．

漫才はひとつのコンテンツで子供からお年寄りまで容易に理解

し，笑いを誘うものであり，最も理解しやすく親しみのあるコ

ンテンツのひとつであるとしている．また番組の繰り返し利用

は飽きてしまうことの原因となる．本研究では飽きないように

する仕組みとしてメッセージや写真などを使用したが，そうし

たものでも子供はすぐに飽きてしまう問題がある．今後は誰に

でも簡単に番組，シナリオデータを作成する手法を考え，親し

みやすい番組を作成し，飽きさせない工夫をしていきたい．
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