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環境要因に基づく家電検索と操作命令生成機能を有する
状況認識型家電制御システムの実現
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あらまし 本稿では，ユーザの要求を満たすために必要な家電を検索し，かつその家電の操作方法を提示するシステ

ムを提案する．現在の家電利用環境では，家電の多機能化や数の増大により，ある目的を達成するために利用する家

電が複数存在していたり，あるいは複数の家電を連携させる必要がある場合が存在する．さらに，複数のユーザが利

用する環境においては，家電を利用する際に考慮すべき状況が増え，各ユーザの「目的」を達成するための家電利用

時の手間が増大する．提案システムでは，家電とその操作命令に対して環境要因に基づくメタ情報を付与する．これ

により，ユーザからの「環境に対する要求」を受け取り，その目的を達成するために必要な家電とそれに対する操作

命令を提示することが可能となる．
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Abstract In this paper, we propose the system which can find appropriate electric-home-appliances and oper-

ations to achieve a requirement from a user. Recently, users need to operate or/and cooperative operation for

plural home-appliances, because of the increase of the function and number of home-appliances that may have same

functions. Moreover, in the multi-user environment, each user who wants to use a home-appliance should concern

about the other user using it. So, users tend to linger over their operation for them. Our proposed system can show

appropriate home-appliances and operations for them to achieve the requirement of users. It is realized by adding

meta data based on environmental factors to home-appliances and its operations. As a result, the user comes to

be able to control home-appliances appropriately to achive own purpose without botheration about complicated

functions and the other users.
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1. は じ め に

1. 1 研究の背景

近年，様々な機能を持った家電製品が発売され，人々の暮ら

しはより便利なものとなりつつある．家電の多機能化の背景と

して，家電をより便利に使いたいというユーザのニーズがある．

家電のより便利な使い方として，インターネットをはじめとす

るネットワークを通じた遠隔制御や周囲の環境の変化に応じた

自動制御などがある．このような背景から，情報家電と呼ばれ

る多機能な家電や，それらを制御する家電制御システムが登場



してきている．情報家電とは，ネットワークに接続し，家外か

らの遠隔操作，動作状態の確認や，センサーの情報の共有によ

る周囲の環境の変化に応じた協調動作が可能な家電の事である．

例えば，FEMINITY(東芝) [1]は照明やエアコン，冷蔵庫など

をネットワークで結ぶことによりリモート制御や家電同士の連

携制御，コンテンツのダウンロードなどを行える家電制御シス

テムである．しかしこれらの情報家電や家電制御システムには，

統一の規格がないなどの理由で制御可能な家電が限定されてい

る．このような問題を解決するため，現在様々な家電制御シス

テムが研究，開発されている [2] [3]．

一方で，“家電の多機能化” はユーザにとって必ずしも便利

なものとは言えなくなってきている．具体的には，多機能化や

ネットワークを介した遠隔操作が可能になった事により，一般

家庭の家電利用において，以下のような問題が発生する．

問題点 1 家電の機能の把握が困難

１つの家電に多くの機能が搭載されていることによりユーザ

がそれらすべてを把握できず，ユーザの望む便利な機能がある

にも関わらず使い方がわからなかったり，その存在を知らずに

使っていたりする可能性がある．

問題点 2 家電の利用可否の把握が困難

遠隔操作の場合，ユーザが家電周囲の状況を確認できないため，

使おうとした家電が他のユーザにすでに利用されている場合が

ある．また，同一の機能を持つ家電が複数存在する場合，どの

家電を利用するのが適切か，ユーザが迷う可能性がある．

以上のような問題点から．ユーザが家電を利用する場合には

家電の機能や利用状況を把握する必要があり，そのため，“ユー

ザ自身の目的”を達成する手間が増大している．上記問題を解

決し，家電をより便利に安全に使うためには，以下の機能を持

つ家電制御システムが必要であると考える．

（ 1） 家電の持つ機能の認識機能

（ 2） 家電の状況 (利用状況，動作状態など)の認識機能

（ 3） 目的を達成するために必要な機能を持つ家電を検索す

る機能

1. 2 提案システム

一般家庭においてユーザが家電を利用する際，周囲の環境を

変化させる目的で利用する家電が存在する．例えばエアコンは

温度を変化させ，ライトは明るさを変化させる．このような家

電はユーザの環境をより快適にするために利用される家電であ

り，これらの家電を有効に利用することで，快適な住環境を作

り出せる．この事から我々はこのような “周囲の環境を変化さ

せる家電”に注目し，それらの家電の機能を “周囲の環境に影

響を与える動作”として定義する．

本稿では，前節で挙げた問題を解決し，ユーザからの “環境

の変化”の要求を受けて，その目的を達成する (ユーザの望む

環境にする)ために必要な家電を検索しその家電の操作方法を

提示するシステムを提案する．提案システムはユーザの要求に

対し，制御下の家電の機能や状況 (設置場所，利用状況など)に

基づき，目的の達成に必要な家電を検索し，その家電に対する

操作命令と供にユーザに提示するシステムである．提案システ

ムの特徴を以下に挙げる．

特徴 1 家電の機能を “周囲の環境に与える影響” に基づき定

義し，メタ情報として家電とその操作命令に対して付与する．

これによりユーザの目的を達成する (機能を持つ) 家電とその

操作命令を検索する事が可能となる．

特徴 2 複数の候補が上がった場合，ユーザや家電の状況に基

づき結果をランキング形式で提示する．これにより，複数の候

補が挙がった場合でもより適切な方法をユーザが選択すること

が可能となる．

1. 3 関 連 研 究

近年の情報技術の進歩により，家庭内のパソコンや家電 (情

報家電)をネットワークでつなぐ “ホームネットワーク”が現実

的なものとなりつつある．ホームネットワークの応用として家

電の遠隔制御や家電同士の協調動作，などがある．このような

システムを実現するために，“家電の検索”は重要な位置を占め

ると考えられる [4]．

例えば，オントロジーサービスを利用したエージェント間協

調のアーキテクチャ[5] では，家電の機器や機能を体系化した

“オントロジー”により協調動作に必要な家電を検索するメカニ

ズムが用意されている．また，[2]においてもサービスオブジェ

クトを検索する機能が存在する．

しかしいずれの研究においても，家電検索の目的は協調動作

やサービスの実行に必要な家電を家電制御システムが知るため

であり，“ユーザにとって必要な機能を探す”検索ではない ( [2]

におけるサービス使用要求の記述も，ある程度家電の機能を把

握していることが必要である)．このため，前節で挙げた問題

点は [2] [5]では解決できないと考える．

2. 環境要因と機能定義

2. 1 機 能 定 義

本稿では “周囲の環境に対して影響を与える動作”を行う家

電を対象とする．このような家電の “機能”を提案システムが

認識することにより，ユーザからの “環境の変化”の要求に対

して，提案システムが適切な家電の操作を提示する事が可能と

なる．我々は，ユーザの周囲に与える影響に応じて，家電の機

能を表 1に示す 6つの基本的な環境要因に分類した．さらにそ

れらを環境に対する作用 (メイン属性) とそれをさらに細分化

する要素 (サブ属性)で分類する事により，家電の機能をあらわ

すメタ情報を定義した．このメタ情報を，機能定義と呼ぶ．例

えば，エアコンには “温度を下げる”や “風を起す”などの情報

をメタ情報を付与し，ライトには “部屋を明るくする”という

メタ情報が付与される．これにより提案システムは，各家電が

“環境に対してどのような影響を与えるか”を認識可能となる．

2. 2 操作命令と機能定義の付与

同じ家電でも，動作状態や状態変化により環境に与える影響

が変化する．例えば，エアコンを冷房モードで動かす場合，環

境に与える影響は “温度を下げる”であるが，電源OFFの状態

ではこのような影響はなく，暖房モードにすると “温度を上げ

る”に変わる．つまり家電の環境に対する作用は家電だけでは

一意に決まらず，家電とその状態を変化させる “操作命令”を

伴うことにより初めて一意に決定されると言える．ここで操作



表 1 機能定義の例 (一部抜粋)

環境要因 メイン属性 サブ属性 意味

Video(映像)

play
TV TV 番組を出力する

Video 録画した番組を出力する

stop 映像出力をとめる

rec 映像を録画をする

Sound(音声)

play
Music 音楽を再生する

alarm アラームを再生する

up 音量を上げる

down 音量を下げる

stop 音の再生を止める

Temp(温度)
up 温度を上げる

down 温度を下げる

Hum(湿度)
up 湿度を上げる

down 湿度を下げる

Light(光量)

up 光を出す

down 光を止める

stop 光を止める

Air(風量)

up 風量を上げる

down 風量を下げる

stop 風を止める

PowerON

音を出す

映像を出力する

PowerOFF

音を消す

映像を消す

・・・

・・・

command
define

define

define

define

VolUP

command

command

テレビテレビ

音量を上げる

define

・・・

・・・

図 1 テレビにおける機能定義の例

命令とは，電源 ON,ボリューム UP，のような，家電に入力す

ることで家電の状態を変化させる命令のことである．以上の事

から提案システムでは，“家電”と，その状態を変化させる “操

作命令”の組に対して，機能定義を付与する．ひとつの家電に

対して，一般に複数の操作命令が存在する．これらの命令に対

して機能定義を付与することで，ある操作命令を実行した (そ

の結果ある動作状態になった)際にその家電がどのような影響

を環境に対して与えるかを提案システムが認識することが可能

となる．テレビにおける機能定義を図 1 に示す．図 1 の場合，

TVの PowerONという操作命令には，環境に対して映像を出

力する効果と音を出力する効果があることを意味する．

3. 提案システムの実現

3. 1 提案システムの構成

提案システムの構成を図 2に示す．提案システムを構成する

機能は，以下の通りである．

機能 1 要求解析機能

　ユーザの入力を受け付け，検索条件に変換する機能．

機能 2 家電検索機能

要求

解析機能

要求

ユーザ

ユーザへ提示

家電機能

DB

検索条件

PowerON

（家電名，操作命令）

リビングを涼しくして！

家電情報

DB
家電状態

DB

場所，要求

状態遷移表

補完状態

定義DB

家電検索機能

場所検索

機能

機能検索

機能

操作命令

生成機能

ランキング

機能

家電検索機能

場所検索

機能

機能検索

機能

操作命令

生成機能

ランキング

機能

場所，機能

条件

検索結果

図 2 提案システムの構成

　検索条件を元に家電を検索する機能．

　場所検索，機能検索，操作命令生成，ランキングの 4つの

　機能より構成される．

また，検索に必要な情報を管理するデータベースを有する．

提案システムは，ユーザからの “ある場所の環境の変化させ

る”要求を受け付ける．つまりユーザが提案システムに入力す

る “要求”は，“場所”と “環境の変化の要求”により定義され

る．ユーザの要求は “場所” と “機能” の 2 つの検索条件に変

換され，この 2つの検索条件により要求を満たす家電と操作命

令を検索する．次に，得られた家電とその操作命令について，

家電の現在の動作状態を元に，実際に実行可能な操作命令の系

列を生成する．さらに，機能補完が必要な場合は補完先の家電

に対する操作命令を生成する．ここで機能補完とはスピーカー

やビデオのように他の家電の機能を利用して動作する事であ

り，補完先の家電とは，機能補完を行う側の家電のことである．

最後に，複数の候補を現在の動作状態や利用状況に基づき，そ

の家電の利用が適切で思われる順番に並び替え (ランキング)，

“家電”と “その操作命令”(の系列)をユーザに提示する．

3. 2 家電の検索

提案システムでは，ユーザからの要求に応じて大量の家電の

中から目的の家電を探し出す．我々は，検索の対象が家電ある

ことを考慮し，検索に必要な条件 (検索キー) を以下の 3 つに

分類した．

（ 1） 家電の設置場所

（ 2） 家電の機能

（ 3） 家電の状況 (利用状況，動作状態など)

提案システムでは，まず条件 (1)を用いて候補となる家電を絞

り込んで行き，絞り込まれた候補に対してさらに (2)の条件で

絞込む．これにより，膨大な家電およびそれに対する操作命令

の中から，一度に必要な系列を求めるのに比べ検索の効率が改

善される．最後に，(3)を用いて候補をランキングする．

3. 3 提案システムに必要なデータ

提案システムの実現に必要なデータを以下に挙げる．

(a) 家電情報DB

家電設置状況を認識するために，家電情報 DB(表 2)を用意す

る．家電情報 DBは，家電を一意に識別するための “家電名”，

家電の設置場所を表す “建物”と “部屋”，当該の家電を利用し

ているユーザを表す “利用者”を 1つの組として，家電毎に登録

する．ここで，建物と部屋，家電，ユーザ間の関係を図 3に示



LivngRoom

BedRoom

GuestRoom

ChildRoom1

Kitchen

在室

使用

建物

部屋 家電

ユーザ

図 3 建物と部屋，家電とユーザの関係

すように定義する．つまり，“1つの建物の中に複数の部屋が存

在し，1つの部屋の中には複数の家電が設置されている．ユー

ザはある 1室に在室し，その中のいくつかの家電を利用してい

る”，ということである．ただしこれらの情報は，ユーザの入

力やセンサなどにより，提案システムが認識できると仮定する．

これにより，家電の設置場所を認識するためには “建物”と “部

屋”を項目を認識すればよく，ある家電を利用しているユーザ

がいるかどうかは，“利用者”の項目より認識可能である．

(b) 家電機能DB

2章で述べたとおり，家電の “環境に対する影響”を認識するた

めには，“家電”，“操作命令”とそれに対する “機能定義”が必

要である．提案システムでは，あらかじめ 2章で定義した機能

定義をデータとして用意しておき，家電と操作命令，それに対

する機能定義，さらにその操作命令に対する機能補完の情報を

加えた，家電機能 DB(表 3)を用意する事により認識する．

(c) 家電状態DB

ランキングの計算や操作命令系列の生成のためには家電の動作

状態を認識する必要がある．従って，これを認識するために家

電状態DB(表 4)を用意する．家電状態DBは “家電名”と家電

毎に定義される “状態”を 1つの組として，家電毎に登録する．

これらの情報はセンサなどにより認識可能であると仮定する．

(d) 状態遷移表と補完状態定義DB

前述した家電機能 DB(表 3)を用いることにより，要求を満た

す家電と操作命令を認識することは可能であるが，その操作命

令は，家電の状態 (電源 OFFなど)によっては実行できない場

合がある．また，当該家電を利用するにあたり機能補完が必要

な場合，単独の家電に対する操作命令の提示だけではユーザの

要求を達成できない．従って，これらを考慮した操作命令系列

を生成する為には以下の 2つを認識する必要がある．

(1)現在の家電の動作状態で目的の操作命令が実行可能かどう

か．

(2)機能補完が必要な場合，補完先となる家電と，その家電が

とるべき状態．

(1)を認識するため，家電の状態遷移を表す “状態遷移表”(表 5)

を用意する．これは家電を状態遷移機械としてとらえ [3]，“あ

る動作状態の時にある操作命令が入力されると，次の動作状態

に変化する”事を定義した表である．この表をトレースするこ

とにより，目的の状態に達するまでにどのような操作命令系列

が必要かを認識することが可能となる．また，(2)を認識する

ために，機能補完を行う家電は，家電間に何らかの接続設定が

されている事に注目し，これを認識し，さらに機能補完を行う

際の補完先の状態を定めた補完状態 DB(表 6)を用意する．補

表 2 家電情報 DB の例

家電名 建物 部屋 利用者

TV01 Myhome LivingRoom Taro

表 3 家電機能 DB の例

家電名 操作命令 機能補完 機能定義

TV01 PowerON NO Video:play:TV,Sound:play

表 4 家電状態 DB の例

家電名 状態

TV01 PowerON,Channel=1,Volume=5

表 5 状態遷移表の例

家電名 現状態 入力命令 次状態

TV01 PowerOFF PowerON PowerON

表 6 補完状態定義 DB

補完元家電 補完操作 補完先家電 補完状態

Video01 play TV01 PowerON,Channel=Video

完状態DBは，ある家電の機能補完が必要な操作命令に対して，

どの家電が補完先となり，補完先の家電の動作状態がどのよう

にあるべきかを定義した DBであり，補完元となる家電の家電

名 “補完元家電”，補完が必要な “操作命令”，補完先となる家

電の家電名 “補完先家電”，補完先の家電がとるべき動作状態

“補完状態”を 1つの組として定義する．これら 2つの DBを

用いることにより，必要な操作命令系列を生成する．

3. 4 要求解析機能の実現

要求解析機能は，ユーザインタフェース (GUIや音声など)か

ら入力されたユーザの入力を検索に必要な “場所”と “機能”条

件 (検索キー)に変換し，家電検索機能に入力する機能である．

ここで “場所”の条件とは家電情報 DB(表 2)にある “建物”と

“部屋”であり，ユーザが入力時に現在地や，特定の建物や部屋

(またはその集合)を指定する．また，“機能”の条件とは家電機

能 DB(表 3)にある “機能定義 (2章で定義したもの)”である．

例えば “リビングを涼しくして”という要求が入力された場合，

“(1)場所の条件:Myhome,LivingRoom(リビング)，(2)機能の

条件:Temp:Down(温度を下げる)”という変換を行う．

3. 5 家電検索機能の実現

家電検索機能は 3.2節で述べた (1)～(3)の条件を元に家電の

検索を行う機能である．それぞれの条件ごとに 3 段階の検索

を行う．要求解析機能より入力された “場所”は第 1段階，“機

能”の条件は第 2段階の検索の条件となる．以降，それぞれの

検索段階について詳しく述べる．

候補家電リスト 　

家電検索機能の各段階の基本動作は，“ある家電の集合から，条

件を満たしたものだけを次の段階に送り，満たさないものは集

合から除外する” 事である．提案システムでは，この動作を実

現するために，候補家電リストを定義する．候補家電リストは

家電検索機能の第 1～3段階の入力と出力となるデータであり，

検索による絞込みの結果，候補となる家電の情報を表すデータ

の集合である．また，各段階において付与されるデータ (操作命

令，推薦度)を管理する．具体的には以下の情報 (項目)を持っ

たデータの集合である．

家電名 家電を一意に識別する名前



操作命令系列 要求に対応する操作命令の順序列

接続家電 接続されている家電の家電名と

　　　　　機能補完に必要な操作命令系列

推薦度 ランキングを決めるためのパラメータ (後述)

これより，家電検索機能の各段階では “候補家電リストを受

け取り，条件を満たした家電だけを含む候補家電リスト (部分

集合)を出力する” 動作を行うことになる．

第 1段階検索 (場所検索) 　

第 1段階検索は，入力された “場所”の条件を元に，条件を満

たした家電だけを含む候補家電リストを出力する手順である．

第 1段階を実現するためには，特定の場所に設置された家電を

認識する必要がある．これは，家電情報DB(表 2)の “建物”と

“部屋”の項により認識可能である．その手順を以下に示す．

手順 1-1 家電情報 DBに登録されているすべての家電を含む

候補家電リストを作る．家電名以外の項目は，この段階では空

欄としておく．

手順 1-2 候補家電リストのそれぞれの要素について，その家

電が入力された建物と部屋に設置されているかを家電名をキー

として家電情報 DBを用いて調べ，しないものは候補家電リス

トから削除する．

手順 1-3 条件を満たした家電のみを含む候補家電リストを第

2段階に渡す．

第 2段階検索 (1)(機能検索) 　

第 2段階検索は，家電の機能を認識し，第 1段階から入力され

た候補家電リストと，入力された “機能”の検索条件から，条

件を満たす操作命令を持つ家電のみを含む候補家電リストを出

力する手順である．第 2段階を実現するためには “家電の機能”

を認識する必要がある．これは，家電の操作命令と，その機能

定義の情報を持つ家電機能 DB(表 3)により可能である．その

手順を以下に示す．

手順 2(1)-1 第 1段階から候補家電リストを受け取る

手順 2(1)-2 候補家電リストのそれぞれの要素について，入力

された機能定義に一致する操作命令があるか，家電機能DB(表

3)を用いて調べ，ないものは候補家電リストから削除する．

手順 2(1)-3 手順 2(1)-2をすべての要素に対して行う

第 2段階検索 (2)(操作命令の生成) 　

次に，実行可能な操作命令系列を生成する．この手順は表 4や

表 5を用いることにより，家電の現在の状態から目的の状態に

遷移するまでの操作命令系列や，機能補完が必要な場合の補完

先の操作命令系列を生成する機能である．その手順を以下に示

す (図 4)．

手順 2(2)-1 前節の手順 2(1)-1～3により，要求に対応した操

作命令の集合を求める．

手順 2(2)-2 表 4 を用いて当該の家電の状態を調べ，手順

2(2)-1で求めた命令が現在の状態で実行可能か表 5を用いて調

べる．できなければ表 5をトレースすることにより，実行可能

な状態に遷移する操作命令列を生成する．

手順 2(2)-3 操作命令に機能補完が必要かを表 6 を用いて調

べる．必要な場合は表 6 の補完先家電と補完状態の項を調べ，

補完先の家電の現在の状態を表 4で調べる．これと表 5を用い
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図 4 操作命令生成のフローチャート (右) と生成の例 (左)

て，手順 2(2)-2と同様の手順により，補完先の操作命令列を生

成する．

手順 2(2)-4 以上の手順で求めた操作命令系列のの情報を候

補家電リストの “操作命令系列”‘，‘接続家電”の項に付与する

手順 2(2)-5 生成手順 2(2)-2～4を生成手順 2(2)-1で求めた

すべての操作命令に対して行う．

以上より，第２段階検索では，“機能”を条件して検索を実行

し，条件を満たした家電とそれに対して対応する操作命令系列，

および機能補完先の操作命令系列 (ある場合のみ) を付与した

候補家電リストを第 3段階検索へと渡す．

第 3段階検索 (並べ替え) 　

第 3段階検索は第 2段階までの検索結果を並び替える手順であ

る．第 2 段階までの検索で複数の (家電と操作命令の) 候補が

挙がった場合，どれを操作するのが適切かユーザが迷う可能性

がある．また，第 2段階まででは “場所と機能”のみで候補を

出しているため，他のユーザがすでに利用していて実際にはそ

の家電を利用できない場合も考えられる．このため提案システ

ムでは，第 2段階の検索結果に加え，要求を満たすのにより適

切であると思われる順番に並べ替える．

並び替えを行うにあたり，“制約条件”を考える．ここで言う

制約条件とは “ユーザが家電を控えようと思う要因” のことで

ある．具体的に提案システムでは以下の条件を考える．

制約条件 1 使おうとした家電が他のユーザに利用されている

制約条件 2 現在地から遠い所に家電がある

制約条件 3 使おうとした家電が動作中である

これらの制約条件は，家電情報DB(表 2)の “利用者”の項や家

電状態 DB(表 4)の “状態”の項により認識可能であり，該当す

る制約条件が少ないほうが，家電利用においてより適切である

と考えられる．また，一般に制約条件は等価ではなく，ユーザ

が “どの制約条件を重視するか”を考える必要があり，これは

ユーザや家電の利用形態に依存すると考えられる．

制約条件を評価するために，“ユーザに推薦できる度合い”を

表す数値として “推薦度”を定義する．推薦度は，制約条件を
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図 5 SIRECS の構成

表 7 StateDB

家電名 機能名 状態

TV01 PowerSupply PowerON

Channel Ch1

volume vol0

表 8 functionDB

家電種類 操作コマンド 機能名

TV PowerON PowerSupply

表 9 vstatechangeDB

家電種類 機能名 現状態 入力 次状態

TV PowerSupply PowerON Power PowerOFF

数値化し，優先する制約条件に高い重みをつけ，それらをあわ

せることにより計算する，つまり，推薦度 pは以下の式で計算

される．

p =

i∑
piαi (1)

pi :制約条件 iを数値化したもの αi : piの重み

第 3段階検索では，推薦度 pを第 2段階までで候補家電リス

トに残った家電すべてに対して計算し，それらを推薦度が高い

順に並べ替え，ランキング形式でユーザに提示する．

4. プロトタイプシステムの実装

4. 1 SIRECSについて

プロトタイプシステムでは，状況認識型家電制御システム

SIRECS [3] を用いる．SIRECS はシステム内に実際の家電と

同じ状態遷移を行う仮想的な家電 (仮想家電) を持つことによ

り，制御下の家電の動作状態を認識可能である．また，独自の

コマンドセットである VEHAコマンドを定義し，家電の種類

や機種に依存しない制御を可能にしている．VEHA コマンド

は “{家電名,操作コマンド }+パラメータ”という形式で定義

される．SIRECSの構成を図 5に示す．SIRECSは現在の状態

と受け付ける VEHAコマンド，仮想家電の状態遷移をデータ

ベースで管理している．具体的には，家電の現在の状態を管理

する StateDB(表 7)，操作コマンドを管理する FunctionDB(表

8)，仮想家電の状態遷移を管理する vstatachangeDB(表 9)な

どがある．

4. 2 プロトタイプシステムの仕様

プロトタイプシステムは SIRECSを拡張する形で実装した．

具体的には，stateDBを家電状態 DB(表 4)，vstatechangeDB

を状態遷移表 (表 5) を用いることで実装し，functionDBを拡

張し，“機能定義”およぼ “接続家電”の項目を追加することに

より家電機能 DB(表 3)を実装した．この上に，家電情報 DB

図 6 プロトタイプシステムの入力インタフェース

と補完状態 DBを新たに実装した．

プロトタイプシステムでは，ユーザに提示する操作命令とし

て，SIRECSで家電を制御する VEHAコマンド (の系列)を提

示する．また，仮想家電としてテレビ，ビデオ，ライト，オー

ディオコンポ，エアコン，扇風機，冷蔵庫を用意し，SIRECS

上に実装した (ただし実際の家電の制御は行わない)．プロトタ

イプシステムでは，3章で述べた “要求解析機能”に相当するも

のとして GUI 上でのボタンによる入力インタフェース (図 6)

を実装した．これは，セレクトボックスにより “場所”の条件

を指定し，押されたボタンに対応する”機能”の条件が入力さ

れるようになっている．また，第 3段階における推薦度 pは以

下の式により計算した．

p = 50p1 + 30p2 + 20p3 (2)

ただし，

p1 =

{
1（対象の家電をユーザが利用していない場合)

0（対象家電をユーザが利用している場合)

p2 =

{
1（対象の家電が現在地にある)

0（対象の家電が現在地にない)

p3 =

{
1（対象の家電が動作中でない)

0（対象の家電が動作中である)

5. 検 証 実 験

5. 1 検証項目と検証方法

プロトタイプシステム (以下実験システム)を用いて，以下の

項目の検証を行う．

検証 1 家電の機能定義の妥当性

検証 2 ランキング形式の出力の妥当性

これらを検証するため，以下の 2つの実験を 9人 (A～I)のユー

ザに対して行った．

実験 1 実験環境として図 7に示す家電の設置状況を設定する．

ユーザには図 7を紙面で提示し，実験システムはこれに基づき

家電情報 DBを設定した．また，家電機能 DBを表 10のよう

に設定し機能定義を行った (同じ種類の家電はすべて同じ機能

定義である)．その上で，ユーザに以下の質問を行う．

質問 1-(a)「前記のような環境で，Audio1 はお父さんが現在
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図 7 実験システムに設定及びユーザに提示した家電の設置状況

使用中 (音楽を再生中) です。この時，リビングにいるあなたが

“音楽を聴きたい”と思ったら，どの家電を利用しますか？」

質問 1-(b)「前記のような環境で，Hitach1 が現在動作中 (電

源 ON，チャンネル１，ボリューム 10)です。この時，子供部

屋にいるあなたが “暗いので明るくしたい”と思ったら，どの

家電を利用しますか？」

ユーザには質問に自由記述の形式で回答してもらい，実験シス

テムには質問内容に合わせて家電の利用状況を設定し，以下の

検索条件を入力する．

質問 1-(a)の入力 {場所:Myhome,all 機能:Video:play:Music}
質問 1-(b)の入力 {場所:Myhome,ChildRoom機能:Light:up}
(ただし “all”はその建物内にあるすべての部屋を表す)

実験 2 実験 1に引き続き，ユーザに以下の質問を行う．

質問 2-(a)「質問 1-(a)の状況で，家電検索システムが以下の

候補を選出しました。この結果をあなたの主観でランキングし

てください。（使わないと思うものには×をつけて下さい）」

　　　 Audio1（Play）

　　　 ipod1（PowerON → Play）

　　　 ipod2（PowerON → Play）

　　　 aquas1(PowerON → VolUP)

　　　 SANYO1（PowerON →チャンネル 11）

質問 2-(b)「質問 1-(b)の状況で，家電検索システムが以下の

候補を選出しました。この結果をあなたの主観でランキングし

てください。（使わないと思うものには×をつけて下さい）」

　　　 DeskLight（PowerON）

　　　 Ipod2（PowerON）

　　　 Ligth1-2（PowerON）

　　　 Ligth1-4（PowerON）

　　　 Ligth2-1（PowerON）

この質問により得られた回答と実験システムの出力を比較する．

5. 2 結果と考察

実験システムが出力した家電集合をN，ユーザが選んだ家電

集合を C，実験システムとユーザの選択でで共通する家電集合

を Rとする．実験 1,2によりユーザから得られた回答の一部を

表 11,及び表 12に示す．

表 10 家電機能 DB の設定

家電種類 操作命令 機能定義

TV VolUP Sound:up

TV VolDOWN Sound:down

TV Silent Sound:stop

TV PowerON Video:play:TV,Sound:play

TV PowerOFF Video:stop,Sound:stop

Audio VolUP Sound:up

Audio VolDOWN Sound:down

Audio Play Sound:play:Music

Audio Stop Sound:stop

Audio Halt Sound:stop

Light PowerON Light:up

Light PowerOFF Light:stop

表 11 実験 1 質問 1-(a) におけるユーザの回答

ユーザ実験システムの出力（N） ユーザの回答（C） 共通部分（R）

A

SANYO1

aquas1

ipod2

SANYO1

aquas1

ipod2

B ipod2 ipod2

C

ipod2

ipod1

ipod1

ipod2

D ipod2 ipod2

E ipod2 ipod2

F

SANYO1

Sonic1

ipod1

SANYO1

ipod1

G iPod2 ipod2

H

iPod2

iPod1

ipod1

ipod2

I iPod2 ipod2

ipod1(PowerON->Play)

ipod2(PowerON->Play)

Audio1(Play)

SANYO1(PowerON)

aquas1(PowerON)

表 12 実験 2 質問 2-(a) におけるあるユーザの回答

実験システムのランキング ユーザのランキング

1.ipod2(PowerON → Play)

2.ipod1(PowerON → Play)

3.SANYO1(PowerON → Ch11)

4.aquas(PowerON → VolUP)

× Audio1(Play)

1.ipod1(PowerON → Play) 1.ipod2(PowerON → Play)

1.ipod2(PowerON → Play) 2.ipod1(PowerON → Play)

1.aquas1(PowerON → VolUP) × Audio1(Play)

1.SANYO1(PowerON → Ch11) × SANYO1(PowerON → Ch11)

5.Audio1(Play) × aquas(PowerON → VolUP)

1.SANYO1(PowerON → Ch11)

2.aquas(PowerON → VolUP)

3.ipod2(PowerON → Play)

× ipod1(PowerON → Play)

× Audio1(Play)

(×はランク外としたことを示す)

この結果より以下の点について考察する．

機能定義の妥当性に関する考察

質問 1-(a)および質問 1-(b)について，各ユーザ (A～I)毎に

以下の点についてまとめ，その結果を表 13および 14に示す．

• |N∩C| …実験 1 において実験システムとユーザの選択

で共通する家電の数

• |N − Ca| …実験 1においてユーザが選択しなかったが

実験システムが出力した家電の中で，実験 2においてユーザが

高いランク (3位以内)をつけた家電の数

• |N − Cb| …実験 1 においてユーザが選択しなかったが



表 13 質問 1-(a) の結果

ユーザ |N∩C| |N − Ca| |N − Cb| |C −N |
A 3 0 1 0

B 1 2 2 0

C 2 1 2 0

D 1 2 1 0

E 1 2 1 0

F 2 1 1 1

G 1 2 2 0

H 2 0 2 0

I 1 1 2 0

表 14 質問 1-(b) の結果

ユーザ |N∩C| |N − Ca| |N − Cb| |C −N |
A 1 0 0 1

B 2 0 0 0

C 2 0 0 0

D 2 0 0 0

E 1 1 0 0

F 2 0 0 1

G 1 1 0 0

H 1 0 0 1

I 1 1 0 0

実験システムが出力した家電の中で，実験 2においてユーザが

低いランク (4位以下またはランク外)をつけた家電の数

• |C −N | …実験 1においてユーザが選択したにも拘らず

実験システムが出力しなかった家電の数

全体的な傾向として，ユーザの選択した家電のほとんどが実

験システムの出力に含まれいる．その結果 |C − N |が少なく，
その一方で，特に表 13において，|N − Ca|や |N − Cb|が多
くなるという結果になった．これは，実験システムではテレビ

を (音楽を含む)音を再生する機器として認識してテレビも候補

として合計 5つの家電を出力しているが，多くのユーザが 1～

3台の家電しか選択しなかった事や，ユーザによって “テレビ

を音楽を聴くための機器”と考えたかどうかの判断が分かれ事

により，(実験 1,2のいずれにおいてもテレビを選択しなかった

ユーザが 3人存在した)，選択しなかったテレビが |N −Ca|や
|N −Cb|としてカウントされたためである．テレビで再生され
る音は，出力するコンテンツ (番組など) に依存する．この事

が，ユーザによってテレビを候補とするかしないかを分けたと

推定できる．よって，より多くのユーザの意図に合わせて適切

な家電を提示するには，提案システムの機能定義がどのようで

あるべきか (漏れや間違いがないか)，今後検討していく必要が

あると言える．

ランキングの妥当性に関する考察

実験２より，“使用者がいる家電はランクを低くするか，

ランク外とする” や “現在地から近い家電に高いランクをつ

ける” 傾向が確認された．しかし，表 12 に示すように実験

システムでは同じランクであるがユーザはそうでない場合

(ipod1,ipod2,SANYO1,aquas1) がある事が多くのユーザの回

答から明らかになった．これはユーザが “家電の所有関係”や

“当該家電の利用頻度” を意識してランキングを行ったが実験

システムがそれらの状況を認識していない (ランキングに反映

していない)ためであった．この事から，提案システムでもこ

れらの状況を認識し推薦度の計算に反映することにより，より

ユーザの意図に近いランキングを出力できると考えられる．

6. お わ り に

本稿では，環境要因に基づく家電の機能 (機能定義)や家電の

状況の認識により，ユーザの要求を満たす家電を検索し，対応

する操作命令を生成するシステムを提案した．今後の課題とし

て推薦度 pの計算法の検討や，検索可能な家電や機能の拡大に

よる複雑な要求への対応，自動制御への応用などが挙げられる．
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