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重量センサを用いた冷蔵庫内のモノ管理システム
山下 徹1

玉井 森彦1,a)

安本 慶一1,b)

概要：冷蔵庫のモノ（食品や飲料など）の管理を情報通信技術を使って容易化するスマート冷蔵庫に関す
る研究開発が盛んに行われている．しかし，既存研究においては，モノの一つ一つに何らかのデバイスを
取付けなければならない，特定のモノしか対象としていない，使用後に戻されたときの残量の追跡を行え
ないなどの問題がある．本稿では，重量センサを使用し，特定の種類に限定せず，モノおよびその残量の
推定・管理を行う手法を提案し，本手法に基づいたシステムを実装・評価する．提案手法では，モノの出
し入れが一つずつ行われると想定し，出し入れ前後の重量差を，予め用意したモノの初期重量データベー
スに照合し，出し入れされたモノを一意に特定する．また，庫内から取り出されたモノが使用後に庫内に
戻されることを想定し，使用前後の重量差からモノの残量を推定する．さらに，同重量の異なるモノが存
在する場合に判別ができない場合が生じる問題を，スマートフォンを介してユーザに確認をとることで解
決する．提案手法の利便性や有用性を評価するため，提案手法に基づいたシステムを市販の冷蔵庫内に実
装し，3 名の被験者により，複数のモノを出し入れする際の推定の正確さ，使い勝手に関する評価実験を
行った．日常的な利用を模したモノの出し入れを行った結果，100%の正確さで出し入れされたモノの種類
が認識でき，また，近い重量のモノの識別もスマートフォンのインタフェースにより正しく識別できるこ
とを確認した．提案手法でモノを認識させる際に余分にかかる時間はモノ一つ当たり平均 4 秒程度と十分
に短く，ユーザの利便性に関するアンケートの結果，ユーザにかかる負担も十分に小さいことが分かった．

1. はじめに

モノの管理を扱う既存研究として，RFID やカメラを使っ
た研究がある．しかし，RFID を用いた手法 [3] は， 全て

家庭や職場の冷蔵庫では，複数の利用者がそれぞれ食材

の物品に RFID タグが取り付けられていることを前提とし

や飲料など（以下，モノと呼ぶ）を取り出して使用するた

ており，冷蔵庫で管理する全てのモノに RFID タグが取り

め，庫内を確認しなければ，買い物に出かける前，または

付けられていない現状では現実的ではない．また，カメラ

買い物に出かけた際に何がどれだけ残っているか分からな

を用いた管理手法 [4] では，冷蔵庫の正面からカメラで撮

い．モノの出し入れを目的としない冷蔵庫の無駄な開閉お

影するため，モノ同士が重なっている場合，別のモノの後

よび開放時間の増加は，電力・電気代の浪費につながるた

ろに隠れてしまっているモノをシステムが認識できない．

め，できるだけ避けることが推奨されている [1]．冷蔵庫は

このように既存手法は，現実性・確実性などにおいて問題

家庭の総消費電力量の 14.2%を占めており [2]，ドア開閉の

が残っている．

時間や回数を減らすことで電力消費の削減を見込める．ま

本稿では，重量センサを利用し，モノの種類を限定した

た，いちいち冷蔵庫の中身を確認することは利用者にとっ

りモノに何らかのデバイスを装着することなく，重さから

て手間となる．冷蔵庫の中の確認を怠って買い物に出かけ

冷蔵庫内のモノの種類および残量を認識する方法を提案す

た際には，購入不足や必要な補充品の買い忘れ，セールな

る．また，提案手法に基づき，重量センサと通信のための

どによる買い過ぎなどの問題が発生する．自動的にモノの

ZigBee 無線デバイスを取り付けたトレイを作成し庫内に

在庫管理を行い，冷蔵庫のドアを開くことなく中のモノの

設置するとともに，冷蔵庫外のサーバと連携させることに

種類および残量がユーザに提示できれば，効率的な冷蔵庫

よって，モノの総重量のみから冷蔵庫内にどういったモノ

の利用，買い忘れ・買い過ぎの防止，エネルギー浪費の抑

がどれだけ入っているかを推定しユーザに提示するシステ

制が期待できる．

ムを構築する．本システムを実現するには，(1) 総重量か
ら各モノの種別およびその残量を把握すること，また，(2)

1

a)
b)

奈良先端科学技術大学院大学
Takayama-cho, Ikoma, Nara 630-0192, Japan
morihi-t@is.naist.jp
yasumoto@is.naist.jp

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

同じ重量の異なるモノの判別を行うこと，を解決しなけれ
ばならない．（1）に関して，冷蔵庫へのモノの出し入れは
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一つずつ行われると想定し，総重量の変化から，追加され

の手法では，重量センサで測定しているモノが単一種類で

た，あるいは取出されたモノの重量を測定する．そして，

あるために，きわめて正確にシステムが残量を知ることが

モノの種類と初期重量が予めサーバに登録されているデー

可能である．しかし，“ポットの水の残量” と別の重量セン

タベースを参照することで，追加あるいは取出されたモノ

サに載った “用紙の束” とそれぞれ別のモノを測定してい

を判別する．判別されたモノを，サーバ上の在庫状況を表

るため，それぞれが用紙・飲料水専用となっており，多種

わすリストに反映することで，スマートフォンや PC を用

類のモノを同一重量センサ上で管理することはできない．

いていつでも遠隔からの在庫の把握を可能にする．
（2）に

加茂田らは，カメラと荷重センサを用いて，モノの見かけ

関して，同じ重量のモノがデータベースに複数存在する場

の特徴と，荷重と位置の特徴に基いて，庫内に入ってきた

合には，ユーザの端末（スマートフォンやタブレット）に

モノと庫内から取り出されたものを一対一に対応付ける手

候補を表示しユーザに確認をとることにより解決する．

法を提案している [7]．評価実験では，重量のみでなく位置

提案システムのプロトタイプをトレイとして実装し市販

の情報も併用することで対応付けの精度が向上することが

の冷蔵庫に組み込み，3 名の被験者により冷蔵庫に複数の

確認されている．しかし，この研究は，新規に入れられた

モノを出し入れする実験を行った．結果，提案システムに

モノの識別や残量の推定については扱っていない．

より，庫内のモノおよび残量が正確に推定できることを確

Nayak らは，IR センサを用いて冷蔵庫内の各区画の空

認した．また，複数のモノを認識させながら庫内に入れる

き状況を推定し，ユーザおよびスーパーマーケット側へ通

実験では，提案システムを使わない場合と比べ，1 つのモ

知するシステムを提案している [8]．しかしながらこのシス

ノあたり約 4 秒の時間の増加にとどまり，提案手法を用い

テムでは 1 種類のモノに対して 1 つのセンサが必要であり

る際のユーザの手間が十分に小さいことが分かった．

コストがかかる，また正確にモノが推定できているかの評

2. 関連研究
本章ではモノの管理手法に関する既存研究を概観する．

価がなされていない．Luo らは，市販の冷蔵庫 [9][10][11]
に付属しているタッチパネルを用いてユーザとインタラク
ションを行うことにより冷蔵庫内のモノの管理を行い，メ

鈴木らは，RFID を用いたモノの管理手法として RFID

ニュー推薦を行う手法を提案している [12]．しかし，コン

タグとリーダを用いてユーザの嗜好情報を抽出するアルゴ

セプトのみで具体的な管理方法が記載されておらず，評価

リズムの提案を行った [3]．このシステムは，布に RFID タ

もされていない．Rouillard らは，冷蔵庫内の食材の賞味

グとリーダを織り込んだスマート風呂敷を用いて，ユーザ

期限を管理し，食べられずに廃棄されるモノを減らすシス

が何を所持しているか，または何を使用しているかを自動

テムを提案している [13]．ただし，モノのデータの入力は

的に収集する．この手法では，タグがついたモノを風呂敷

全てユーザが手動で入力する必要がある．

上に置く限りにおいては，モノの認識は正確で容易である．
しかし，モノに RFID タグが取り付けられていることを前
提としているため，購入してきたモノに対しユーザ自身の
手でタグを貼り付けるという手間が生じる．

3. モノの種類・残量推定システムの要件と解
決方針
本研究の目的は，ユーザが冷蔵庫のドアを開くことなく，

松本らは，冷蔵庫のドア開閉時に自動的にカメラで庫内

冷蔵庫内のモノの種類や残量の確認を可能にすることであ

を撮影し，画像の変化によって何が出し入れされたかを認

る．これを可能にするためには，以下の要件を満たす必要

識し，管理する手法を提案している [4]．この手法では，カ

がある．

メラの自動撮影のみで解決出来るという点で，ユーザの負

R1 冷蔵庫を開けることなくいつでも遠隔からモノの種

担は少ない．しかし，モノ同士が重なり奥のモノが隠れて

類・残量を確認できる．

しまう場合や複数同時にモノを入れた場合に，モノを認識

R2 様々な種類のモノおよびその残量を認識できる．

できないという問題があり，ユーザとの対話を用いて解決

R3 モノに特別なデバイスを付ける必要がない．

を図っている．Komatsuzaki らは，収納ボックスを天井か

要件 R1 は，ユーザが買い物中や外出中のような直接冷

らカメラで撮影し，収納ボックスに貼り付けられた 2 次元

蔵庫内を確認できない場合でも，スマートフォンなどを用

バーコードと，撮影した写真によってどのボックスに何が

いて冷蔵庫内のモノを確認できるようにすることを表し

入っているかを確認することができるシステムを提案して

ている．また，モノの種類を確認できるだけでは，実際に

いる [5]．しかし，何がどのボックスにあるかは写真をみて

使用する際に足りるかどうかは分からないため，どれだけ

ユーザが探さなければならず，システムが自動で認識する

残っているかも確認できるようにする必要がある．要件

ことまでは実現されていない．

R2 は，確認できるものの種類を制限しないことを表してい

山口らは，重量センサを用いてプリンタの用紙および冷

る．冷蔵庫では，食材，調味料，飲料など，様々な種類の

蔵庫内のポット型浄水器の残量を測定して，長期休暇中の

モノを入れることが考えられる．そのため，2 章で述べた

利用減を考慮した補充サイクル推定を行っている [6]．こ

手法 [6] のように管理するものを限定するのではなく，一
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般的に冷蔵庫に入れるモノなら何でも管理できるようにす
る必要がある．要件 R3 は，ユーザが冷蔵庫にモノを入れ
る際に，モノ自体に RFID タグなどの特別なデバイスを取
り付けること無く利用できることを表している．ユーザに
とって，買い物ごとに RFID タグのような特別なデバイス
を全てのモノに取り付けることは，コストや手間がかかり
現実的ではないため，買ってきた状態のまま出し入れ可能
にする必要がある．
図 1 システム構成図

3.1 基本方針
上記の要件を満たすシステムとして，重量センサを利用

また，在庫リストには，新規に投入され初期重量 DB を参

したモノの種類および残量推定システムを提案する．提案

照して識別されたモノの名称と重量，重量幅を格納する．

するシステムは，重量センサを冷蔵庫内にトレイの下に設

提案手法では冷蔵庫内に入れることが可能な様々なモノ

置し，モノが出し入れされた時の重量の変化から冷蔵庫内

を扱うため，同一重量を持った別のモノも識別できなけれ

のモノの識別や使用後の残量を推定する．重量センサは，

ばならない．そこで，スマートフォンなどのユーザ端末と

センサ自体が安価であり，RFID を用いた手法とは違い，

連携し，同一重量を持つモノの一覧をユーザ端末上に表示

タグをモノに取り付ける必要が無い．また，カメラを用い

しユーザに選択させることで，一意に識別できるように

た手法とは違い，モノが重量センサ上に載っている限り，

する．

置いた位置に関わらず存在を認識し続けることが可能であ

(b) の残量推定に関しては，庫内にあったモノが取り出さ

る．しかし，重量センサだけではセンサ（トレイ）上に載っ

れ，一部を消費後に庫内に戻されるといった一連の動作を

ているモノの総重量しか分からないため，総重量から，(a)

認識できる必要がある．そのため，モノの種類ごとに戻っ

出し入れされたモノの識別，(b) 使用されたモノの識別と

てくるまでの時間の上限を定め，その時間内に投入された

残量推定，を行う手法を新たに考案する必要がある．

ものは使用後に戻されたものであるかどうかを重量をもと

(a) のモノの識別を行うため，冷蔵庫に投入される可能性
がある全てのモノに対し，名称と重量の組を初期重量 DB
と呼ぶ対応表に登録しておく．そして，モノを冷蔵庫に入

に決定するという方針を採用する．
上記 (a)，(b) の実現方法の詳細は，4.3 節で述べる．

れる前後の重量差を計測し，初期重量 DB に照会すること

4. モノの種類・残量推定システムの設計と実装

で投入されたモノを識別する．投入されたと識別されたモ

本章では，提案する重量センサを用いたモノの種類・残

ノの情報は，庫内の在庫状況を表すリスト（在庫リストと

量推定システムの構成や推定手法の詳細について述べる．

呼ぶ）に保持するものとする．そして，庫内からモノが取
り出された時は，取り出す前後の重量差を計測し，在庫リ
ストに照会することで，取り出されたモノを識別する．
表 1 初期重量 DB の例
名称
重量
重量幅

4.1 システム構成
提案システムの構成を図 1 に示す．本システムでは，冷
蔵庫の中に重量センサ，ZigBee 通信用の Digi 社の XBee

Pro S2B(以下，XBee と呼ぶ) 付きマイコンを備えたトレ

缶コーヒー

221g

3g

イを複数設置し，トレイ上にモノを載せることで総重量を
測定する．測定された総重量は XBee 付きマイコンによる

缶ジュース

363g

3g

ペットボトル茶

436g

3g

ZigBee 無線通信を介して，冷蔵庫外に設置されたサーバに

ピーマン

151g

3g

送信される．サーバでは，受信した総重量を基に，4.3 節
で述べる方法でモノの識別や残量の推定を行う．

表 2
名称

在庫リストの例
重量
重量幅

4.2 システムの設計と実装
本節では提案システムを構成するハードウェアについて

缶コーヒー

221g

3g

ペットボトル茶

370g

3g

詳細を述べる．

ピーマン

92g

3g

(i) 重量センサとトレイ 本システムは特別な冷蔵庫を必要
とせず，一般的な家庭用冷蔵庫の利用を想定する．本シス

初期重量 DB の例を表 1 に，在庫リストの例を表 2 に示

テムには，重量センサとしてタニタ社のクッキングスケー

す．初期重量 DB には，モノの名称と重量および重量の個

ル KD-187-WH に内蔵のものを使用した．計測された総重

体差やセンサの誤差を考慮するための重量幅を格納する．

量は NXP セミコンダクターズ社の mbed NXP LPC1768
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（以下，mbed と呼ぶ）と XBee を利用して冷蔵庫外に設置
されたサーバに送信するよう設計・実装した．重量センサ
は 1g 単位で重量を取得可能である．重量の測定精度は重
量センサの精度に準拠しており，JIS 規格における精度保
証は± 2g（250g 以内の場合）および± 3g（250g を超える
場合）である．また，繰り返し同じモノを置いた際の正確
度（最小値と最大値の差）に関しても同様の精度である．
重量センサだけでは積載可能な面積が小さいため，重量
センサ上に積載可能面積の広いトレイを装着することで，
より多くのモノを載せられるように設計した．しかし，積
載面積を増やすことにより誤差が発生する [14] 可能性を考
慮し，トレイを装着することによる精度の誤差を確認する
予備実験を行った [15]．重量センサ上のトレイの各位置に
モノを置き，中央に置いた場合と比較してどれだけ誤差が

図 2

新規のモノを認識するプロセス

出るのかを測定した結果，トレイの中央，端といった位置
にかかわらず，誤差が± 1g に収まった．この結果から，提

は，これらの詳細を述べる．

案システムでは，センサそのものの誤差と合算し，モノを

4.3.1 庫内へのモノの新規投入

識別する際の重量の誤差範囲を± 4g に設定する．

重量センサが計測した総重量が増加した時，システムは

(ii) サーバ 提案システムでは，モノの識別や残量の推定，

ユーザが新たなモノを冷蔵庫に追加したと判断する．そし

そして管理を冷蔵庫外に設置されたサーバ上で行う．XBee

て，初期重量 DB から増加した重量と合致するモノを検索

を装着した外部のサーバ（冷蔵庫とは壁を 2 枚挟んで 5m

し，在庫リストに追加する．しかし，増加重量に合致する

の位置に設置）において，ZigBee 無線通信を介して，冷蔵

モノが複数存在する場合や，初期重量 DB に合致するモノ

庫内のトレイから重量を取得できることを確認した [15]．

が存在しない場合（例えば，魚や肉のように重量が大きく

サーバは，初期重量 DB と在庫リストを保持している．
サーバ上の在庫リストが表 2 のようであった時，冷蔵庫の

変わるモノを追加する場合）が生じる可能性がある．
このような場合に対処するため，複数候補がある場合，

現在の在庫が，缶コーヒー，ペットボトル茶，ピーマンで

ユーザ端末に候補を表示しユーザに選択させる方法を採用

あり，それぞれの重量あるいは残量が，221g，370g，92g

する．一方，初期重量 DB に合致するモノがない場合は，

であることを表している．

ユーザ端末上で，投入されたモノの名称をユーザに入力す

(iii) ユーザ端末 本システムでは，スマートフォンやタブ

るよう促す．この際，入力された名称と計測された重量は

レットで動作するクライアントアプリケーションを通じ

初期重量 DB に追加する．

て，冷蔵庫に現在入っているモノの種類と残量や，モノを
出し入れした時の識別結果など，ユーザに冷蔵庫内の情報
を提供する．そのため，クライアントアプリケーションは
サーバと通信し，在庫リストの情報を取得する．
また，複数のモノが推定結果として導出された場合には，

以上の処理の流れを，図 2 に示す．

4.3.2 使用後に戻されたモノの識別と残量推定
冷蔵庫から取り出され使用されたモノは，在庫リストに
保持されている重量と使用後の重量が一致しない．そのた
め，複数のモノが取り出され使用後に冷蔵庫内に戻される

このアプリケーションを通じて，ユーザに候補を提示し選

場合には，増加した重量と在庫リストの取り出し中のモノ

択してもらうことで補完する．

の残量を比較し，最も重量が近いものを入れたモノとして
識別し残量を更新する．この際，候補が複数存在する場合

4.3 モノの識別および推定手法
提案手法では，モノが出し入れされる前の総重量とモノ
が出し入れされた後の総重量の差を基に，モノを識別する．

には，4.3.1 項で述べたようにユーザ端末上に候補を表示し
ユーザに選択させる方法をとる．
また，使用後に戻されるモノの識別を容易にするため，

冷蔵庫に新規にモノを投入する際には，総重量が増加する

モノが冷蔵庫から取り出されその後に戻されるであろう上

ため，初期重量 DB 内で増加重量に合致するモノを投入さ

限の時間（返却時間と呼ぶ）を設定する．そのため，初期

れたモノとして識別する．一方，冷蔵庫からモノを取り出

重量 DB を拡張し，モノごとに異なる返却時間の値を設定

す際には，総重量が減少するため，在庫リストに含まれる

しておく．表 3 に返却時間の例を示す．一度取り出される

モノの中から減少した重量に最も合致したモノを取り出

と使い切ることが多い缶飲料などは返ってこないものとし

されたモノとして識別する．複数の候補がある場合には，

（返却時間は–とする），1 度で使い切る可能性が低く要冷

ユーザ端末に候補を表示してユーザに選択させる．以下で

蔵である生鮮食品類は返却時間を短めに，要冷蔵でなくて
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表 4

表 3 返却時間を加味した初期重量データベース
モノ
重量
重量幅
返却時間
缶ジュース

363g

3g

―

牛肉

280g

5g

牛乳

1050g

3g

タマネギ

425g

10g

図 3

実験に使用したモノ
モノ
重量

缶コーヒー

221g

30 分

缶ジュース

363g

10 分

ペットボトル茶

437g

60 分

ピーマン

151g

システムの冷蔵庫への搭載例

も良いタマネギなどは返却時間を長めに，それぞれ設定す
る．モノ毎の返却時間は，提案システムのユーザが増えて
返却時間の実例が多く取得できるようになれば，自動で適
切な値が設定できると考えている．
図 4

5. 実験および評価
5.1 プロトタイプを用いた実験
本節では，4 章で述べたシステムのプロトタイプを実装

実験結果

量の時間変化を，図上の表にはシステムが重量の変化から
認識したモノとその時刻が示されている．

し，提案システムおよび解決手法の有効性を示す．実験に

図 4 から，重量が変動した際の，出し入れされたモノの

使用するプロトタイプの冷蔵庫内への設置の様子を図 3 に

種別と重量という在庫管理に必要な情報はすべて正確に取

示す．

得できていることが分かる．実際，各モノについて初めて

シナリオ

庫内に入れられた際に，初期重量データベースを参照して

ユーザが買い物から帰ってきてモノを冷蔵庫内に入れ必

在庫リストに登録されること，取り出された時にモノの種

要に応じて取出すといったケースを想定する．冷蔵庫に出

別および重量をシステムが正しく表示されることが確認

し入れするモノとして，表 4 に示す，缶コーヒー，缶ジュー

できた．さらに，図 4 から，ペットボトル茶，ピーマンと

ス，ペットボトル茶，ピーマンを用意し，実験を行った．

いったモノが取り出され，重量が減少して戻ってきた時で

実験では，以下の順にこれらのモノを出し入れする．(1)

も，種別および重量を認識できていることが分かる．

ピーマン，缶コーヒー，ペットボトル茶を冷蔵庫に入れ，

モノを置いてから重量センサの値が安定するまでの平均

しばらくして，(2) ピーマンとペットボトル茶を順に取出

時間は 1.29 秒であり，最大値も 1.7 秒であった．よって，

す．次に，(3) 一部消費して重量の減ったペットボトル茶

モノの出し入れの際に重量が安定するまで長時間待機する

とピーマンを庫内に戻す．最後に，(4) もう一度ペットボ

必要はなく，出し入れの支障にはならないと考えている．

トル茶とピーマンを取り出す．
上記のシナリオにおいて，それぞれのモノを置いたとき

5.3 ユーザビリティに関する評価実験

に初期重量データベースが参照され，在庫リストに置かれ

本節では，初期重量 DB に登録されていないモノや同一

たモノが登録できている事を確認する．また，使ったモノ

重量のモノが複数ある場合の，提案システムの使い勝手に

が正しく戻されたことが確認されているかどうか（在庫リ

関する評価を行う．

ストに再登録されているか）を確認するとともに，残量が

実験内容

正しく認識できているかどうかも確認する．

被験者は 3 名（20 代 2 人，40 代 1 人，すべて男性）と
する．

5.2 実験結果
実験結果を図 4 に示す．図下のグラフにはトレイ上の重
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体差などのために初期重量 DB に登録されていないモノ，
缶飲料といった重量が重複するモノを含めた．これ以外の
食材として，ケチャップ，ピーマン，卵を初期重量データ
ベースに登録されているモノとして使用した．各被験者
に，これらの食材を冷蔵庫内に収納してもらい，システム
が認識するまでにかかる時間を測定する．比較実験として
本システムを使わずに食材を冷蔵庫に入れる場合の時間も
測定し，本システムを使用する際にかかる手間（余分な時
間）を確認する．
実験 2 として，ユーザがこれからスーパーへ食材を買い
に行くときを想定し，冷蔵庫内にあるモノのうち，調理に
不足しているものをユーザに調査してもらう．これも同様
に比較実験として提案システムを使用しない場合にかかる

図 5 アンケート設問 2〜4 の結果

時間を測定する．
最後に，主観的な評価のため，アンケートとして，以下
の設問を用意し被験者に回答してもらった．

ユーザ

が，総合して便利だと感じたか

( 3 ) 在庫確認の時にドアを開けなくていいのは便利と感じ

冷蔵庫投入実験結果
パター
パターン

パターン

A（システ

ン A（シス

B（システ

B（システ

ム有）

テム無）

ム有）

ム無）

A

62 秒

30 秒

31 秒

25 秒

B

88 秒

38 秒

38 秒

18 秒

C

57 秒

36 秒

44 秒

25 秒

( 1 ) 週の自炊回数
( 2 ) このシステムにはメリットデメリットの両方がある

表 5
パターン

たか

( 4 ) モノを入れる際の登録作業は面倒だったか
( 5 ) 自由記述
なお，設問 2〜4 に関しては，
「5. 非常にそう思う」
「4. そ
う思う」
「3. どちらでもない」
「2. そう思わない」
「1. 全くそ

表 6 パターン A の食材
名称
重量
重量幅
卵

270g

10g

ピーマン

131g

3g

ハム

167g

3g

う思わない」の 5 段階評価とした．設問 2 において，本シ

にんにく

30g

3g

ステムを日常生活において利用する際に，デメリット・メ

缶コーヒー

218g

3g

リットの双方を加味した上で，有効に機能しユーザの利便

バター

73g

3g

性向上に繋がっているかの確認を行う．その上で設問 3 に
おいて，本システムの主なメリットである確認の際に扉を
開けなくてよいという事が，どの程度寄与しているかを調
査する．また，設問 4 も同様に，提案システムのデメリッ
トがどの程度ユーザにとって大きいかを確認する．
実験結果

表 7 パターン B の食材
名称
重量
重量幅
玉ねぎ

238g

3g

マヨネーズ

226g

3g

野菜ジュース

295g

3g

ケチャップ

193g

3g

食材投入の際の実験結果を表 5 に示す．また，投入した
モノを表 6 と表 7 に示す．

験者の回答を図 5 に示す．設問 2 において，平均して 4.0

実験 1 の冷蔵庫内に食材を入れる際には，システムを利

の値が得られ，被験者は便利であると考えている結果が得

用した場合は利用しない場合に比べシステムが認識する

られた．設問 3 において，平均して 4.33 の値が得られ，被

までの時間が平均約 1.8 倍に増加した．しかし，実験 2 の

験者は在庫確認の際に扉を開けずに済むことが便利である

庫内の不足食材調査の際には，本システムを使用しない場

と捉えている結果が得られた．設問 4 において，平均して

合，表 6 の 6 種類の食材（パターン A）で約 20 秒，表 7 の

2.67 の値が得られ，被験者はあまり面倒だとは捉えていな

4 種類の食材（パターン B）で約 13 秒の時間がかかった．

いという結果が得られた．設問 5 において，目視で内容物

一方，本システムを利用した場合には，全く扉を開くこと

を確認する際も，別のモノの後ろや下に隠れてしまって確

なく瞬時に調査を完了できたため，モノ 1 つあたり平均約

認しづらい場合があること，小さなモノがあるかもしれな

3.3 秒の時間の削減を行うことができることが分かった．

い場合に見落としがないか再確認するため，全体的な確認

アンケートの結果は次のようになった．まず，設問 1 に

のための時間が増大するという知見が得られた．また，本

おいて，週の自炊回数は 0〜2 と比較的少ない被験者であ

システムはテキストベースであるために，タブレット操作

るという結果であった．設問 2〜4 に関して得られた 3 被

の際に見づらいという点も挙げられた．
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初期重量 DB に照合することで，出し入れされたモノの識
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期間の有効性評価を行っていくことを予定している．ま
た，同一重量の異なるモノの種類が多くなる場合に備える
ため，音声インタフェースにより投入・取出したものを指
定する方法を開発したい．
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