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osa: 家庭内タスクのコントロールと意思決定を担う
チャット bot システム
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概要：家庭には肉体的労働と情報管理の労働が存在し，特に母親が情報管理の意思決定を負担している．スマート家
電や IoT デバイスによってタスクをこなすことは容易にはなるが，誰がタスクを行うのかという意思決定まで支援し
ない．タスクの推薦や協調管理を支援する家庭内管理ツールが提案されているが指名と指示の負担軽減に着目したも
のはほとんどない．そこで本研究では家電機器を bot 化し，タスクの指名と指示を行うことでタスク管理への意思決
定を担うシステム osa を提案する．本論文では，実際に研究室で運用した結果について報告し，bot とのインタラクシ
ョン及び組織内におけるタスク管理や意思決定について議論する．
キーワード：Internet of Things，チャット bot，タスク管理，意思決定

1. はじめに
スマート家電や IoT デバイス，HEMS（家庭内のエネル
ギー監理システム）により，インターネットを通して機器
の制御や状況把握が行える環境が家庭に整いつつある．人
がするべきタスクの行程は簡略化，自動化されつつあるが，
それでも人間の判断，アクションが必要な場面が多々ある．
家電機器は LED や音でのサイン，スマートフォンへの通知
などで人間のアクションを促す．しかし，誰がやるのかを
特定しないため，その判断は人間側がすることになり，誰
がやるのかという意思決定までは支援しない．
一方，家庭は肉体的な労働とモノや人，タスクの管理と
いった情報管理の労働が存在し，組織としての側面を持つ
[1]．日本における夫婦間での家事分担についての調査研究
において，同じ分担状況であっても女性が家事分担をコン
トロールしているため，不公平感が高いこと[2]，男性の家
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osa コンセプト: 通知に代わって，タスクの指名と

事頻度が増加しても女性の負担感が解消しない可能性[3]

指示をする

が指摘されている．人にタスクを依頼し，指示をするとい
う行為には相手の関係性，相手の状況を考慮するなど，社

ットを同等に扱う設計で人-ロボット間のタスク共有を達

会的な判断が生じる．そのため，指名する相手を選ぶとい

成している．このことから家族で利用するチャットツール

う意思決定の労力は無視できるものではなく，情報管理の

内に家電機器がチャット bot として参加することで，タス

労働の一つとなっている．そしてその負担は主に母親がし

クを指名し，指示することが可能である．

ているという状況がある．

本研究では家電機器を bot 化し，タスクを指名し，指示

これまでにタスクの負担を減らす目的で家庭内タスクの

することでタスク管理への意思決定を担うシステム osa を

スケジューリングシステム[4]や家事の管理・推薦システム

提案する（図 1）．osa では，人の意思決定の大部分をチャ

[5]，センシングを活用した生活行動推薦システム[6]などが

ット bot に委譲し，人は指名と指示を受けた時に合意する

提案されているが，指名や指示の負担軽減に着目したもの

かしないかだけ判断する．また各個人のタスクを行った回

はほとんどない．一方で，人を指名する設計ではないが，

数をポイント化し，ポイントが少ない人を優先的に指名す

チャット bot を利用したシステム Sharedo[7]では人とロボ

ることで分散を図る．これにより，不公平感，負担感なく
家庭生活が円滑に行われることを目指す．本稿では，実際
に研究室で運用した結果について報告し，bot とのインタ
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ラクション及び組織内におけるタスク管理や意思決定につ
いて議論する．
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2. osa
osa は家電機器を bot 化し，タスクの指名と指示を行うこ
とでタスクを管理への意思決定を担うチャット bot システ
ムである．osa は次の３つの特徴を持つ．

1. 通知から指名へ
2. bot 化による社会的関係性の排除
3. ポイント化によるタスク分散
2.1 通知から指名へ
多くの家電機器は音や LED で知らせたり，スマートフォ
ンに通知したりする．しかしながら，一般的にそのタスク
を誰がやるのか決まっていない場合，そのタスクに気づい
ても誰かやるだろうと考えからタスクがなかなか行われな
い状況が生じ，結果として放置されたり，特定の人がいつ
も行っていたりという状況になりやすい．
そこで，チャット内でタスクの指名，指示を行う（図 2）．
誰がそのタスクをやるのか指名をすることで，そのタスク
の責任の所在が明らかになり，指名された人がタスクを行
うようになり，タスクがスムーズに行われるようになる．
例えば，除湿機を bot 化すれば，除湿機は水がいっぱい
に溜まったときに，誰かを指名して水を捨てるということ
図 2

を指示する．全自動掃除機を bot 化すれば，掃除機内にゴ

チャットタイムラインの一部

ミがいっぱいに溜まったタイミングで誰かを指名して，ゴ
ミを捨てるという指示をする．機器側から人を指名するこ
とで，人はそのタスクを自分がやるべきなのか，それとも
他の人がやるべきなのかという判断や，他の人にやっても
らいたいときにお願いと指示をする必要がなくなる．つま
り家庭内タスクの意思決定は人から bot に委譲したことに
なる．
2.2 bot 化による社会的関係性の排除
指名をするという行為では指名する側とされる側で社会

会的関係性を排除する．人は bot から指名と指示をされた
とき，その指示通りに行えるのか，それともできない状況
なのかという単純な判断だけを行う．
2.3 ポイント化によるタスク分散
bot が人を指名する際にどのように人を選ぶのかという
ルールを決める必要がある．osa では各個人が行ったタス
ク量をポイント化し，ポイントが低い人を優先的に指名す
る．

的関係性から様々な社会的判断が生じる．人は相手を選ぶ
ときに，自分と相手との人間関係による頼みやすさや今の
相手の状況などから判断し，頼むときには相手の顔色を伺
い，相手が渋るようなら他の人にするなど相手がなるべく
不満を持たないように気を張り巡らす．指名をされる側で
も社会的判断は生じ，頼んできた相手が目上の人なら断り
辛さを感じたり，目下の人だった場合，頼む理由が妥当で
なければ失礼だと感じたりする．
このように人が指名を行う場合，様々な社会的判断を含
んだ意思決定をしなければならず，労力を消費する．そし
て多くの場合は母親がこの意思決定を行っている．また指
名される側にとっても， 社会的関係を考えることが負担と
なる．
bot はチャット内で人と同等の権利を持ち，人と同じよ
うに発言することができる．そのため bot はチャット内で
人を名指しして，指示をするという発言が可能である．
osa では bot が人に代わってタスクの指名をすることで社
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3. 実装
本提案の実装は図 3 で示す通り，全てチャット bot シス
テム osa によるフレームワーク内に JavaScript で記述され，
サーバサイド JavaScript 環境である Node.js で実行する．osa
のフレームワークは bot の開発・実行フレームワークを兼
ねており，各 bot は osa 上で作成，実行する．そして bot
とインタフェースは分離した構造となっている．各 bot は
それに対応する Web API で情報を取得し，タスクの発生の
監視を行う．チャットインタフェースは Slack を利用し，
Slack API を用いて Slack bot を実装した．またタスク報告
シートには Google Spread Sheet を利用し，
google-spread-sheet モジュールを利用して，読み込みと書き
込みを行う．osa フレームワーク内ではタスクの指名・指
示，指名の分散処理が行われる．
本提案の実装では Slack API[8]を用いて Slack bot として
実装したが，osa は bot とインタフェースは分離した構造と
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なっているので Slack に限らず，チャット bot の API が提
供されているチャットで利用が可能である．主なチャット
では LINE[9]や facebook[10]が bot API を提供している．osa
は導入する組織が主に利用しているチャットで利用でき，
導入と日常利用のコストは低く抑えられる．
3.1 フレームワーク
フレームワーク内では各 bot の管理，タスクの指名・指
示処理，各個人のタスク量に応じて指名の分散処理を行う．
各 bot の指名・指示のプロセスは osa 側で管理し，bot 側
ではタスク発生時にそのメソッドを呼び出す記述をするだ
けで済む設計になっている．依頼・指示を実際にチャット
に発言し，チャットでのユーザの発言，リアクションを監
視する処理は osa 側で行うので，bot はチャットに依存した
処理を書く必要がない．
Slack をインタフェースとする場合，一つの bot アカウン
トで osa は実行させる．アカウントは一つだが bot のメッ
セージを Slack に送る際に bot 名と bot のアイコン画像 URL

図 3

osa の構成と実装

をその bot オブジェクトの情報に変更することで，仮想的
に複数の bot が存在するように見せる．
3.2

bot

3.3 指名と指示のインタフェース
bot はタスクが発生したとき，@付きで名指しして指名

研究室で実運用を行うことから，研究室内で発生するタ

し，指示内容をチャットに書き込む． Slack にはメッセー

スクを元に bot 化を行った．

ジに対してリアクション（絵文字）を付ける機能がある．

plant bot: 研究室の観葉植物の水やりや霧吹きが必要かど

そこで指名・指示の際の bot との対話のコストを考えて，

うかという情報を Koubachi Wi-Fi Plant Sensor 2 を用いてセ

メッセージを返さなくても既についているリアクションの

ンシングし，Koubachi API で取得する．Koubachi API では

中から選ぶだけで成立するように設計した．また Slack で

水やり，霧吹きが必要かどうかということと，水やりや霧

はメッセージの書き換え機能があるので，新しいメッセー

吹きの際の注意事項といった情報が取得できる．plant bot

ジを追加していくのではなく，指名，指示で書き込んだメ

は水やり，霧吹きというタスクを誰かを指名し，指示する．

ッセージを書き換える設計した．一つのタスクにつき，一

API で取得した注意事項はユーザが help を求めたときに表

つのメッセージにまとめられるので，チャットタイムライ

示する．

ンの可読性が大きく下がることはない．

Netatmo bot: 研究室にある Netatmo ウェザーステーション
の CO2 濃度を Netatmo AP

I で５分おきに取得し，閾値を

指名された人は図 4 で示す（1）から（４）の４種類の
リアクションから選ぶ．それぞれのリアクションをした際

超えたら，換気を行うというタスクを指名する．閾値から

の bot のメッセージ変化は図 5 に示す．

下がった場合，自動で完了状態とする．

（1）同意: そのタスクの指示に同意する場合このリアクシ

cleaner bot（掃除機），garbage bot（ゴミ箱）: 研究室内で

ョンを選択する．選択すると，その人が同意したことと状

誰が掃除機をかけるのか，誰がゴミ捨てに行くのか問題に

態が未完了であるというメッセージに変わる．指示内容に

なっていたが，これらのタスク発生をセンシングするのは

従い実際にタスクを行った後にチェックマークのリアクシ

難しいため，人によるタスク報告をもとに，指名と指示を

ョンをすると，状態が完了となる．なお機器情報でタスク

行う bot として実装した．この２つの bot は何も情報を取

の完了が判断できる場合は自動で完了状態に移行する．

得しないが，人によるタスク報告の内容がトリガーとなっ

（２）拒否: 何らかの理由でタスクができない状況である

て指名と指示を行う．

ときにこのリアクションを行う．拒否をした場合はその人
が拒セージに加える．次に指名された人は同様に同意する
か拒否をするかのリアクションを行う．
（３）詳細•注意: そのタスクの詳細・注意を出すことがで
きる．
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図 3

タスク報告シートの記入例
そこで機器が認識できないタスクを人が報告できる仕組
みとして，オンラインスプレッドシートを利用し，タスク
報告シートを設けた．チャット上で入力を行うことが一番
手軽ではあるが，入力項目が多く，構造化されている方が
わかりやすいことからスプレッドシートを入力に用いた．
チャット上で「@task」と入力すると bot がリンクを書き込
み，そのリンクから開ける．入力項目は入力状態，報告者，
いつ，どこ，何をどうする，詳細・注意，bot，タイミング

図 4

タスクの依頼・指示

希望，繰り返しの９項目である．何をどうするかと入力状
態以外は必須項目ではなく，記入がされていない場合はデ
フォルトの情報をセットする．
bot 欄ではタスクの指示をする bot を選ぶことができる．
タイミング希望欄は午前，昼，午後，夕方，夜から選べ，
記入があった場合にはその時間になったときに bot タスク
の指名と指示を行う．繰り返し欄ではそのタスクの指示を
繰り返し行うのか設定でき，１回限り，毎日，各曜日（１
週間ごと）から設定できる．
3.5 ポイント化の仕組み
現状ではポイントはタスクを完了した人に一律で+1 と
し，またタスクを報告した人に一律で+0.5 とした． osa は
ポイントが少ない人を優先して指名する．ただしポイント
が少ない人を連続して集中的に指名することを避けるため
に，ランダム要素を入れて確率的にポイントが少ない人が
選ばれるようにしている．

図 5

リアクションした際の bot のメッセージ変化

（４）要再考: このリアクションを行うと，タスクの再考
を要求することができ，タスクは保留状態となる．タスク
の指示文章は各 bot または人のタスク報告によって決まる
ため，タスク内容が説明不足であったり，タスクとして不
適切なものが指示されたりする場合がある．そのときに設

指名する人は，各個人のポイントとポイントにランダム
値を与えた値との標本相関係数を取り，標本相関係数が 0.6
（プラスマイナス 0.01 の差は許容）となるようにランダム
値を調整したときにポイントとランダム値を足した値が最
も小さい人である．ランダム要素を入れているが，相関係
数 0.6 と相関は維持された値になるので，ポイントの差が
考慮された結果になる．

定した人に修正を求めることができる．
3.4 タスク管理シート
タスク管理シートはセンシングを補助する仕組みである
（図 3）．現状，スマート家電や IoT 機器が増えてきたとは
いえ，外部のシステムと繋げるための API が用意されてい
なかったり，取得できる情報が不十分であったりする．そ
の場合タスクの発生を認識することができず，bot から指
名指示ができない．またシステムが認識しないタスクをい
くら行っても，指名の際に考慮されない．
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4. 実運用と議論
研究室での運用実験を 10 日間行った．研究室という組織
は家庭と同じく誰がやるべきか特定しにくいタスクが存在
し，家族に近い規模での非営利な組織であることから，osa
は同様の目的で利用できる．実験に協力したのは 12 名で教
員１名，学部 2〜4 年の学生 11 名（男性 10 名，女性 2 名）
である．全体で 20 件タスクが発生し，タスク報告シートに
書き込まれたタスクは 10 件あった．タスク 20 件のうち，
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完了されたタスクは 13 件であり，要再考が 2 件，途中で指

いたところ，タスクができない状況であれば特に抵抗なく

名の同意拒否がなられずに放置されたタスクが 5 件であっ

拒否をしたと報告された．

た．また拒否は 6 回行われた．
全体でのポイントの合計は 18 となり，一人あたりの平均
値は 1.5，分散 1.7，標準偏差 1.3 となった．
運用実験を 10 日間したのちに協力者に感想，意見を求め

一般的にある人がある人にタスクを頼むという行為には
両者の関係性による社会的な判断が行われる．つまり頼む
人は相手との関係性や相手の状況を考慮し相手を選び，頼
まれた人は相手が目上の人であったり，恩があったりする

た．得られた回答をまとめると次の通りである．

場合では引き受けやすくなったり，相手との関係性次第で

l

指名されても良くも悪くも感情的にはならなかった

回答が変わる．しかし bot が相手であれば社会的な判断が

l

拒否することに抵抗はなかった

生じずに，単純にタスクができるか，できないかで判断し

l

拒否時に次の人が教員や先輩だったとき，気まずさ

ている可能性が高い．つまり指名される側の意思決定が単

を感じた

純になっているといえる．bot が指名と指示を行うことで，

何のタスクの存在し，それを誰がやったかというこ

指示する側，される側双方で生じていた社会的判断を省略

とがわかる

することができ，タスクへの意思決定の負担を軽減できる．

l
l

ヘルプ機能が役にたった（ただし書き方次第では役

ただし，拒否時に次の人が先生や先輩だったとき，気ま

に立たない）

ずさを感じたとの報告から拒否した人と次に選ばれた人と

指名されていないがタスクを代わりにやってもいい

の間では社会的判断を省略できていないことがわかる．こ

と思う場面があった

のことが意識されると，単純に拒否することができなくな

l

いつまでにやるべきタスクなのか知りたい

る．教員や先輩の状況を確認したり，次に呼ばれる確率が

l

誰がやるべきかわかっているときには使えない

どのくらいあるのかタスク量から予想したり，不要な意思

l

決定が生じる可能性が高い．そのため誰かがタスクに同意
4.1 bot 化すること
Slack は普段から研究室で活用しているチャットツール

するまでは指名をダイレクトメッセージで送り，全員に見
えないようにするなどの対策が今後必要である．

であり，普段のチャットコミュニケーションの場に自然と

また本実装では指示をしゃべり口調にせず，それに対す

bot によるタスクの指名指示が入ってくるので，ユーザに

る人の反応もリアクションをするだけであり，あえて機械

とって利用していく上でのコストはほとんどなかった．

的なインタラクション設計をしている．もし bot が人らし

タスクの指名指示が全員に見える状態であるので，それ

く振る舞ったときに人は bot 相手に社会的判断が生じるの

まで気づいていなかったタスクの存在に気づけたとの報告

かさらなる検証が必要である．

があった．従来では音や LED のサインは周囲の人にしか伝

4.3 bot によるタスクの管理について

わらず，また通知は登録したスマートフォンにしかいかな

各個人のポイントは平均値 1.5，標準偏差 1.3 となり，数

い．osa では bot 化し，チャットというコミュニケーション

値では分散できていないという結果になった．指名は確か

の場に書き込むことで，全員に共通でタスクの存在が認識

に分散していた（全員最低１回は指名されていた）が，拒

され，誰が指名されて行ったのか見える状態になった．

否できるということと，タスクを報告した人に偏りがあっ

4.2 bot による指名，指示のインタラクション

たことからポイントには差が生じた．また期間が短く，件

実運用から人は指名と指示をすることなく bot の指名指

数が少なかったことも要因と考えられる．しかし，実運用

示のみでタスクをある程度こなせたという結果になった．

前までは教員が多くを行っていたということから，タスク

このことから指名と指示の負担を bot 及び osa が担うこと

の負担の偏りは以前より改善した．

ができたといえる．

指名する人の選び方は適切とは言えなかった．タスクの

指名された人が何もリアクションせず，プロセスが進ま

量に応じたポイント以外を考慮していないため，研究室に

ず，結果放置されることがあった．プロセスが止まるとタ

誰かがいるにもかかわらず，研究室で行うタスクを研究室

スクが滞るので対策が必要である．反応がない場合催促を

に居ない人に指名する場合があった．そして代わりにタス

したり，もしくはタイムアウトを設け，時間が経ったら次

クを行う場合の仕組みが無かったので，指示されないと何

の人に回したりなどの対策が考えられる．

もできない状況が起こっていた．適切な指名が行われない

bot に指名と指示をされた側の人の感じ方について議論

ことでタスクができる状況の人に指名が回るまでの時間が

が必要である．bot に指名と指示をされるということは半

かかることと，その間に指名が何回も行われる煩わしさが

ば bot にコントロールされている状況であるため，抵抗を

問題となった．

示す人がなかにはいるのではないか予想された．しかし実

この解決策として，代わりに行うことを人が bot に言え

運用で誰も指名されたときに嫌悪感を示さなかった．また

る仕組みを作るか，人の状況，状態を osa が把握し，より

指名されたときに拒否することについて抵抗を感じたか聞

最適な指名を行うかの二つの解決策を考えられる．人の意
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思決定の負担を減らすという本研究の目的からいえば後者

2016-08-08).

が妥当である．さらに言えば IoT の進展により，判断材料
となるデータを取得しやすくなること，人工知能の発展に
より，チャットデータを解析・分析することで誰がどのよ
うな状況にいるのかわかるようになることが予測される．
そのような技術と組み合わせることで，人が判断するより
も，適切なタイミングで適切な人を指名し，家族全体での
タスクの負担を最小にすることが今後可能になるだろう．
4.4 意思決定の委譲
タスクへの意思決定は不要なものと考え，人は bot に意
思決定を委譲させることでその負担から解放されると考え
る．タスクの不平等感，負担感は情報管理の労働ともいえ
る意思決定の負担によって生じていると考え，この負担を
bot が代わりに担うことで解決を試みた．負担の軽減は確
認できたが，人の感情として不平等感，負担感が本当に解
決するのか確かめるにはより長い運用が必要となる．

5. おわりに
本研究では，家庭内タスクへの意思決定における問題を
提起し，家電機器を bot 化することでタスクの指名と指示
を行うシステム osa の提案を行った．そして実運用を行な
った結果から，bot とのインタラクション及び組織内にお
けるタスク管理や意思決定について議論した．
謝辞

本研究を進めるにあたり，度重なる議論をしてく

ださり，多大なる助言を頂いた三菱電機デザイン研究所の
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3.3 指名と指

指名された人は図 5 で示す（1）から

指名された人は図 4 で示す（1）から

示のインタフ

（4）の 4 種類のリアクションから選ぶ.

（4）の 4 種類のリアクションから選ぶ.

ェース

それぞれのリアクションをした際の bot

それぞれのリアクションをした際の bot

のメッセージ変化は図 6 に示す.

のメッセージ変化は図 5 に示す.

3.4 タスク管

タスク管理シートはセンシングを補助す

タスク管理シートはセンシングを補助す

理シート

る仕組みである（図 4）．

る仕組みである（図 3）．

4 ページ

図 4 タスク報告シートの記入例

図 3 タスク報告シートの記入例

4 ページ

図 5 タスクの依頼・指示

図 4 タスクの依頼・指示

4 ページ

図 6 リアクションした際の bot のメッ

図 6 リアクションした際の bot のメッ

セージ変化

セージ変化

