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IoT 環境におけるコミュニケーションロボットを用いたグ
ループ内情報の流通
山本 大貴1,a)

角 康之1,b)

概要：近年 IoT の考えが普及したことにより様々なサービスが提供されるようになった．その中でもロ
ボットを IoT と組み合わせたサービスはまだまだ少ないが，今後ますます発展していくと考えられる．本
研究ではそのようなロボットと IoT を組み合わせたサービスの１つとして，共用スペースを有するグルー
プを対象としたグループ内情報共有システムを提案する．筆者が所属する研究室では研究室内の環境情報
を環境内に設置された IoT ノードを通じて収集しオンライン上で共有するプラットフォームがあり，今回
はそこにロボットを IoT ノードの１つとして参入させる．本稿ではそのようなロボットと IoT を組み合わ
せた際に考えられる利用例や今後の発展の方向性について議論する．

Distribution of Intra Group Information Using Communication Robot
in IoT Environment
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きるような環境の構築を目指す．IoT システムにコミュニ

1. はじめに

ケーションロボットを組み合わせる利点としては以下のこ

現在では Softbank 社の Pepper のようなコミュニケー

とが挙げられる．

ションロボットが普及したことにより，以前よりもそ

• 人に追従したセンシングができる

れらを日常生活の中で見かけることが多くなった．また

• 人の対話場に参入できる

IoT(Internet of Things)[1] の発展により，IoT とロボット

• 対話を通じて人から情報を引き出せる

を掛け合わせた新たなサービスも考えられるようになっ

筆者がロボットに期待していることは，センシングの対

た．IoT におけるロボットの役割は，IoT デバイスの 1 つ

象となる人が何をしているかをロボットが認識せずとも，

としてインターネットに繋がりながら，人間と IoT を仲介

ユーザとの会話から重要な関連ワードを引き出せるのでは

する対人インターフェイスとして活用されることだ．現状

ないかということにある。ロボットに高度な会話をさせる

このような IoT とロボットを組み合わせたサービスは少な

ことは難しいが，簡単な質問，例えば「何をしているので

いが，今後ますます発展していくと考えられる．

すか？」と問わせることは簡単である。またそのようにし

本研究ではそのようなロボットと IoT の組み合わせに

て引き出した関連ワードをロボットがセンシングした情報

よるサービスの１つとして，共用スペースを有するグルー

と結びつけることによって，ロボットがセンシングしたイ

プを対象とした環境やメンバーの活動情報を共有するシス

ベントがどのようなイベントか推測することが可能になる

テムを提案する。具体的な提案内容としては，共用スペー

と考えられる。

スの中にセンサを埋め込むことで環境内の状態を観測し，

筆者が所属する研究室には，研究室内の共用スペースに

同時にコミュニケーションロボットを環境内に在中させる

設置されたセンサのデータをオンラインチャットツール

ことでその場にやって来た人の活動の記録を行うことがで

である Slack 上のタイムラインで共有するプラットフォー

1
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b)
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ムを有しており，その中でセンサデータの抽象化や解釈，
ユーザの発言に応じた IoT サービスのマッチメイキングを
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行う仕組みを開発してきた．本稿ではそのプラットフォー

トの外部知覚として利用する考え方は以前から研究がなさ

ム上に新たにコミュニケーションロボットを IoT ノードと

れてきており，Morioka[12] や Koide[13] らの研究がある．

して追加し，より人の活動空間に入り込んだ IoT システム

ロボットは実際に身体を有しているため，搭載できるセン

の実現や IoT ノードの組み合わせについて考えていく。

サやカメラの数に限りがある．そのためロボットの知覚能
力を向上させるためにセンサ類を大量に搭載するという

2. 関連研究

ことは難しい．そのためこれらの研究のようにロボットが

Jenson ら [2] は現在の IoT はまだまだ初期段階であり，

活動する環境内にセンサやカメラを埋め込み，それらをロ

WWW 以前のインターネットの状態に似ていると述べて

ボットの知覚としてシステムに組み込むことでロボットの

いる．今後 IoT は様々なモノと組み合わさりながら発展し

知覚能力向上を実現することが可能となっている．本研究

ていくことが考えられるが，一方でその組み合わせを意識

ではロボットが活動する環境内について様々な情報が投稿

的に作り出すことは困難であると考えられる．それに対し

されているタイムラインが存在するため，これをロボット

角ら [3] が取り組んでいた IoT に関する試みにおいては，

の外部知覚として利用できないかと考えている．

１つ１つの IoT 情報を事前に使い方を決めて利用するの
ではなく，状況依存的にサービスを創出する仕組みを作る

3. システムの設計と試作

ことで，IoT における効果的な組み合わせを見つけ出すア

筆者が所属している研究室を対象として，システムの試

プローチを提案した．角らの試みにおいては，人間が日常

作を行った。研究室の規模は，学内に３か所の作業スペー

的に会話をしているタイムラインにセンサ情報のみで構成

スを有しており，それぞれの作業スペースで３〜４名の学

された IoT タイムラインを組み合わせることで，人間が理

生が日常的に活動している。システムの全体像は図 1 のよ

解しやすい自然言語の対話場で IoT サービスのマッチメ

うになっており，システムの大きな流れとしては環境内に

イキングを行うことを試みていた．また角らの試みにおい

埋め込まれたセンサや在中しているロボットが自身がセン

ては，大量に設置されたセンサの情報を組み合わせること

シングした情報をグループチャットツールである Slack へ

で，環境内で起きたイベントの推測など情報の解釈も行っ

と投稿する．その後実世界で情報伝達する場合はロボット

てきた．

をオンライン上のユーザの発言を元に情報推薦を行う場合

このような IoT 情報を柔軟に組み合わせることで状況

は Slack 上で動く情報推薦ボットを活用する．また Slack

依存なサービスを提供する仕組みは数多く提案されて来た

上での情報投稿や情報推薦に関しては角らが提案した IoT

が [4][5][6]，本研究が目指すものとしては，角らのように

プラットフォーム [3] を改良したものを利用し，その枠組

自然言語の対話場において人と IoT システムが互いにそれ

みの中に IoT ノードの１つとしてロボットを参入させる．

ぞれを支援・補完するような仕組みを目指し，加えてその
ような人と IoT の対話場にロボットを参入させることを試
みる．

IoT は環境内にセンサやカメラなどを埋め込むことで空
間自体に知覚能力を持たせる試みとも考えられ，同様の
試みとしてユビキタスホーム [8] やインテリジェントルー
ム [7]，Aware Home[9] などが挙げられる．このような知
覚能力を持った空間において，ロボットはその空間におけ
るシステムの実世界エージェントとしての役割を与えられ
て来た．Lee[10] らや山崎ら [11] の研究がその一例として
挙げられ，これらの研究の中では，知能化された空間が実
図 1 システム全体像

世界に何かしらの行動を起こすための手段としてや，ユー
ザがサービスを実行するためのインターフェースとしての
活用がなされて来た．本研究においても，これらの研究の
ような実世界に対してシステムが干渉するための手段とし
てロボットを活用することを考えており，具体的には IoT
ノードの１つとして実際に環境内を動き回らせながら情報
収集をさせる．

3.1 Slack 上での情報の流れ
ロボットやセンサが収集した情報は Slack 上に集められ，
図 2 のような枠組みの中で活用される．以下ではセンサ情

また環境内にある IoT センサノードとロボットを組み合

報を収集するセンサノード，集めたセンサ情報を抽象化す

わせ，IoT センサノードをロボットの外部知覚として利用

る抽象化ノード，Slack 上に集められた情報をユーザへと

することも考えられる．環境内に設置したセンサをロボッ

推薦する情報推薦ボットについて説明する．
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図 2

Slack 上における情報の流れ

3.2 センサノード
環境内の状態や人の行動履歴を情報化するために環境内
にセンサ類とセンサから読み取った情報を Slack へ投稿す
るボットを開発した．本研究ではそのようなセンサとボッ
トの組み合わせを「センサノード」と呼ぶことにする．セ

センサノード及びボット

Slack へ投稿する情報の内容

照度センサボット

室内の照度情報を投稿

温度センサボット

室内の温度情報を投稿

湿度センサボット

室内の湿度情報を投稿

在室状況管理ボット

研究室のメンバーの在室状況を記録したホワートボードの写真を投稿

部屋鍵ボット

研究室内の部屋の鍵を収納している鍵箱の開閉記録を投稿

冷蔵庫ボット

研究室内の冷蔵庫の中身の写真を投稿

ンサノードの役割は環境内の温度や湿度といった状態に関

人感センサボット

室内に誰かが侵入した際にその時の部屋の様子を写真で投稿

する情報や誰が部屋に来たのか，何をしていたのかといっ

プリンタボット

表 1

た人の行動履歴を収集することである．今回センサノード

プリンタのインク残量を投稿

センサノード及びボット一覧

は RaspberryPi3 と各種センサや小型カメラを用いて作成

よって，人を対象とした情報の収集を行わせる．コミュニ

した（図 3）
．センサノードの種類としては合計で１０種類

ケーションロボットは特に人とコミュニケーションをとる
ことに特化したロボットであり，そのための発話機能や人
物認機能，移動機能が備わっている．これらの機能は単に
コミュニケーションをとること以外にも人の様子を客観的
に記録することや人の対話場への参入に利用でき，コミュ
ニケーションロボットは人を対象としたセンシングデバイ
スとして活用できると筆者らは考えている．またこれらの
理由から今回使用するロボットとしては人物認識機能と自
走機能を有する Softbank 社の Pepper（図 4）を使用した．

Pepper に収集させる情報は環境内にいる人の活動の様子
である．今回はその試作として Pepper には在中している
図 3

作成したセンサノードの例

環境内で人を見つけた際に，その人物に近づき，ロボット

ほど表 1 のようなものを実装し，研究室内の共用スペース
に取り付けた．表 1 からわかるようにセンサノードはセン
サ情報だけでなく研究室内のプリンタのようなデバイスの
状態に関する情報も収集している．理由としては，このよ
うなグループ内の共用物に関する情報もグループ内で共有
する価値がある情報であるからだ．

が人を見失うまでその人物の活動を写真で記録するという
行動を実装した（図 5）
．写真で活動を記録することによっ
て，特定の個人活動だけでなく，どの周辺情報例えば他に
どのような人物がその活動に関わっているかなどをとらえ
ることができると考えた．これらは Pepper に用意されて
いる人物追跡 API と内臓カメラを用いて実装を行った．

本研究においては先に挙げたようなセンサノードの１つ
として，コミュニケーションロボットを参入させることに
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図 4

図 7

コミュニケーションロボット Pepper*1

情報の変化を可視化

に投稿し直している．
これらの抽象化ノードが解釈・抽象化した情報はユーザ
だけでなく，システムにとっても IoT 情報を取り扱う際に
有益なものとなりうる．例えば，先ほどの図 6 の例で言う
ならば，システムに画像からその画像にどのような価値が
あるのかを理解させることは難しいが，このように文字情
報化することで，情報の種類や価値をシステムに理解させ
ることが可能となる．つまりはシステムの情報に対する理
解を抽象化ノードは補完することができる．

3.4 ボットによる情報推薦
図 5 ロボットによる情報収集

ロボットは人と対話する手段を有しているが，ユーザの
対話を理解しながら人の対話場に参加するためには数多く
の課題がある．そのため本研究ではロボットに実世界の人

3.3 センサ情報の解釈

の対話場に参加させるための準備として，システムが対話

センサノードが Slack 上に投稿したセンサの生データは
ユーザにとって，価値がわかりにくいものが多い．そのた
めそれらセンサノードが投稿した情報を解釈・抽象化する
ボットを開発した．本研究ではこのようなボットのことを
抽象化ノードと呼ぶことにする．抽象化ノードが作り出し
た情報はセンサノードとは別のタイムラインに蓄積される．
図 6，7 は抽象化ノードによる情報の解釈の一例である．

場の状態を理解しやすく参加しやすい，オンライン上で人
の対話場への参加を試みる．
具体的な手法としては，センサノードや抽象化ノードが
投稿した情報の推薦をユーザに対して行う情報推薦ボッ
トを開発し，Slack 上の人の対話場で活動させる．情報推
薦ボットは Slack 上のユーザの発言に応じて，センサノー
ド・抽象化ノードが投稿した情報の中から関連情報を引用
しユーザへの推薦を行う（図 8）．現状は情報を投稿して
いるボットごとにキーワードを設定し，そのキーワードが
ユーザの発言に含まれているのならば，ボットが情報推薦
を行うように実装している．

図 6 画像の内容を解釈

図 6 は画像情報を文字情報化している例で，仕組み自体
は画像中のマグネットの位置で在室か不在かを判定する単
純なものである．図 7 は大量の IoT 情報の変化を可視化し
た例で，１日の温度変化をグラフ化して IoT タイムライン
*1

出
典：http://help.mb.softbank.jp/robot/pepper-forbiz/pc/index.html
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図 8 ボットによる情報推薦

4.3 情報推薦ボット

4. システムの動作テスト・試運用

情報推薦ボットは日常的に研究室内の Slack で運用して
おり，ここではその中で見られた事例について紹介する．

4.1 コミュニケーションロボット
今回は環境内で作業をしている人物に近づき，その人物
を見失うまでその人物の活動を記録させた．状況設定とし
ては，環境内にはホワイトボードに向かって何かを書き込
む作業をしている人物と Pepper だけがいるという状態で
あった．図 9 はその際に Pepper が記録したある人物の活
動の様子である．記録対象となっている人物はホワイト
ボードに向かって作業を行なっているため，Pepper が人物

今回ユーザの発言に特定のキーワードが含まれていたら，
ボットが情報推薦を行うようにするという実装をしてい
たためか，ユーザ側が意識的に情報推薦ボットに情報を尋
ねようとする事例が見受けられた．具体例としては図 11
のように，ユーザ側が意識的にキーワードを Slack 上でつ
ぶやくことで，情報推薦ボットから情報を引き出していた
ユーザがいた．

認識をうまくできずに，見失うことが多かったが，その人
物の行動は１通り撮影できていた．結果としては，Pepper
はホワイトボードに書かれている内容など活動に付随する
情報をとらえることができていた．

図 11 意識的な利用の例

図 9

5. 課題

Pepper が撮影した写真

今後の課題としては，ロボットの情報収集方法の改善が
考えられる．現状ロボットはあくまでユーザの活動とその

4.2 抽象化ノード
抽象化ノードが集めた情報はセンサノードの情報と同じ
く，Slack 上の特定のタイムライン上に集められており，研
究室内のユーザは自由に見ることができていた．ここでは
抽象化ノードが解釈した情報を受けて，ユーザ側に見られ
た行動の事例について紹介する．図 10 のような，共用ス
ペースにおける１日の在室状況をユーザごとに可視化した
情報を Slack に投稿したところ，この情報をもとに自身の
行動決定を行ったユーザが幾人か見られた．具体的には以
下のような行動決定の指標になっていた．

で目指すような，人の活動場所に参入していくようなロ
ボットを実現するには以下の問題を解決する必要があると
考えられる．

• 人が活動している場所を見つける
• 人との対話から必要な情報を抜き出す
これらに関しては，音環境の活用と簡単な会話シナリオを
容用意することで解決ができるのではないかと考えてい
る。ロボットが活動する環境内に環境内の音情報を収拾す
るデバイスを設置することで会話が発生している場所つま

• 研究室へ来る予定を立てる

りは人が活動している場所を推定し，それを目印にロボッ

• 研究室へ来るモチベーションを高める
これらの行動は抽象化ノードの情報がユーザにとって有効
に使われた一例だと考えられる．

周辺情報を写真で記録しているだけであり，実際に本研究

トに情報収集を行わせるというものである。音環境を測定
することによる会話が発生しているグループ・場所を推定
する研究は遠山ら [14] によって取り組まれており，本研究
では遠山らの手法を用いることで，ロボットにイベントが
発生している場所を見つけさせることができるのではない
かと考えている。また実際にロボットが情報を収集する際
には，ロボットにその場にいるユーザに対して「今何をし
ていますか？」のような単純な問いかけをさせることで，
ロボットが記録する情報に対するキーワード的な情報を抜
き出すことができるのではないかと考えている。
またロボットとそれ以外の IoT ノードの組み合わせの活
用も考えられる．現状ロボットとそのほかの IoT ノードは

図 10

研究室内のある共用スペースにおける１日の在室状況

互いに独立したノードとして情報収集を行っている．しか
しながら，ロボット以外の IoT ノードを活用することでロ
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ボットの知覚能力を向上させることができると考えられる．
例えば，部屋の在室状況の情報を活用することで，ロボッ
トに室内に誰がいるのか認識させることが可能になる．現
在設置している全ての IoT ノードがロボットの知覚能力向

[10]

上に役立つとは限らないが，上記で挙げた例のように，ロ
ボットにとって効果的な情報を有している IoT ノードもあ
[11]

ると考えられる．

6. おわりに

[12]

本稿ではコミュニケーションロボットと IoT を組み合わ
せた，共用スペースを有するグループを対象としたグルー
プ内情報共有システムについての提案を行った．今回は環

[13]

境内の情報を収集し，グループチャットツール上で共有す
るフレームワーク上にコミュニケーションロボットを人を
対象とした情報を収集する IoT ノードとして追加し，筆者
が所属する研究室を対象としたシステムの実装を行った．

[14]

IoT ノードしてのロボットの役割は人の活動の様子を周辺
情報と共に記録することである．システムの試運用を行っ
た結果，ロボットは人の作業対象の様子など人の活動に付
随する周辺情報を記録することができていた．今後の課題
としては，本格的に実世界でロボットに情報収集を行わせ
る場合，人の活動する場所の推定や人との対話から活動に
関する情報を引き出すことが考えられる．
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