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Abstract: In order to create air conditioning service scenarios adaptive to elderly people, we have

conducted detailed situational analyses focusing on bodily feeling information. We have proposed

a situation understanding system for air conditioning based on indoor commonsense in multimodal

sensing environments. Using our practical experimental multimodal sensing environment, we have

conducted the experiments of bodily feeling input by 6 elderly people. The detailed analyses have

done utilizing our developed multimodal behavior observation tool equipped with the functions of

behavior description from multiple viewpoints and flexible retrieval. The multimodal bodily feeling

analysis has produced valuable findings to enhance situation understanding.

1 はじめに

近年，日本の高齢者人口は短期間で急増しており，ど
の国もこれまで経験したことのない超高齢社会に突入
した．65歳以上の高齢者人口は 3,190万人となり，総
人口に占める割合も 25.1％となった [1]．高齢者が利用
することを考慮したユニバーサルデザインの研究 [2]が
盛んであり，高齢者を対象とした多くの家電機器が製
品化されている [3]．高齢者は加齢によって身体の感覚
器や知覚能力が多様に変化する．高齢者に適した居住
空間のサービスを提供するためには，人によって異な
る感じ方を理解，個々に適応したサービスを提供する
必要がある．そのためには、センサによって獲得でき
る客観的情報に加えて、各々の高齢者の主観的な感じ
方の情報を活用して状況理解を行うことが有効と考え
られる．筆者らはすでに，空調サービスを対象に，高齢
者とのインタラクションにより体感情報を取得し，住
空間における常識知を活用した状況理解に基づいて、
個々のユーザ環境に適応したサービスを提供するシス
テムのプロトタイプを開発している [4]. 人・機器・環
境に関する万人共通の知識 (コモンセンス)に基づいて
状況に応じた機器制御が可能であるが，一人ひとりの
高齢者に適応したサービス提供のためには，高齢者の
多様な個人特性に関する知識の蓄積・活用が必要であ
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る．この観点から本稿では，実用的なサービスシナリ
オ検討のため，我々の構築したマルチモーダルセンシ
ング環境を備えた住空間実験場において試用実験デー
タを収集し，体感入力時の状況を複数の観点から詳細
分析した結果について述べる．

2 体感情報に着目したマルチモーダ
ルセンシング

マルチモーダルセンシングは複数のセンサを組み合
わせて統合的な信号処理を行うセンシングの方式であ
る．センサの小型化により，ウェアラブルなセンサを
利用した研究や，スマートフォンなどの複数のセンサ
を 1 つの端末に収めたものを利用した状況推定に関す
る研究 [5]なども多く行われている．このようなマルチ
モーダルセンシングでは客観的なセンサ情報による状
況理解が中心となっており，ユーザの主観的な情報は
用いられてこなかった．本研究ではユーザの主観的な
情報である体感情報に着目し，他のセンサ情報とも組
み合わせたマルチモーダルセンサ環境によって，ユー
ザの主観に基づいた状況理解を行う．体感は，人が自
分自身および自分自身を取り巻く周辺環境の状態を表
す主観情報であり，その人がその時その瞬間に感じて
いる問題，要求，意図などを含む情報である（図 1）．
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図 1: 体感の特徴

図 2: 住空間状況理解システム

3 インドアコモンセンスに基づく住
空間状況理解システム

筆者らは居住空間におけるユーザと環境の状況の変
化に着目したインタラクティブサービスを実現するた
め，体感情報を用いた状況理解に基づくインタラクショ
ンシステム（図 2）を開発した．
本システムは 5つのサブシステムから構成される：体

感情報を用いた状況理解システム（Indoor Interaction

System），インタラクションの実行タイミングの管理を
行うシステム（Task Manager），住空間の構造のモデ
ル化を行うシステム（Frame system），体感情報理解の
ためのインドアコモンセンス（Indoor Commonsense），
体感情報取得のためのインタラクションインタフェー
スシステム（Room Touch 2）．インドアコモンセンス
に基づき，体感情報と環境センシング情報を活用して
マルチモーダルに状況理解する点が特長である．
状況理解のための知識データベースとして MIT の

OpenMindプロジェクトの一環で構築されたインドア
コモンセンス [6]を活用した．住空間における人・機器・
環境に関する知識を構造化し収集したものであり，こ
こから空調サービスに関する部分を抽出し，図 3に示
す空調制御方式を設計・実装した．

図 3: インドアコモンセンスに基づく空調制御

表 1: 被験者ごとの体感入力回数
Subject A B C D E F Total

Temperature 13 7 21 11 19 12 83
Sound 6 6 21 10 26 14 83
Wind 6 6 21 9 7 13 62
Total 25 19 63 30 52 39 228

4 体感入力時のマルチモーダル状況
分析

高齢者 6名による被験者実験を実施した．室温 13度
前後の状況から初めて，暖房により適温まで暖める状
況を，1回 2～6名一組で 1時間のセッションを，全部
で 7回行った．被験者は，ボランティア仲間でありお
互いを知っている．被験者は，1時間の実験中自由に過
ごすことが許されている．ボランティア活動に関する
会話，読書，休憩などが主要な活動である．唯一の制
約は室外に出ないことである．被験者は，個人ごとに
配布されたモバイル端末により，好きなタイミングで
体感情報を入力できる．入力できる体感情報は，温度
（暑い，少し暑い，ちょうどいい，少し寒い，寒いの 5

段階），騒音（うるさい，気にならないの 2段階），風
圧（煩わしい，気にならないの 2段階）である．
表 1に被験者別の体感入力数の一覧を示す．全 228

回の体感入力データを収集した．被験者一人当たり平
均 38回入力している．騒音と風圧については，被験者
間の入力回数の差異が大きく，被験者の個人特性の違
いが影響していると考えられる．
図 4にセッション全体における体感入力の時系列デー

タの一例を示す．特徴的なのは，実際の温度が上昇して
いるにもかかわらず，体感温度が下がっている場面が複
数観測された点である．実際の温度と体感温度のギャッ
プの原因について，事例ベースの詳細分析を行った．
分析に際しては，筆者らがすでに開発したマルチモー

ダル行動分析ツール [7]を活用した．このツールの特徴



図 4: あるセッションにおける被験者 6名の体感温度の
変化

図 5: マルチモーダル行動観察ツール

は，図 5）に示すように，映像事例に対して複数の観点
から多層的に行動の特徴を記述する機能と，行動特徴
の組み合わせによる柔軟な事例検索機能の 2つを備え
る点である．
分析事例の一部として，ある被験者の温度に関する

体感入力場面の例を図 6に示す．ツールにより実温と
体感温度のギャップがある場面を検索し，体感入力の
直前の場面をツールを用いて映像観察した．その結果，
ギャップが起きている場面は，話が途切れる，話に興味
がなくなる，本を読み始めるなどコミュニケーション
活動がアクティブな状態から，非アクティブな状態に
変化したタイミングに対応していることがわかった．
体感入力時の状況を的確に把握することで個人特性

や活動の度合いに応じたきめ細かい空調サービスが設
計できる見通しを得た．

5 おわりに

高齢者の多様な身体状態に適応した空調サービスシ
ナリオ創出に向け，実環境における高齢者の体感デー
タを収集し，体感情報を入力した状況を複数の観点か
ら詳細に分析した．

図 6: 65歳女性被験者の体感温度に関する状況分析結果

体感情報に基づく状況理解と空調サービス提供を行
う住空間インタラクションシステムを実験環境に導入
し，6名の高齢者による 1回 1時間のセッションを全
部で 7回実施する被験者実験を行い，228回の体感入
力データを蓄積した．
複数の観点による行動記述機能と柔軟な事例検索機

能を持つマルチモーダル行動分析ツールを活用した体
感データの詳細分析が，体感入力時の状況の特性を明
らかにした．話題の変化や発話権の交代など会話時の
状況変化の場面や読書の場面が体感の変化に影響して
いる可能性があることが分かった．実温と体感温度に
ギャップがある場面の詳細分析により，コミュニケー
ション活動に対する参与度の変化が体感温度の変化に
関係することが示唆された．本稿で述べたマルチモー
ダル体感分析が空調サービス高度化に繋がる有用な知
見を提供できた．
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