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得される実世界データを効率よく収集・分析・応用し，先進
的なサービスの実現を目指す． 
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３つの研究領域 

•  家（屋内）：スマートホーム環境を使った研究 
•  生活（屋外）：スマホやウェアラブル機器を使った研究 
•  都市：人をセンサとして使う研究 

NAIST/DAIKIN 未来共同研究室 蓼科テーマ創出合宿  



スマートホーム環境 

•  奈良先端大研究棟内に2013年3月竣工 
•  人の生活時のセンサデータを24時間365日記録可能 

位置センサ 
(超音波受信機） 

位置センサ 
（超音波送信機） 

電力計 !
環境センサ 



IoTの誤解 
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機器は百花繚乱状態 

レッドオーシャン 



センサとアクションの関係 

•  これまで：１対１ 
–  センサの反応　　→　ライト点灯、カメラ撮影、温度調整 

 
•  これから：多対多 

 
–  複数のセンサ　→　　　　　　　　　　　→　複数のアクション　 
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NEST 

•  おしゃれなサーモスタット（温湿調整機器） 
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2014年にGoogleが32億ドル（当時3300億円）で買収 



NESTの構造 
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•  温度センサ 
•  湿度センサ 
•  近距離人感センサ 
•  遠距離人感センサ 
•  照度センサ 

シンプルな機器 



NESTの仕組み 
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自動空調制御 

•  センサ　　　　　　　　  知的情報処理　　　アクション 
–  温度センサ　　　　　　　　 
–  湿度センサ　　　　　　  − 快適環境理解　　　　　 
–  近距離人感センサ　　  　− 行動パターン学習 
–  遠距離人感センサ　　 
–  光センサ 

機器ではなくサービスを売る 



サービスが重要 

モノは手段 
 

モノだけではなく，サービスを考える 
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NESTと対比した当研究室のアプローチ 

•  センサ　　　　　　　　  知的情報処理　　　アクション 
–  温度センサ　　　　　　　　 
–  湿度センサ　　　　　　  − 快適環境理解　　　　　 
–  近距離人感センサ　　  　− 行動パターン学習 
–  遠距離人感センサ　　 
–  光センサ 
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自動空調制御 

–  高精度位置センサ             − 生活行動認識　　　　　− 自動空調制御 
–  環境（温度・湿度・光）  − 操作対象家電認識　　　− 複数家電連携 
–  開閉センサ　　　　　　  − 代替位置測位手法　　　− 見守り 
–  近接場活動センサ　　　  − センサ組合せ分析　　　− マルチリモコン   
–  電力センサ　　　　　　  − 行動パターン学習           − 行動予測 
–  床音センサ　　　　　　  − 快適環境理解 
–  水栓センサ 
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サービスを考える 

未来のスマートホームってどんなもの？ 
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居住者を理解する家 
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センシング 

制御 

認識 

センサ 



居住者を理解する家 
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センシング 

制御 

認識 

センサ 



スマートホームに設置さているセンサ 
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動きセンサ 電力センサ 環境センサ 

!
!

100V
30 1

!

!
!



研究室独自開発センサ 
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水センサ 電力センサ 音センサ 

!
1 1 !

!

FFT



エナジーハーベスト環境センサ 

•  EnOceanのエナジーハーベストセンサを導入 
–  太陽電池で駆動する開閉センサ・温度センサ 
–  飛距離１００ｍくらい 
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　　　（市販品）                           （独自拡張） 
開閉センサ・温度センサ                   人感センサ 



モノのセンサ化：SenStick 
Progress�

•  1st)genera,on)board)

•  2nd)genera,on)board)

8 sensors
Acceleration・Gyro・Magnetic・Light・
Temperature・Humidity・Pressure・UV

Ultra small size
3g (including a battery)

75mm(W) ✕ 10mm(H) ✕ 5mm(D) 

Long battery life 
Over 12 hours

Stand-alone recording 
Flash memory

SenStick�
BLE 

Real-time monitoring via Smartphone
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例えば 

•  歯ブラシのセンサ化も可能 

•  箸，ペン，杖，包丁，etc. 
–  家の中のいろいろなモノをセンサ化 
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居住者を理解する家 
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センシング 

制御 

認識 

センサ 



屋内位置測位 

重要な位置情報をいかにして把握するか 
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無線LAN測位の種類 

•  WiFiを用いた屋内位置推定システム 
–  TOA　（Time of Arrivals）：到来時刻 

•  電波信号の到着時間差を距離に換算して測位 
•  受信するAP間の厳密な時刻同期が必要 

–  TDOA　（Time Difference of Arrivals）：到来時間差 
•  時刻同期を不要にするために，複数の電波を利用 
•  NAISTのスマートハウス：超音波と無線 

–  Location Fingerprinting：電波指紋 
•  あらかじめいろいろな場所で電波環境を測定（Fingerprinting） 
•  特徴量の類似度から，位置を推定 
•  事前学習（あらゆる場所で事前測定が必要）が大変 
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スマートホーム内 

•  超音波＋電波によるTDoA 
•  敷設コスト大 
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ユビ研で検討中の手法  

•  照明を用いた方式 
–  照明フィンガープリンティング 

•  照明パターンと信号強度から位置を特定 
–  照度から距離計算 

•  音を用いた方式 
–  床音センサの開発と音から行動推定 

•  ウェアラブル機器＋デッドレコニング 
–  基本はジャイロセンサと加速度センサによるデッドレコニング 
–  機器から出るBeacon信号を独自開発のスキャナで検知し，デッド
レコニングの累積誤差を補正 

•  ウェアラブル機器＋エナジーハーベストセンサ 
–  永久的に動作する開閉センサや人感センサを用いる 
–  誰がドアをあけたのかはウェラブル機器のビーコンで判定 



照度フィンガープリンティング 

•  天井照明のパターンと実際の位置の関係を学習 
•  モデルを用いることで，学習パターンを削減 
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坂本一樹，孫為華，柴田直樹，安本慶一，伊藤実, “照度のフィンガープリンテイングとアクティブ照明制御に 
基づく屋内位置推定手法の提案”，情報処理学会 DICOMO2011シンポジウム 

パターン1 パターン3 パターン2 

各パターンを 
重ね合わせる 

=ユーザのいる可能性のあるエリア 



照明装置1の照度 照明装置2の照度 照明装置3の照度 
 新規の照明装置 

 照度センサ 

 推定位置 

 照明装置1 

 照明装置2 
 照明装置3 

 照明を用いた測量方式 

•  三辺速量 



実験風景 

•  スマートホームで実験 
–  照度センサ：Ti SensorTag 

30/
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照明装置 



 モデル推定実験結果 



守谷くんのデモ動画 
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 実験結果 

0.28 

0.38 0.29 0.29 

0.36 

0.62 0.44 

0.55 

平均 0.40[m] 
33/
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現実感が出てきた 

•  ネットワーク制御可能な照明の普及 
–  Philips Hue  

•  高速な点滅が可能なLED照明の普及 
 
•  照度計搭載ウェアラブル機器が出た 
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床に貼り付けた振動センサを用いた位置推定システム 

•  低コスト：圧電素子 
•  タグレス：ユーザは何も身につけなくて良い 
•  低プライバシ侵害：床振動に会話は含まれにくい 
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振動センサ 

床 

PC 

振動 

オーディオ 
インタフェース 

位置情報の表示 
圧電素子 

USB DAC 

プリアンプ 

ドア 
椅子 

自作振動センサ 



振動センサによる位置推定システム動作イメージ 
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!
TV CM



振動種類ごとのエンベロープ形状 

•  足音 

•  開き戸 
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•  引戸（閉） 

 
 
•  椅子 



処理フロー（１/2） 

DB

(!100,!50!)

(!50,!50!)
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処理フロー（２/２） 

DB
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実験の様子 

40 

!
TV CM



振動の種類推定結果 
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ウェアラブル機器＋デッドレコニング 

•  慣性自律航法による位置推定（デッドレコニング） 
–  入口からの動きを分析し，現在位置を推定 

•  カーナビのトンネル内ナビ等で利用されている 
–  ジャイロセンサを利用 

•  誤差が累積するという問題 



累積誤差の補正方法 

•  ランドマークを用いる方法 
–  iBeaconやRFIDの利用 
–  よく座る場所，停止する場所など 

•  地図を使う方法 
–  屋内地図とのマッピング 

•  カメラを使う方法 
–  画像とマッチング 



Beacon（ビーコン） 

•  間欠的に出力される信号 
–  近年では、BLEがメジャーに。赤外線Beaconも。 
–  荒川：WiFi/BLE Beacon@2011年に試作 

•  2012年NEDOに採択 
•  2013年実証実験@学園祭 

– と思ったらiBeacon登場 orz 
•  iBeacon 

–  AppleがiOSに組み込んだ上記システムの名称 
–  強み：OSに組み込まれてバックグランドスキャン＋プッシュ可能 

•  Eddystone 
–  GoogleのBeacon規格 
–  強み：URLを直接送れるので、ブラウザのみで良い 
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ビーコンといえば 

•  発信機 
–  小型、長時間駆動の専用機器 
–  設置 

•  環境に設置が大半 
•  一部、人につける例も 

– お守りビーコン 

•  受信機 
–  スマートフォン 

45 

BLE OK



独自ビーコンスキャナ 

•  ハードウェア 
–  本体：Raspberry Pi 2  
–  BLEモジュール：PLANEX USB BLEアダプタ（BT-Micro4） 
–  Gateway側無線：PLANEX USB 無線LANアダプタ（GW-USNANO2A） 

•  特定小電力無線や３G、Wi-Sunなど何でもOK 

•  ソフトウェア 
–  node.js + BLE Beacon 
–  https://github.com/tomovwgti/BLEbeacon 
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独自ビーコン 

•  歩数計を内蔵したビーコン 
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提案システム概要図 

1. 屋内を幾つかの領域に分割し 
スキャナと各種センサを設置 



提案システム概要図 

Aさん ＋ BLEデバイス 

DBサーバ 

スキャナ 

Bさん ＋ BLEデバイス 

環境センサ 

電力センサ 

開閉センサ 



提案システム概要図 

2. 住人が身に着けているBLEデバイス
のアドバタイズメントパケットと 
各種センサが送信する値を計測 



提案システム概要図 

3. 計測したデータをDBサーバへ 
定期的にアップロード 

BLEデバイス 
計測データ 

環境センサ 
計測データ 



居住者を理解する家 
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センシング 

制御 

認識 

センサ 



人間の行動 

•  単純な行動 
–  歩いている、走っている、寝ている、階段を上って（降りて）いる等 

! ウェアラブルセンサにより推定可能 

•  生活行動（抽象度やや高い） 
–  食事をしている、掃除をしている、休憩している、 
テレビを観ている、読書している等 

•  人間の内部状態 
–  心理的な状態（快適さ、ストレス、いらいら等） 
–  身体的負担、空腹、など 

!心拍計、脳波計、発汗センサ、カメラによる表情解析、 
　声のトーンの解析等を用いた研究 
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生活行動のセンシング 

•  カメラ映像からの画像解析 (パロアルト研究所，IEEE Trans. 
Automation Sci. & Eng. 2009) 
–  特殊なカメラ(3D ビデオトラッキングセンサ)とマイク(アンビエンサウンドセンサ)を利用 
–  仕事，会話，昼寝，ゲームなどの行動を70～90%の正確さで推定 

•  モノに取付けられた接触センサ（英アルスター大，IEEE 
Trans. Knowl. & Data Eng. 2012） 
–  お茶を入れる，パスタをつくる，テレビを見る，手を洗うなどの行
動を90%以上の正確さで認識 

•  家電使用時の磁場の検出 (NTT CS研，Pervasive 2011) 
–  ウェアラブル磁気センサを用いて，テレビ観賞，シェービング，
携帯電話の操作，歯磨き，掃除等の行動を75%以上の正確さ
で認識 
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生活行動の定義 

•  1次活動（生理的に必要な活動） 
–  睡眠，食事など 

•  2次活動（社会生活を営む上で必要な行動） 
–  通勤・通学，仕事，学業，家事，買い物など 

•  3次活動（自由に使える時間における行動） 
–  テレビ・ラジオ，学習，スポーツ，趣味・娯楽など 

　　　　　　　認識対象とする行動を選出 
 
　・食事　・入浴　・睡眠　・料理　・食器手洗い・掃除 
　・テレビ視聴　　・読書　・仕事/学業 (PC使用)・外出 
 

（平成２３年総務省統計局） 



生活行動の認識方法 

電力計 

位置センサ 

③行動識別モデル構築 ①教師データの取得 

機械学習 

②特徴量抽出 

行動識別 
（各種応用） 

データの収集 
（可視化・ラベル付け） 

実際に住んでデータを収集 



①教師データの取得 

•  可視化・ラベリングツールを開発 

消費電力 

温度・湿度 位置情報 

統合的に 
可視化 

ある期間のセンサデータを特定
の生活行動としてラベル付け 

上田他：複数のセンシングデータの可視化および関連付けによる生活行動の理解支援システム， 
第21回　マルチメディア通信と分散処理ワークショップ，2013-12 



データへのラベル付けの例 



②特徴量の抽出 

電力計 屋内位置センサ 
データ型 ワット(W) ミリメートル(mm) 

サンプリング周期 ２回 / 分 ２回 / 秒 
取り付け位置 各家電または天井裏 被験者の右腕 
使用データ 各家電（１６個） x座標，y座標 
時間窓幅 ３０秒，１分，５分 

特徴量 各時間窓における 
平均値 

各時間窓における 
中央値 

最良の時間窓幅を決定 



③行動学習モデルの構築 

•  複数の機械学習アルゴリズムによる分類器の構築 
–  データマイニングツール Weka を使用 

•  候補となるアルゴリズム 
1.  SVM(サポートベクターマシン) 
2.  C4.5決定木 
3.  Random Forest 

 
この中から最良のアルゴリズムを決定 

h5p://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/



実験環境 

•  家具・家電の設置図 

1 寝室エアコン 
2 テレビ 
3 ドライヤ 
4 PC 

33 リビングエアコン 
34 ＩＨヒータ 
35 給湯器 
37 リビング照明 

10 オーディオ 
11 洗濯機 
18 電子レンジ 
19 冷蔵庫 

20 炊飯器 
21 掃除機 
25 寝室照明 
27 洗面所照明 

ＩＨヒータ 

流し台 

ダイニング 
テーブル 

ソファ 風呂 

洗面所 

玄関 
ベッド 机 



実験概要 

•  実験への参加者 
–  男性３名，女性１名（20代） 
–  一人で３日間ずつ生活 

 

•  教師データ 
–  センサデータ区間ごとに行動を紐づけ（ツール使用） 

•  サンプルに分割（指定時間窓幅） 
–  各行動につき30サンプルずつ取得 

•  10行動×30サンプル＝300サンプル 
 

•  テストデータ 
–  各行動につき30サンプルずつ取得（教師データ以外） 



認識精度(全行動の平均) 

2015/03/09

�����
����	���

��������������
=Accuracy

•  時間窓幅とアルゴリズム別の比較 

認識精度(Accuracy)の定義 
 

学習アルゴリズム 
時間窓幅 

５分 １分 ３０秒 
SVM 86.3% 78.7% 81.3% 

C4.5 決定木 87.7% 80.0% 81.3% 
Random Forests 91.3% 85.7% 86.3% 



行動別の認識精度 

生活行動 適合率 (%) 再現率 (%) Ｆ値 (%) 
料理 100.0 93.3 96.6  
食事 85.7 80.0 82.8  

食器手洗い 90.6 96.7 93.5 
テレビ視聴 66.7 66.7 66.7  
読書 83.3 83.3 83.3  
入浴 93.5 96.7 95.1  
掃除 96.7 96.7 96.7  

仕事・勉強 100.0 100.0 100.0  
睡眠 100.0 100.0 100.0 
外出 96.8 100.0 98.4  
平均 91.3 91.3 91.3  

適合率： 
　識別結果における 
　正解データの割合 
 
再現率： 
　対象データの全体 
　数における正解 
　データの割合.   
　網羅性. 

複合的な行動が原因 
(TV見ながら食事等) 



位置情報と電力情報の影響度合い 

	



生活行動の主な発生位置 

ＴＶ, 読書, 食事 

食器手洗い 

仕事・勉強(PC使用) 

睡眠 
外出 

入浴 

食事 

掃除 

料理　食事　食器手洗い　テレビ　読書　 
入浴　掃除　仕事・勉強　  睡眠　  外出 

料理 

同じ位置で異なる行動 



センサデータ粒度と認識精度の関係 

•  導入コストをどれだけ抑制できるか 
–  できるだけ安価なセンシングシステムで 
–  高い認識精度を達成したい 

•  センサデータの粒度を意図的に粗くする 
1.  位置データの粒度変更 
2.  電力データの粒度変更 



位置データの粒度変更：方法１ 

•  超音波位置センサ 
–  高性能（誤差 ≦ 0.1 m） 
–  高価（1LDK 500万） 

•  安価な位置センサを想定 
–  部屋を2mのセルに分割 
–  各セルの中心を推定位置 

1m 

2m 

推定位置 

2m 

1m 

原点 

X

Y

誤差 ≦ 1.4 m 



•  超音波位置センサ 
–  高性能（誤差 ≦ 0.1 m） 
–  高価（1LDK 500万） 

•  安価な位置センサを想定 
–  各部屋に分割 
–  部屋単位での位置情報を使用 

位置データの粒度変更：方法２ 

寝室 
リビング 

キッチン 

洗面所 
その他 



①位置データの粒度変更 

認識精度はあまり低下せず 



②電力データの粒度変更 

•  方法１） 電力計の数を削減 
–  影響の大きい家電６種類のみに電力計を装着 
–   

 
 

•  方法２） 各部屋に１個の電力計を想定 
–  各部屋の家電の電力計を足しあわせて算出 

 
 

•  方法３）１軒に１個の電力計を想定 
–  すべての電力計を足しあわせて算出 

寝室エアコン オーディオ 炊飯器 リビングエアコン 
テレビ 洗濯機 掃除機 ＩＨヒータ 
ドライヤ 電子レンジ 寝室照明 給湯器 
PC 冷蔵庫 洗面所照明 リビング照明 

テレビ 洗面所照明 

オーディオ ＩＨヒータ 

掃除機 リビング照明 

４部屋 

リビング 照明，エアコン，テレビ，オーディオ 
キッチン ＩＨヒータ，電子レンジ，炊飯器，冷蔵庫 
寝室 照明，エアコン，ＰＣ，掃除機 
洗面所 洗面所照明，給湯器，洗濯機，ドライヤー 



電力データの粒度変更 

家電ごとに電力計をつける必要はない 



各センサデータの粒度ごとの認識精度 

•  位置と電力の両方を変化させた場合の認識精度（％） 

消費電力データの粒度 
16個 6個 4個 1個 

位置
精度 

誤差 ≦ 0.1 m 91.3 88.1 87.9 81.7 
誤差 ≦ 1.4 m 90.2 87.1 84.5 74.2 
各部屋 87.7 87.9 82.3 60.7 



居住者の行動認識に関するまとめ 

•  プライバシーを侵害しない方法での居住者の行動認識 
•  １０種類の生活行動を対象に分析 
•  使用するセンサ 

–  電力センサ，位置センサ 

•  機械学習アルゴリズム：Random Forestsの性能が高い 
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居住者を理解する家 
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センシング 

制御 

認識 

センサ 



家電制御に関する３つの研究課題 

•  制御手法 
–  どのように制御信号を送るのか？ 

•  操作手法 
–  どのように操作するのか？ 

•  連携手法 
–  どの家電をどう制御するのか？ 

76 

クラウド連携リモコン 
システムの開発 

家電を指すとそのリモコン
になるカメレオンリモコ
ンの開発 

複数の家電を連携させ、
省エネで素早く快適状態
に遷移する手法の開発 



家電の制御手法 

•  HEMS（Home Energy Management System） 
–  Echonet lite（通信の共通規格） 
–  普及はまだまだ 

•  各社、一部家電のフラッグシップ機種にのみ搭載 
•  相互接続性が悪い 

•  NAISTスマートホーム 
–  旧来の赤外線リモコンですべての家電を制御 
–  iRemoconを利用してネットワークと連携 

77 



ただし問題が 

・赤外線集中コマンダの改善（学習データの共有化）が必要 
・効率的に複数の家電を操作できるインタフェースが必要 

78 

リモコンの増加 
学習リモコン：ボタンの増加 

学習させるのが面倒 



ユビリモコンの開発 

•  iRemocon 
–  1台ずつ学習させないといけない 

•  ユビリモコン 
–  Irkitを用いたクラウド連携リモコン 
–  1台で学習すればそれをDBに保存して他のIrkitからも出力可能に 
–  Get/Postコマンドでの家電制御も可能 

79 

IRKit



AR(拡張現実)を用いた家電操作 

•  家電に取り付けたARマーカーをカメラで認識 

•  問題点 
–  暗い場所や遠い距離では認識率が低下する 
–  マーカーが美観を損ねる（意外と大きなマーカが必要） 

80 

エアコンON 

“拡張現実感技術を利用したネットワーク家電制御方式” 
情報処理学会研究報告. SLDM, [システムLSI設計技術] Vol. 2011, No. 30, pp. 1-6 (2011) 

Shoot 



ジェスチャ認識を用いた家電操作システム 

•  Magic Ring 
–  加速度, 地磁気, 曲げセンサによりジェスチャ認識 

•  問題点 
–  入力方法の種類が少なく複雑な操作に時間と労力がかかる 
–  TVのチャンネルをch1 → ch9に変える場合 

•  Magic Ringにおいては合計8回のジェスチャ動作が必要 

81 

Magic!Ring:!A!FingerRWorn!Device!for!MulWple!Appliances!Control!Using!
StaWc!Finger!Gestures,!Sensors'(Basel).'2012';12'(5):5775590!



実現したい未来のリモコン 

•  直感的な家電選択 
–  ユーザはリモコンで家電を指す 
という動作により家電を選択 

–  これまで同じ動作 

•  選ばれた家電に対するリモコンを表示 
–  家が住人の操作したいものを理解 

•  特定の識別機器が不要 
–  機器側にARマーカー，IDタグなどの 
物理的な識別機器を使用しない 

82 



カメレオンリモコンに関する研究 

•  位置情報を用いた直感的なリモコン 
–  スマートハウス内の高精度位置センサを利用 

!



デモ動画 

84 



家電連携による快適状態への最良遷移手法 

•  状態Aから状態Bに遷移するための最小遷移ルートの探索 

Ｓ 

Ｔ

アルゴリズムにより操作系列（パス）を発見 

エアコンのみ 
エアコン＋ヒーター どっちが省エネか？ 

どのように操作？ 



65% 62.5% 60% 57.5% 
29℃ 

28℃ 

①64Wh ②7.6Wh 

① 3.8Wh 3.2Wh 3.7Wh 

② 25Wh 

※目標温度に対する相対湿度 

初期環境 

目標環境 

50%

27℃ 

制御順序による違い 

•  赤：エアコンの除湿機能を使ったあと、冷房に切り替え、や
や加湿器で加湿する 

•  青：エアコンと除湿機を併用し、エアコンの除湿機能で調整 



PathSim 

•  任意のコンテキスト間を最小のコストで遷移させるデバイ
ス操作系列導出ツールPathSim 
–  スマートスペースにおいて最小コストでコンテキストを遷移するた
めのデバイス操作を最短経路問題を解くことにより導出する 

–  夏，冬を想定したシミュレーションによる実験により，一般的なハ
イブリットダイナミカルシステム（HDS)と比較して温湿度遷移の
合計消費電力量を最大で約45%削減できることを確認 
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Teruhiro!Mizumoto,!Khaled!ElRFakih,!Keiichi!Yasumoto:!“PathSim:!A!Tool!for!Finding!Minimal!Energy!
Device!Opera>on!Sequence!for!Reaching!a!Target!Context!in!SmartDHome,”!the'10th'IEEE'Interna;onal'
Conference'on'Ubiquitous'Intelligence'and'Compu;ng'(UIC52013),'pp.64R71,'(December!2013)!
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家電制御言語 

•  PathSimが導出した家電操作列を，家電集中制御 
システムで実行するための中間言語を定義 

DICOMO2015 88 



イベントの定義 

•  環境デバイスイベント 
–  EDE::= “op(” Device “,” Action “)” 

•  Deviceの家電をActionで起動する． 
例：op(ac，on(mode(dh)) ）　エアコンを除湿モードで起動 

•  環境遷移イベント 
–  ETE::= “check(” Type “,” Range “,”T”,” α “)” 

•  T秒後にTypeの値がRangeの条件を満たしているかどうか観測
する．満たしていなければα秒後に再観測し，それを繰り返す． 

•  例 check( Temp , x ≦ 22 , 150 ,30 )  
温度が22℃以下かどうかを観測 

DICOMO2015 89 



DeviceとActionの定義 

•  動作可能なデバイスと，動作モードのリスト 
–  Device::= “ac“ | “hm” | “dh” | “ht” | … 
–  Action::= ON | “off” | “tmp:=” Val |… 
–  ON::= “on” | “on(“ Mode “)” 
–  Mode::= “mode(cl)” |  “mode(dh)” | … 

 

•  システムが動作する環境に適応して追加，削除が可能．拡
張性に優れている． 

DICOMO2015 90 



構築したシステム 

DICOMO2015 91 
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PathSim

Path:=!EDE;Path!|!ETE;Path|
NEE;Path|stop!
EDE:=!op(Device,AcWon)!
ETE:=!check(PQ,Range,T,α)!!

!

IRKit

!



空調とIoTによせて 



コンテキストアウェア空調制御 

複数家電＋複数センサ＋人工知能 

NAIST/DAIKIN 未来共同研究室 蓼科テーマ創出合宿  



詳細  

•  問題提起 
–  人は状況に応じて，快適と感じる温度が異なる． 
–  帰宅時，安静時，風呂上がり，食事（種類にもよる），料理，就寝
前，就寝後等状況毎に快適となる温度・湿度を推定する技術を開発
したい． 

•  方法 
–  生活時の快適度，温度，湿度，状況を計測し，機械学習により快適
度推定モデルを構築する． 

–  個人差や体調を考慮したモデルへの拡張やスマホを介したコンシェ
ルジュ機能の実現も視野に入れる． 

–  ウェアラブルセンサ（発汗）や環境センサ，マットセンサなど 



空調機器連携による知的ピークシフト 

全体最適化 

NAIST/DAIKIN 未来共同研究室 蓼科テーマ創出合宿  



詳細  

•  問題提起 
–  電力消費を平滑化するピークシフトが重要になってきている． 

•  方法 
–  同一ビルや同一キャンパス内の空調機器が連携し，稼働時間や出力
パワーを調整 

–  全体として電力消費を平滑化 
–  ピーク時に利用を控えると報酬がもらえるような仕組みも． 

•  適用先 
–  オフィス・大学など 
–  地域？ 



今までにないサービスを考えましょう！ 

終わり 
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