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1.  はじめに 
 

ICT（Information and Communication Technology）や

RT（Robot Technology）の技術は，近年めざましく発

達し，徐々に我々の生活に浸透してきている。特に，

その中でも IPv6 の技術により住環境の機器に個別に

ID が割当てられ，様々な機器の連携が進むことで，こ

れまでプロトコルが異なったために連携することがな

かった設備系と情報系の機器が統合 1)し高度化する動

きがみられる。これらの統合化の取り組みにより，ユ

ビキタス社会基盤に向けたネットワーク構築が強化さ

れ，建築はその舞台となることが予想される。 
本研究は，ICT や RT のツールを建築空間に適用させ，

空間が人と情報をやり取りするインターフェースとし

て調和した知能化空間を構築することを目指すもので

ある。人と空間の調和とは，ユーザーが ICT や RT の

技術を習熟し空間で使いこなすのではなく，ユーザー

の自然な振る舞いや活動を空間が察知し，支援する空

間知能化 2)の概念や，通常はユーザーの意識には昇ら

ないが必要に応じて立ち現れる Calm Technology 3)の概

念を指している。本報では，医療福祉施設に着目し，

知能化空間の可能性の検討を報告する。 
 

2.  研究の目的 
 
現在，医療福祉施設では，医療スタッフの不足や医

療保険制度改正による効率的な医療サービスが求めら

れている。また ME 機器の管理等，医療サービスの品

質を確保する法令が明文化されるなど，医療従事者に

求められる品質や安全で快適なサービスがますます期

待されている。先行研究では，医療施設での ICT の活

用事例として，医師の位置の把握，状況に応じた緊急

搬送の受け入れ可否を判断する手がかりとして，医師

の位置情報を活用するなどの研究 4)がされている。 
本研究では，電子デバイスを持ち歩くことや，声を

発するといった人の自然な言動を対象とし，ID，在/不
在状態，属性情報，発話内容といった，意味を持つコ

ンテクスト情報を建築空間へフィードバックし制御す

るシステムを構築した。これらについて，被験者実験

による人と空間の調和の適切さ（調和性）の検証及び

ICT や RT のツールを建築空間に組み込む際の設置技術

のハード面の検討を行うことを目的とする。 
 

3.  開発方針 
  
本研究では，ユーザーの自然な言動からコンテクス

ト情報注１）をセンシングする技術として，以下の要素技

術を選択した。各技術の特徴を示す。 
１）RFID 技術：ID，属性情報，在/不在状態 
２）人体通信技術：ID，在/不在状態 
３）音声認識技術：発話内容 
3.1  RFID 技術の概要と適用の検討 

RFID 技術は，電子タグとリーダ／アンテナとが無線

で通信し，電子タグの情報を読み書き可能にする技術

である。電子タグには電池を持たないパッシブタグと

＊１ 技術センター建築技術開発部ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱ技術開発室 
＊２ 東京電機大学 
＊３ 技術センター建築技術研究所 

図－１ 電子タグ 
Fig.1 Radio-frequency identification tag 

パッシブタグ アクティブタグ 
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電池を持つアクティブタグとがある。それぞれのタグ

を図－１に示す。 
パッシブタグは，リーダ（図－２左）との間で約

30mm 程の至近距離で通信を行い，ID や属性情報の読

み取りを可能にするものである。タグの記録媒体の強

誘電体メモリ FRAM は，記録保持用の電池が不要で読

み/書きの速度が速く，長期間安定した通信をするのに

適している。また特定リーダ間と通信を行うことから，

かざすことで情報の読み取りを行う運用に適している。

今回は，パッシブタグは診察券を想定し，患者から受

け取った診察券から個人情報を読み込む手段として活

用する。 
一方，アクティブタグは，電池を持ち，一定間隔で

能動的に電波を発信することが可能なタグである。電

池を有することから，センサー基盤や LED 等の組み込

みも可能であり，ID や属性情報以外に，センサーに蓄

積されたリアルタイム情報の読み取りが可能である。

アクティブタグはアンテナ（図－２右）との間を中距

離で双方向通信を行うものである。今回の検討では通

信距離が約半径 5m のダイポールアンテナを空間内に

配置した。また，温湿度センサーを実装したアクティ

ブタグを入院患者に配布し，身に着けて持ち歩くこと

を想定した。パッシブタグから読み取られた個人情報

に，好みの室内温度を入力し，アクティブタグにその

情報を紐付け携帯することで，在/不在によって空調・

照明を ON/OFF させる手段として活用の検討する。 
 

 
3.2  人体通信技術の概要と適用の検討 
人体通信技術 5)は，ユーザー側が保有するタグと，

認証するための「リーダ／ライター」（以下 R/W と表

記する）により構成される。人体通信の通信原理は，

R/W に近づくと，タグから発信された情報を微弱な電

圧を加えて送信することで，人の皮膚表面で静電結合

を起こし，人体を伝播し認証するものである。RFID 技

術は空間中を電波が伝播するのに対し，人体通信技術

では人体表面に特定情報を載せて通信するため，タグ

の出し入れを必要とせず，例えば胸ポケットや財布，

鞄の内に懐中したまま，R/W に人体が触れることで認

証することができる。医療施設を想定すると，手足が

不自由な場合や，医療スタッフがパッシブタグをかざ

して鍵の開錠が困難な出入口において，人体通信技術

の適用が想定され，それによるハンズフリーでの自動

開錠等のサービスを行う手段としての活用を検討する。 
3.3  音声認識技術の概要と適用の検討 
 音声認識技術 6)は，コンピュータを使って声を解析

し言語情報の特徴（例えばケプストラム分析注 2））を抽

出し，抽出データを用いて認識デコーダが復号して文

字変換する技術である。音声認識の概念図を図－３に

示す。空間とユーザーの意思疎通を図るために，音声

を空間とのインターフェースとして，人の意思や好み

を音声によって伝達し，快適性を向上させる手段とし

ての活用を検討する。 
 
 

4.  RFID 技術による環境制御の適用実験 
 
4.1  システム構成 
システムの構成を図－４に示す。このシステムは，

空調照明を制御する BACnet を基幹とする中央監視設備

ソフト BACS（図－４中 B-BC(1)内で稼動）を中心に，

アクティブタグとのやり取りを統括する制御装置 B-

BC(2)とパッシブタグリーダを受け持つ受付端末とが

図－２ リーダ／アンテナ 
Fig.2 Reader/Antenna 

パッシブタグリーダ アクティブタグアンテナ

図－３ 音声認識の概念図 
Fig.3 Kay map of speech recognition 

図－４ システムの構成 
Fig.4 System configuration diagram 
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LAN 経由で各々接続されている構成である。監視端末

（B-OWS）は，患者位置と制御監視情報を重畳し閲覧す

る PC である。アクティブタグからの情報（受信状態，

温湿度，電池電圧など）は，B-BC(2)で BACnet オブジ

ェクトに変換され，B-OWS に通知される。B-OWS から空

調・照明制御は，B-BC(1)でオブジェクトに変換され，

リモートステーション(RS 盤)によって信号が伝達され

る。 

4.2  実験の概要 
実験は 2007 年 3 月 27～4 月 6 日のうち計 3 日間の日

中の同一時間帯に実施した。実験では４床室を模擬し

た病棟とした。 
4.2.1  実験用模擬病室 

模擬病室の平面図を図－５に示す。病室の寸法は，

約 8.5m×約 5.0m，天井高さは 2.7m である。 
 

 

4.2.2  模擬病室の電磁環境 
模擬病室の電界強度分布を図－６に示す。アクティ

ブタグアンテナの設置位置の異なる以下の２ケースに

ついて電界強度の測定を行った。 

ケース１：天井裏に設置した場合（h=3.0m） 
ケース２：天井下に設置した場合（h=2.5m） 
電界強度を測定する範囲は，図－５中に示す 7m×

4.5m（病室２）とし，その範囲を 500mm 毎のメッシュ

の交点（ 150 点）に受信アンテナ（測定高さ：

600mm）を設置して測定した。またアクティブタグア

ンテナは，A1 のみを CW (Continuous Wave) 信号とし

て照射し，出力電界強度を 500   とした。 
この結果より，ケース２の電界強度は，ケース１よ

り強度が全体的に強いことが確認出来た。 
4.2.3  被験者実験の方法 
実験は，病室２で行い，被験者に温湿度センサー付

きアクティブタグを携帯させ，廊下側から一人づつ入

室し，所定ベッド到着時の照明・空調が自動で作動す

る機能を対象として行った。ベッドには個別照明のラ

イトスタンドと個別空調のファンが備え付けられ，入

室時と退室時の動作及び快適性について，退室後に評

価した。表－１に被験者の属性を示す。被験者は大学

学生および一般社会人を対象とし，評価項目は 1 から

5 までの 5 段階選択式評価とした。 
 
 

被験者属性（n=27） 

性別 男性 12 名／女性 15 名 

年代 20 代 15 名／30 代 6 名／40 代 2 名／50 代 1 名／60 代 1 名／無回答 2名

病院利用頻度 1ヶ月に 1回 8名／半月に 1回 5名／1年に 1回 9名／数年に 1回 5名 

 
4.3  実験結果 
被験者による評価結果を表－２，表－３に示す。評

価値は有効回答数 27 名の平均値とした。 
表－２の動作評価では，Q1,2 入室時の結果と Q4,5

の退室時の結果のいづれも，照明の作動確認の値が大

きく，照明のような視覚的に確認できるものは，被験

者の確認がされやすかった。Q3,Q6 より入室時も退室

時も 4 以上の値が得られ，人の行動に空間が呼応する

様子が確認できた。また入室時と退室時で比較すると，

退室時が入室時に比べて低い値となり，視覚的な動作

確認が評価値に影響を及ぼす傾向が同様に出た。 
表－３の快適性評価では，Q7～Q9 の回答において

評価値が分かれ，平均的には 3.7 程度の結果となった。

自由記述欄を参照すると，身体が不自由なら便利，と

いう意見や省エネの観点から評価する回答がある一方

で，照明については，急につくとまぶしい，ついてほ

しくない場合もある等，病室での様々な生活を想定し

た動作についての要望が挙げられていた。 
  

V mμ

表－１ 被験者の属性 
Table.1 Attribute group of human subject 

図－５ 模擬病室平面図 
Fig.6 Plan of demonstraction patients room 

A1 
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：アクティブタグアンテナ 

A2 A3 

5000 

Unit : dB V mμ窓側 窓側 

廊下側 廊下側

ケース１ ケース２ 
図－６ 病室２の電界強度分布 

Fig.6 Electrical field strength of patients room 
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評価項目 評価値*

Q1 病室に入室した時，個別照明の動作が確認できたか 4.92 

Q2 病室に入室した時，個別空調の動作が確認できたか 4.84 

Q3 入室時，自分の行動と機器の反応が連動していると感じたか 4.23 

Q4 病室から退室した時，個別照明の動作終了が確認できたか 4.33 

Q5 病室から退室した時，個別空調の動作終了が確認できたか 4.17 

Q6 退室時，自分の行動と機器の反応が連動していると感じたか 4.50 

*確認できた 5/どちらでもない 3/確認できなかった 1の 5 段階評価 

 

 

評価項目 評価値**

Q7 入退室に伴い，個別照明が動作することは快適か 3.69 

Q8 入退室に伴い，個別空調が動作することは快適か 3.69 

Q9 入退室に伴い，自分の行動と機器の反応が連動して，自動

的に反応することは快適か（自由記述欄有） 

3.73 

**快適である 5/どちらでもない 3/不快である 1 の 5 段階評価 

 
4.4  考察 
動作評価の結果より，照明・空調の自動制御により

利便性がはかれる一方で，快適性の評価結果より，患

者の好みや生活シーンによっては全て自動で作動する

ことが望ましくない場合があることが明らかとなった。

以上より，患者が意思を空間に働きかけるためのイン

ターフェースを別途用意する必要があると考えられる。 

 

5.  人体通信技術の建築空間への適用実験 
 
5.1  実験の概要 
人体通信技術の利用を検討する場合，人の携帯し建

築に組み込まれた R/W と通信することで認証を行う用

途を考える際，検討課題が２点考えられる。１点目は，

技術の特性上，人体表面を情報が伝播するため，首か

らぶら下げて歩行するなどした場合，タグが人体から

離れる可能性があり，どの程度までなら認証できるか

検討する必要がある。２点目は，移動経路上の床面へ

設置する場合，バリアフリーの観点から高低差がなく

円滑な仕上げが求められるが，現状技術では R/W 本体

で 10mm 程度厚みがあり，また表面保護の観点から，

ある程度人体接触部分から離れて設置することとなる。

その場合， R/W と人体との接地面までの距離が設置条

件が課題となる。よって以下の２ケースを検証した。 
ケース１：人体とタグの認証距離 
ケース２：人体と R/W の認証距離 
図－７に実験構成を示す。ケース１では，R/W を人

体に密着させた状態で，金属の影響のない木製ポール

に据え付けたタグについて人体表面からの距離をパラ

メータとし実験した。ケース２では，タグを人体に密

着させた状態で，金属の影響のない紙を挟むことで人

体表面からの距離をパラメータとし実験した。評価方

法は被験者が静止状態で R/W に乗った状態で通信を行

い，各ケースで 100 回中の認証回数を評価する。 
実験に用いた機器の仕様を表－４に示す。なお，被

験者は日本人成人の平均的な身長，日本肥満学会が発

表する BMI 値が普通体重とした男女各 1 名（20 代～30
代）とした。 

 
 

サイズ 90×55×5(mm) 
重量 約 10(g) 

タグ
電源 3V ボ タ ン 電 池

(CR2025) 
R/W サイズ 350×250×10(mm) 

周波数 18MHz 
通信
方式 変調方式 ASK 

(振幅偏移変調) 

  
 
 
 
 
5.2  実験結果 
ケース１，ケース２の結果を図－８,図－９示す。 
 

図－７ 実験構成 
Fig.7 Experiment composition 

表－２ 照明・空調の動作評価 
Table.2 Movement evaluation of lighting and air conditioning 

表－３ 照明・空調の快適性評価 
Table.3 Confort evaluation of lighting and air conditioning 

ケース１

0
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90

100

0 50 100 150 200 250 300

h=1100

h=1300

評価基準（80%）

w (タグと人体間の距離)[単位:mm]

認証率[単位:%]

図－８ 人体とタグの認証距離（ケース１）の結果 
Fig.8 Recognition distance of human body and tag 

0
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0 10 25 35 45

評価基準（80%）

認識率[単位:%] 

d (R/W と人体間の距離)[単位:mm]
図－９ 人体と R/W の認証距離（ケース２）の結果 

Fig.9 Recognition distance of human body and R/W 

Ｒ/Ｗ

ケース２

ケース１

表－４ 実験に用いた機器の仕様 
Table.4 Specification of equipment used to experiment 



大成建設技術センター報 第 43 号(2010) 

13-5

 

図－８よりケース１では，運用に耐えうる 80％以上

を認証できる距離と基準とすると，200mm が基準内で

あることが示された。w=250mm の結果を比較すると，

＋50mm 変化させただけで大幅に認証率が低下してい

る。 
図－９よりケース２では，人体と R/W の距離を変化

させた結果，d=35mm 程度までは評価基準の 80%を満

たし，安定して通信が行われている結果を得た。 
5.3  考察 
ケース１，ケース２共に，認証確率は距離により大

幅に変化する様子が得られた。ケース２において

d=30mm で認識率が落ちた原因として，被験者が直立

不動のまま起立していることが難しかったためと考え

られる。このことから，人がタグを携帯し活動の中で

認証するといったシステムを計画する際には，人間行

動の揺らぎによる，認証精度の低下を十分考慮する必

要がある。以上のことから，人体とタグとの距離(w)が
離れることを考慮すると，建築へ適用する際には，人

体と R/W の距離(d)は 25mm 以内とすることが望ましい

ことが示された。 
 

6.  音声認識技術による発話認証 
 
6.1  システム構成 
図－１０にシステム構成を示す。マイクのサンプリ

ング周波数は，16kSPS で音声を収集した。マイクは，

オーディオ・ミキサと接続され，その途中に赤外線セ

ンサを取り付けて話す時のみ手をかざして，音声入力

のトリガーとした。オーディオ・キャプチャは，オー

ディオ・ミキサで増幅された音声をディジタルに変換

し，コンピュータに送られる。また，オーディオ・キ

ャプチャは，スピーカーと接続され，スピーカーは，

話者の音声に対応した音声をコンピュータで分析して

応答する。 

音声認識のフローを図－１１に示す。人が音声で話

した内容をコンピュータで受け取り，音声認識のスコ

アにより，1.成功，2.確認，3.失敗に分岐する。1.成功 s
した時を「認識」とし，認識内容に対応する制御内容

を作成した音声ファイルで応答する。2.確認の時を

「確認」とし，閾値の範囲を設定し，その範囲に入っ

た場合は，話者に対して制御内容（例：「空調をつけま

すか？」）を確認として応答する。3.失敗では，最初の

音声入力に戻るフローとした。 

 
6.2  実験の概要 
一般的な環境条件において，複数被験者により本シ

ステムの有効性について検討した。実験の方法は，下

記に示す 10 個の短い文章を話し，何回で応答が返っ

てくるかを確認した。発話時はマイクに近接して座位

で発話し，残響時間，背景音の影響を除くとみなした

条件で実施した。 
A-1)空調つけて      A-2)空調消して 
B-1)照明つけて      B-2)照明消して 
C-1)カーテン開けて    C-2)カーテン閉めて 
D-1)ブラインド開けて   D-2)ブラインド閉めて 
E-1)ドア開けて      E-2)ドア閉めて 

6.3  実験結果 
表－７に被験者属性，表－８に，実験結果を示す。 
10 個の文章が 1 回目で認識した認識率は，86.3%と 
 
 
   20 代 30 代 40 代 50 代 合計   認識率(%)

男性 5 7 11 9 32  1 回目で認識 86.3 

女性 5 6 2 1 14  2 回目で認識  7.0 

合計 10 13 13 10 46  3 回目で認識  2.6 

       1 回目で確認  3.3 

       2 回目で確認  0.6 

       3 回目で確認  0.2 

       計 100.0 

 

  表－７ 被験者属性     表－８ 実験結果   

Table.7 Attribute group of human subject   Table8.Result 

図－１０ システム構成図 
Fig.10 System configuration diagram 

図－１１ 音声認識のフロー 
Fig.10 Flow of speech recognition 
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なり，1 回目の確認となった時は 3.3％だった。2 回目

で認識した認識率は，7.0%であった。2 回目の確認と

なった時は 0.6%となった。従って，1 回目で認識と 1 
回目の確認の認識率の合計は，約 90%となり，極めて

高い認識率であった。さらに，2 回目の認識と 2 回目

の確認を加算すると 97.2%の認識率であった。 
6.4  考察 
 複数人での被験者実験により，音声認識システムと

の対話を繰り返すことにより，認証精度を高めること

が可能であることが明らかとなった。また年齢・男女

による認識率の差は本実験ではみられなく，今回の実

験がマイクに近接し，残響時間や背景音の影響を無視

した状況で発話したためと考えられる。今後は発話音

量や，発話空間の影響を考慮し，実際の運用と照らし

合わせて構築していく必要があると考える。 
 

7.  まとめ 
 
ICT を建築空間に適用し，各技術の運用に即した人

と空間の調和に関する検討及び設置技術のハード面の

検討を行った。 
RFID 技術では，アンテナの施工方法によっては，電

界強度が低下し，本来の性能を低下させてしまう可能

性があり，十分な事前検討が必要である。また人と空

間の調和に関しては，照明のような目に見える機器の

反応と，空調のような見えにくい反応では，使い勝手

が異なり利用者の年代や利用シーンを考慮しながら設

計しなければならない。 
人体通信技術では，R/W の設置は床下 200mm 以内で

設置し，不自然でなく安定した認証が得られる持ち方

を工夫するなど運用にも配慮が必要となることが明ら

かとなった。 
音声認識技術では，ユーザーと ICT がインタラクシ

ョンをすることで，90％以上の認証が可能になるが，

認識には，実際の適応空間では，空間の響きが影響す

る可能性があり，音環境設計の十分な検討が必要とな

る。 

ICT を活用した空間では，ユーザーの日常動作や生

活環境を考慮した建築計画が，ICT を利用する上で重

要な検討課題である。今後は，各種センサの組み合わ

せや更なるその他の ICT ツールの適用，異なるプロト

コルや異種用途の組み合わせを実現するプラットフォ

ームについても検討していきたい。 
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脚注 

 
注 1）コンテクスト情報とは，対象者の行動や状況を，パターン認識等によっ

て統計的モデルとして求め，そこから推測された文脈情報を指す。例えば，

[会議室][複数人の所在あり][音声入力あり]といった場所やセンサー情報等が

入力されると，統計的に，“会議中”と判断するというように，判断の基準と

なる空間情報，活動情報及び推定された結果を指す。 

注 2）ケプストラム分析とは，声の高さや声の大きさといった発話固有の情報

を取り除き，音素に関係する情報のみを取り出し，10～20 次元程度のベクト

ルの形式で表す。 
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