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２．研究の概要（背景・目的・研究計画・内容および成果 和文 1000 字程度、英文 100word 程度） 

（和文） 

本研究は、建物や公的空間などの人間が活動する環境に ICT（情報通信技術）を活用した知的情報処

理機能を有したセンサを埋め込み、ネットワーク化されたこれらセンサからの情報を統合し、さらにロボ

ットなどの知的機械と統合することで空間の知能化を行うものである。安全・安心で快適に且つ、昨今の

状況に鑑みエネルギーを有効活用することのできる建物・部屋の構築に寄与するものであり、ひいては新

しいライフスタイルの確立も視野に入れている。 

 本研究では、2012 年度及び 2013 年度において、空間知能化として進めてきた①人間の観測②人間の

知的作業支援③人間の移動支援を具体的なスペースに実装、コンセプトを視覚化し多くの方々に認知して

もらう。この作業を通して、学内学外の他分野の方々の理解・賛同を得て、2014 年度に外部資金を獲得

し次のステージへつなげ、2030 年の最終ゴール（コンセプト）を展望した研究体制を確立するものであ

る。具体的には、以下のスケジュールで進める。 

 (1) 2012 年度、空間知能化のコンセプトを最も効果的に見せるインテグレーション（実装）のシナリオ

策定。 

 (2) 2012 年度、上記①②③の実空間（中央大学内）への作りこみ。 

 (3) 2013 年度、空間知能化の公開。 

 (4) 2013 年度、外部資金導入の体制、シナリオの作成および産学連携などの働きかけ。 

2012 年度は上記計画に基づき、本共同研究の研究者間でのシナリオ策定に注力し、後楽園キャンパス

3902 号室に、モーションキャプチャ、視線追尾装置、生体情報収集装置を設置し、試作した超小型パー

ソナルビークルを用いて搭乗者が快適かつ安全に移動できるシステムの構築を行った。空間側から搭乗者

を観測し、超小型パーソナルビークルが空間と協調することによって人機械一体型の制御系の提案、及び

エネルギーバッファの空間的配置というコンセプトのもとにエネルギーマネッジメントに関して研究を

行った。 

これらの成果は、研究論文としてまとめられブダペストで行われた国際会議で発表された。本国際会議

において本研究プロジェクトとの共催で「空間知能化」に関する特別セッションを開催した。 

 また、本研究プロジェクトの主催で研究会、講演会を行い、広く学内外に研究成果を情報発信した。外

部資金への応募等も進めた。 

（英文） 

We have been working for Intelligent Spaces (iSpaces) which have functions of understanding human 

activities and environments by networking sensors and serving people by using Mechatoronics/Robotics devices. 

In iSpaces Robotics play important roles from a view point of human-machine interaction. There have been so 

many technologies applied to iSpaces, such as vision sensors, LRF, ultra sound sensors, electromagnetic sensors, 

and  other hardware to detect and track human and robots. And there have been a lot of human robot 

interaction technologies such as gesture recognition, voice recognition, human face recognition, and etc. 

Intelligent Spaces are good targets to integrate many kinds of technologies. 

Intelligent Spaces are requiring more powerful systematic methodologies to integrate technologies. 

Integration itself is a key to combinations of technologies. Effective synergetic ways to make Intelligent Spaces 

by integration are really important issues to establish service platforms for human and robots. The relations 
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among  Spaces (Environments), Robots and Humans are already our research targets. 

In 2012 we have studied a lot following  items 

(1)Make a scenario to enhance the importance of  iSpaces by integrating technologies into Spaces   

(2)Actual implementations of technologies into a room which is located in Chuo University 

We developed a super small personal vehicle so that we wanted to establish ideas of human-machine 

interaction. The vehicle could communicate with Spaces and connect human to Spaces through ITC. Also we 

initiated a research on Energy Management which coordinate the vehicle and energy buffer(Battery)  with 

wireless power transmission.  

And we published many papers and organized sessions and research meetings during international conferences 
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【図  書】（著者名、出版社名、書名、刊行年） 
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pp.87-105, 2013.3 
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