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(57)【要約】
【課題】従来のリアルの世界での玩具遊びの利点を維持
しつつ、玩具をロボット化することなく比較的安価に玩
具との対話を可能とする。
【解決手段】携帯端末２００は、玩具１００に近づいた
とき、そのＲＦＩＤチップおよび玩具の所持品１１０の
ＲＦＩＤチップに記憶された情報を読み取り、当該玩具
および所持品を特定する。ついで、その玩具を表す画像
および所持品を表す画像を表示する。携帯端末２００の
入力部からの入力内容に応じて玩具１００の外観属性情
報を変化させ、その結果を玩具の画像に反映させる。ま
た、携帯端末２００を介して玩具１００とユーザが対話
を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を記憶するＲＦＩＤチップを内蔵した玩具と、
　それぞれＲＦＩＤチップを付加された、前記玩具に着脱可能に付属させることができる
１以上の所持品と、
　携帯端末とを備え、
　前記携帯端末は、
　前記玩具のＲＦＩＤチップおよび前記所持品のＲＦＩＤチップに記憶された情報を読み
取るＲＦＩＤリーダと、
　少なくとも前記玩具を表す画像およびその所持品を表す画像を表示する表示部と、
　少なくともユーザの指示の入力を受け付ける入力部と、
　制御部とを有し、
　前記制御部は、前記ＲＦＩＤチップから読み出された情報に基づいて当該玩具および所
持品を特定し、前記表示部にそれらの画像を表示するとともに、前記入力部からの入力内
容に応じて前記玩具の外観属性情報を変化させ、その結果を前記玩具の画像に反映させる
　ことを特徴とする玩具システム。
【請求項２】
　前記所持品の変更履歴情報に基づいて前記玩具の外観属性情報を変化させ、その結果を
前記玩具の画像に反映させる請求項１記載の玩具システム。
【請求項３】
　前記所持品の変更履歴情報に基づいて前記玩具から所定のメッセージを発する請求項１
記載の玩具システム。
【請求項４】
　前記入力部からの入力内容に応じて前記携帯端末上で前記玩具から所定のメッセージを
発する請求項１記載の玩具システム。
【請求項５】
　ユーザが前記携帯端末の前記入力部および前記表示部を用いて前記玩具に対するアクシ
ョンを仮想的に行い、前記入力部からの入力内容は前記アクションの履歴情報である請求
項１または４記載の玩具システム。
【請求項６】
　前記玩具は人形であり、前記玩具の外観属性情報は当該人形の少なくとも表情である請
求項１記載の玩具システム。
【請求項７】
　携帯端末において動作するコンピュータプログラムであって、
　玩具のＲＦＩＤチップおよび前記玩具の所持品のＲＦＩＤチップに記憶された情報を読
み取るステップと、
　前記ＲＦＩＤチップから読み出された情報に基づいて当該玩具および所持品を特定する
ステップと、
　少なくとも前記玩具を表す画像およびその所持品を表す画像を表示するステップと、
　入力部からの入力内容に応じて前記玩具の外観属性情報を変化させ、その結果を前記玩
具の画像に反映させるステップと
　をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を記憶するＲＦＩＤチップを内蔵した玩具等と、ＲＦＩＤリーダを備え
た携帯端末とにより構成される玩具システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　玩具の一種として人形があり、人形遊びは、大昔から現在まで廃れることがない、子供
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が興味を示す遊びの１つである。最近では、センサ技術やロボット技術が民生品へ安価に
提供されるようになってきた。その結果、人形が人間顔負けのダンスを踊るといった高度
な運動を行ったり、おしゃべりをしたり、頭をなでると顔に喜びの表情を見せたりするな
ど、多種多様な人間型ロボットが人形の仲間入りをし、身近な存在として玩具売り場など
に出現している。
【０００３】
　特許文献１には、人形などの玩具にＲＦＩＤタグのリーダライタを内蔵しておくととも
に、カードや代用貨幣、プラスチックフィギュア等のアイテムにＲＦＩＤタグチップを埋
め込んでおくことにより、玩具がＲＦＩＤタグの記憶内容を読み書きして、自身の動作を
制御する技術が開示されている。
【特許文献１】特表２００５－５０９５０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＰＣや、携帯電話端末等の携帯端末では、表示画面上の仮想的な世界におい
て人形的なキャラクタに対して衣装や装飾品の着せ替えを行うソフトウェアも知られてい
る。しかし、このような表示画面上のキャラクタは、上述したようなリアルな世界での人
形が持つ実感性に欠ける。
【０００５】
　リアルの世界での実際の人形はユーザが手で触って実感できるものであり、服飾品もユ
ーザの手で実際に人形に対して着せ替えでき、表示画面上での画像のみとしての人形とは
異なる格別な喜び、楽しみが得られるものである。
【０００６】
　このような実際の人形に動作や発声を行う機能を追加して人間型ロボットとすることは
、技術的に可能ではあっても、その製造コストは高くならざるを得ない。したがって、人
形は高価なものとなり、多くのユーザが利用できるものとはならない。
【０００７】
　本発明はこのような背景においてなされたものであり、従来のリアルの世界での玩具遊
びの利点を維持しつつ、玩具をロボット化することなく比較的安価に玩具との対話を可能
とすることを企図する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による玩具システムは、情報を記憶するＲＦＩＤチップを内蔵した玩具と、それ
ぞれＲＦＩＤチップを付加された、前記玩具に着脱可能に付属させることができる１以上
の所持品と、携帯端末とを備える。この携帯端末は、前記玩具のＲＦＩＤチップおよび前
記所持品のＲＦＩＤチップに記憶された情報を読み取るＲＦＩＤリーダと、少なくとも前
記玩具を表す画像およびその所持品を表す画像を表示する表示部と、少なくともユーザの
指示の入力を受け付ける入力部と、制御部とを有する。この制御部は、前記ＲＦＩＤチッ
プから読み出された情報に基づいて当該玩具および所持品を特定し、前記表示部にそれら
の画像を表示するとともに、前記入力部からの入力内容に応じて前記玩具の外観属性情報
を変化させ、その結果を前記玩具の画像に反映させる。
【０００９】
　また、所持品の変更履歴情報に基づいても前記玩具の外観属性情報を変化させ、その結
果を前記玩具の画像に反映させてもよい。
【００１０】
　さらに、前記所持品の変更履歴情報に基づいて前記玩具から所定のメッセージを発する
ようにしてもよい。あるいは、前記入力部からの入力内容に応じて前記携帯端末上で前記
玩具から所定のメッセージを発するようにしてもよい。
【００１１】
　このように、人形およびその所持品にはＲＦＩＤチップを追加するのみで、携帯端末が
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人形に代わってその外観の変化を表示したり、ユーザと人形とが携帯端末を介して対話を
行うことができる。したがって、人形には高度な情報処理能力が求められない。人形およ
び所持品に求められるのは、最低限、人形および所持品を識別する情報を伝達する仕組み
を持つことだけである。
【００１２】
　本発明によるコンピュータプログラムは、携帯端末において動作するコンピュータプロ
グラムであって、玩具のＲＦＩＤチップおよび前記玩具の所持品のＲＦＩＤチップに記憶
された情報を読み取るステップと、前記ＲＦＩＤチップから読み出された情報に基づいて
当該玩具および所持品を特定するステップと、少なくとも前記玩具を表す画像およびその
所持品を表す画像を表示するステップと、入力部からの入力内容に応じて前記玩具の外観
属性情報を変化させ、その結果を前記玩具の画像に反映させるステップとをコンピュータ
に実行させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば次のような顕著な効果が得られる。
【００１４】
　ユーザと人形との対話は携帯端末が代行するので、人形には高度な情報処理能力が必要
とされない。したがって、人形を安価に提供できる。
【００１５】
　ＲＦＩＤチップは比較的安価なので、人形の所持品も既存の人形向け所持品とあまり変
わらない価格で提供できる。
【００１６】
　機能を追加したいときは、携帯端末側のソフトウェアだけで対応できる。
【００１７】
　人形およびその所持品をＲＦＩＤチップにより携帯端末が検出することができ、ユーザ
はその状況に応じて携帯端末を介して人形との対話を行ったり、人形の外観属性を端末の
表示画面上で変化させたりすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本実施の形態における玩具システム全体の構成例を示した図である。この玩具
システムは、玩具の一例としての人形（人形本体）１００、人形の所持品（例えば人形が
所持する服飾品等）１１０、個々の所持品１１０（１０２，１０４，１０６ａ，１０６ｂ
等）の情報を読み取る機能を有する携帯端末２００、この携帯端末２００とインターネッ
ト２５０のような通信ネットワークを介して通信可能なサーバ２７０により構成される。
【００２０】
　図２は、本実施の形態における玩具システムにおける人形１００、所持品（例えば人形
が所持する服飾品等）１１０、および携帯端末２００の機能を示した図である。ここでは
携帯端末２００として携帯電話端末を例としている。人形の所持品１１０としては、例え
ば、図では、人形本体１００に付属させることができる衣服１０２、靴１０４、アクセサ
リ１０６等の服飾品を示している。人形本体１００には、ＲＦＩＤチップ１０１が内蔵さ
れている。このＲＦＩＤチップ１０１により、生産される人形一体ごとに固有の識別番号
が割り振られている。所持品の各々についても、ＲＦＩＤチップ１０１，１０３，１０５
，１０６が内蔵または付加されている。ＲＦＩＤチップは、情報を記憶するＩＣチップを
含み、外部のリーダで無線（電波または電磁波）により当該ＩＣチップから情報が読み出
されるよう構成されている。ＩＣチップ内には、当該所持品を識別することができるＩＤ
情報等が記憶される。ＲＦＩＤチップは、ＲＦＩＤタグ、ＩＣタグ、無線タグ等とも呼ば
れ、通常、物の管理のために物に付随して利用されるものである。本実施の形態のＲＦＩ
Ｄチップ１０７は、電源の要らないパッシブ型のＲＦＩＤチップを想定している。
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【００２１】
　各所持品のＲＦＩＤチップに記憶されるＩＤ情報以外の情報は、個々の所持品によって
異なる。
【００２２】
　例えば、人形に着せる衣服１０２には、ＲＦＩＤチップ１０３が内蔵されている。この
ＲＦＩＤチップ１０３により、生産される人形の衣服の種別ごとに固有の識別番号が割り
振られている。人形の場合とは異なり、同じデザインの衣服（例えば黄色の花柄ワンピー
ス）であれば、一着ごとに固有の識別番号を割り振る必要はない。
【００２３】
　人形１００に履かせる靴１０４には、ＲＦＩＤチップ１０５が内蔵されている。このＲ
ＦＩＤチップ１０５により、生産される人形の靴の種別ごとに固有の識別番号が割り振ら
れている。人形の場合とは異なり、同じデザインの靴（例えば黒色の革靴）であれば、一
足ごとに固有の識別番号を割り振る必要はない。
【００２４】
　人形１００を飾るアクセサリ１０６には、ＲＦＩＤチップ１０７が内蔵されている。こ
のＲＦＩＤチップ１０７により、生産される人形のアクセサリの種別ごとに固有の識別番
号が割り振られている。人形の場合とは異なり、同じデザインのアクセサリ（例えば金色
のブレスレット）であれば、一品ごとに固有の識別番号を割り振る必要はない。
【００２５】
　図２において、携帯端末２００には、本実施の形態における主要な機能部として、ＲＦ
ＩＤリーダ２１４、ＲＦＩＤ情報識別部２２０、人形およびその所持品に関するデータベ
ース２２１、感情履歴管理部２２２、感情判定部２２３、出力情報作成部２２４、および
画面表示部２２５を有する。
【００２６】
　ＲＦＩＤリーダ２１４は、他の携帯端末のＲＦＩＤチップに記憶されたＩＤ情報等を無
線により読み出すためのリーダである。ＲＦＩＤリーダ２１４により、携帯端末２００は
、人形１００およびその衣服１０２、靴１０４、アクセサリ１０６に内蔵されているＲＦ
ＩＤチップ１０１、１０３、１０５、１０７、１０９に記憶されている情報を読み取るこ
とができる。
【００２７】
　データベース２２１は、後述するような人形の感情履歴情報、人形個人情報、人形所持
品情報等の情報を蓄積し、携帯端末の制御部１０１が検索することができるようになって
いる。
【００２８】
　ＲＦＩＤ情報識別部２２０は、ＲＦＩＤチップ１０１、１０３、１０５、１０７、１０
９から得た情報について、データベース２２１に蓄積されている人形および人形の各種所
持品に関する情報と比較して、人形と所持品を特定する。
【００２９】
　感情履歴管理部２２２は、情報識別部２２０が特定した人形および所持品情報を、デー
タベース２２１に蓄積されている人形の感情の履歴情報の読み出し、および人形の感情の
履歴情報のデータベース２２１の更新を行う。
【００３０】
　感情判定部２２３は、情報識別部２２０が特定した人形および所持品情報に対して、デ
ータベース２２１から感情履歴管理部２２２が読み出した人形の感情の履歴情報に基づい
て、人形の次の感情を決定する。
【００３１】
　出力情報作成部２２４は、感情判定部２２３が決定した人形の感情をもとに、静止画ま
たは動画で人形の画像を作成する。また、人形がユーザに話しかけるメッセージも生成す
る。
【００３２】



(6) JP 2008-279165 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

　画面表示部２２５は、出力情報作成部２２４が作成した人形および所持品の画像を、携
帯端末の表示部に表示する。
【００３３】
　図３は、本実施の形態に係る携帯端末２００の概略のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【００３４】
　携帯端末２００は、バス２１５で相互に接続された、制御部２０１、通信部２０３、表
示部２０４、操作部２０５、メモリ２０６、発光部２０７、バイブレータ２０８、音声処
理部２１０、カレンダ・時計部２１３、ＲＦＩＤリーダ２１４、および音声処理部２１０
に接続されたスピーカ２１１、マイク２１２を備えている。
【００３５】
　制御部２０１は、ＣＰＵ等を含み、携帯端末２００の各部を制御する。　通信部２０３
は、ＲＦ部、変調回路等を含み、アンテナ２０２を介して基地局との間で、通話およびメ
ール通信等のための無線通信を行う。
【００３６】
　表示部２０４は、図２の画面表示部２２５に相当し、ＬＣＤ、有機ＥＬ等の表示デバイ
スおよび表示駆動回路を有し、画像やテキスト等の表示情報の表示を行う。
【００３７】
　操作部２０５は、制御キー、テンキー等の各種のキーを有し、ユーザによる指示やデー
タの入力を受け付ける。操作部２０５は、表示部の画面の少なくとも一部に検出領域が重
ねられたタッチパネルを含んでもよい。
【００３８】
　メモリ２０６は、ＲＯＭ，ＲＡＭ等を含み、ＣＰＵが実行するＯＳや各種アプリケーシ
ョン等のプログラムやデータを記憶する。ＲＯＭには、フラッシュメモリのような再書き
込み可能な不揮発性メモリを含みうる。
【００３９】
　発光部２０７は、ＬＥＤ等の発光素子を含み、ユーザに対して光による着信通知等を行
う。バイブレータ２０８は、振動によりユーザに電話やメールの着信等を知らせる。
【００４０】
　音声処理部２１０は、音声のエンコーダ、デコーダ、ＤＡ変換器、ＡＤ変換器等を含み
、スピーカ２１１（イヤホン含む）に対する音声出力およびマイクからの音声入力を行う
。スピーカ２１１による音の発生、発光部２０７により光の発生、バイブレータ２０８に
より振動の発生がユーザに対する報知手段を構成する。
【００４１】
　カレンダ・時計部２１３は、ＲＴＣ（Real Time Clock）のような要素を含み、日時情
報の生成およびタイマー機能等を提供する。ＲＦＩＤリーダ２１４は、上述したとおりで
ある。
【００４２】
　なお、近年、電子マネーや電子乗車券として利用できる非接触ＩＣカードやその機能を
搭載した携帯電話端末が普及してきている。非接触ＩＣカードも無線（電波）により情報
が読み書きできるＩＣチップを内蔵しており、外部のリーダライタで情報の書き込み、読
み出しができる点でＩＣタグと類似している。したがって、ＲＦＩＤチップは非接触ＩＣ
カードであってもよい。したがって、本発明における「ＲＦＩＤチップ」には非接触ＩＣ
カードも含むものとする。
【００４３】
　図４，図５，図６に、それぞれ、データベース２２１に保存されている人形感情情報４
００と、人形個人情報５００と、人形所持品情報６００の例を示す。
【００４４】
　人形とコミュニケーションをする相手は人間であるので、図４に示した人形感情情報４
００は、人形の感情の要素を表す情報であり、ここでは便宜上、人間の感情である喜怒哀
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楽を用いる。すなわち、人形の感情を「喜」「怒」「哀」「楽」に分割し、それぞれの感
情が最も落ち着いている状態を０点に、最も高揚している状態を１００点と数値化して、
データベース２２１に保存する。
【００４５】
　図５に示した人形個人情報５００としては、人形に与えられた「人形ＩＤ」「名前」「
年齢」「性別」「容姿」等の情報を含む。「名前」「性別」は文字列情報である。「人形
ＩＤ」は個々の人形を識別するための識別情報であり、本例ではＲＦＩＤの識別データを
そのまま種別情報として用いる。「年齢」は数値情報である。「容姿」は画像情報（画像
生成用データ）である。少なくとも人形ＩＤはその人形のＲＦＩＤチップ１０１から取得
される。画像生成用データは、データ量が大きいため、サーバ２７０（図１）からインタ
ーネット経由で取得されることを想定している。他の情報はＲＦＩＤチップ１０１、サー
バ２７０のいずれから取得されてもよい。ＲＦＩＤチップ１０１が画像生成用データも記
憶できれば、サーバ２７０を利用する必要はない。「名前」はユーザが操作部から任意の
文字を入力することにより、変更できるようにしてもよい。
【００４６】
　図６に示した人形所持品情報６００は、所持品を特定する情報として、「名称」「所持
品ＩＤ」「外観」の３つの要素を用いる。「名称」は、人間が容易に可読可能な文字列情
報である。「所持品ＩＤ」は、所持品の種別を表すデータである。所持品ＩＤとしてＲＦ
ＩＤの識別データをそのまま用いてもよいが、その場合、その識別データの所持品種別と
の対応テーブルを別途用意する。次に、所持品の「外観」は、携帯端末２００の画面表示
部２２５に表示する画像作成用データである。人形個人情報５００と同様、少なくとも所
持品ＩＤはＲＦＩＤチップ内に記憶しておき、画像生成用データはインターネット経由で
サーバから取得する。「名称」はいずれから取得してもよい。
【００４７】
　図７に、本実施の形態における人形の感情の決定に用いる各種の情報を示す。
【００４８】
　図７（ａ）は、人形に対してユーザがとったアクションおよびその日時をアクション履
歴情報７０１としてメモリに保存した様子を示す。データの記憶容量が限られることから
、現在より一定期間前のデータは自動的に消去するようにしてもよい。
【００４９】
　図７（ｂ）は、人形の所持品の変更があった場合に所持品数を所持品変更履歴情報７０
２としてメモリに保存した様子を示す。この情報についても、現在より一定期間前のデー
タは自動的に消去するようにしてもよい。
【００５０】
　図７（ｃ）は、人形の感情を決定するための情報をパラメータ７０３として保存した様
子を示している。パラメータ７０３の項目としては、「単位期間あたりの人形を褒めた回
数」の項目７１１、「単位期間あたりの新しい所持品の増加数」の項目７１２、「単位期
間あたりの人形との対話回数」の項目７１３、「単位期間あたりの所持品を変更した回数
」の項目７１４を含む。「単位期間あたりの人形との対話回数」７１３の「対話」にはす
べてのアクションを含むものとする。「単位期間あたりの所持品を変更した回数」７１４
の「所持品を変更」には所持品の増加および減少を含む。増減がなくても種類が変わった
場合もこの回数に含めてもよい。「単位期間」は特に限定するものではないが、例えば１
日、数日、１週間、等の予め定めた期間である。
【００５１】
　図８に、人形個人情報のうちの「容姿」の画像生成用データに基づいて生成される人形
の画像８００の一例を示している。これは、実際の人形本体１００に対応して、携帯端末
の表示部に表示されるものなので、人形本体１００を模した画像であることが好ましい。
【００５２】
　図９は、人形からユーザへ対して発せられるメッセージの一例を示している。この例で
は、ユーザが人形に対して新たな所持品をプレゼントした（すなわち、データベース２２
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１に新たな所持品が追加された）ときの人形からユーザへ対して発せられるメッセージ８
１０の例を示している。ここでは携帯端末２００の表示画面に文字によるメッセージを表
示する例を示している。これに代えて、またはこれに加えて、音声によるメッセージ出力
を行うようにしてもよい。
【００５３】
　データベース２２１への新たな所持品の追加は、その所持品がＲＦＩＤリーダにより検
出されたときに行われる。但し、その所持品が既に所持品情報６００に登録済みであれば
重複した登録はしない。
【００５４】
　図１０は、ユーザの人形に対するアクションの選択肢９０１～９０３を画面上にボタン
として表示した例を示したものである。ここでは、「人形の（所持品）を褒める」、「何
も答えない」「話題を変える」という選択肢を示している。「（所持品）」の中には、人
形が新たに取得した所持品の名称を制御部が自動的に入れ込むようにすることができる。
ユーザは操作部２０５（図３）の操作により、選択肢９０１～９０３のいずれかを指示す
ることにより、人形に対するアクションを行うことができる。図１０において示した選択
肢の内容および個数はあくまで例示であり、本発明はこれらに限られるものではない。こ
のようなユーザのアクションの内容によって、人形の感情が影響を受ける。
【００５５】
　また、図示しないが、ユーザによる入力部からの入力内容（上記アクション）に応じて
玩具から応答のメッセージを発する。例えば「ネックレスを褒める」９０１の指示に対し
ては「ありがとう」という応答メッセージを発する。ユーザのどのようなアクションに対
して人形がどのような応答メッセージを発するかは予め定めておくことができる。その対
応関係は一通りでなく、複数の選択肢から制御部がランダムに選択するようにしてもよい
。
【００５６】
　次に、図１１により、本実施の形態におけるパラメータ７０３（図７）を決定する方法
を説明する。図１１の処理は、携帯端末２００が人形および人形の所持品に関する情報を
ＲＦＩＤチップから読み込む時点から、パラメータ７０３を変更するまでの処理例を示し
ている。
【００５７】
　まず、ユーザが自分の携帯端末を人形に近づけ、携帯端末に内蔵されているＲＦＩＤリ
ーダを起動する。これにより、ＲＦＩＤリーダが、人形および人形の所持品に組み込まれ
ているＲＦＩＤチップから情報を読み出す（Ｓ１１、Ｓ１２)。情報の読み出しを逐次処
理するか並列処理するかはＲＦＩＤリーダの既知の機能により様々である。ここでは取り
込み方法は逐次処理されるものとする。
【００５８】
　ＲＦＩＤリーダが、人形および人形の所持品情報の読み出しを完了したら、次にＲＦＩ
Ｄ情報識別部２２０が、それらの情報を携帯端末内部のデータベース２２１に保存されて
いる情報と比較して、人形と所持品を特定する（Ｓ１３）。
【００５９】
　そこで、必要に応じて所持品変更履歴情報７０２を更新する（Ｓ１４）。所持品の変更
があった場合に、その日時および新たな所持品数を所持品変更履歴情報７０２に追加する
。そこで、パラメータ７０３を更新する（Ｓ１５）。この場合、パラメータ７０３の、所
持品に関連した項目７１２，７１４を更新する（Ｓ１６）。
【００６０】
　図１２は、周期的に起動され、人形の感情を携帯端末の画面に表示する処理の流れの一
例を示している。この処理の前提条件として、ユーザが入手した人形および所持品に関す
る情報が、既に携帯端末内部のデータベースに保存されていることとする。これらの情報
は携帯端末のデータ通信機能を用いて外部から随時取り込むことで、携帯端末内部のデー
タベースに保存されているデータの更新を逐次行うことが可能である。
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【００６１】
　まず、特定した人形の感情の履歴情報を感情履歴管理部２２２が、データベースから取
得し、パラメータ７０３に応じて更新する（Ｓ２１）。ついで、特定した所持品と特定し
た人形の感情の履歴情報の組み合わせから感情判定部２２３が所定のアルゴリズムを用い
て、現時点での人形の感情を決定する（Ｓ２２）。この感情を決定するための具体的な方
法については後に詳述する。さらにこの決定した人形の感情をもとに出力情報作成部２２
４が人形の発するメッセージを作成する（Ｓ２３）。このメッセージの作成は、予め用意
された複数のメッセージの中から状況に応じたものを選択することにより行える。また、
人形の名前、所持品の名前等はそのメッセージのなかに適宜埋め込むことができる。
【００６２】
　ついで、該当する人形および所持品の画像および作成したメッセージを画面表示部が携
帯端末の画面に表示する（Ｓ２４）。
【００６３】
　図１３の処理は、ユーザから人形に対してアクションがある度に起動される。この処理
では、まず、当該アクションの種類（アクションＩＤ）および日時をアクション履歴情報
７０１に追加する（Ｓ３１）。ついで、この更新されたアクション履歴情報７０１に基づ
いてパラメータ７０３の、アクションに関連した項目７１１，７１３を更新する（Ｓ３２
）。
【００６４】
　本実施の形態では、人形の感情を決定するためのアルゴリズムの例として、感情を喜怒
哀楽の４つに分解して、以下のように評価する。
【００６５】
　「喜」の感情は、一定時間内にユーザが人形を褒めた回数がある閾値を超えて多ければ
多いほど数値が上がり、逆に閾値よりも少なければ少ないほど下がる。閾値と同じならば
数値に変更はない。
【００６６】
　「怒」の感情は、一定時間内にユーザが人形に新しく与えた所持品数がある閾値を超え
て多ければ多いほど数値が下がり、逆に閾値よりも少なければ少ないほど上がる。閾値と
同じならば数値に変更はない。
【００６７】
　「哀」の感情は、一定時間内にユーザと人形による対話回数がある閾値を超えて多けれ
ば多いほど数値が下がり、逆に閾値よりも少なければ少ないほど上がる。閾値と同じなら
ば数値に変更はない。
【００６８】
　「楽」の感情は、一定時間内にユーザが人形の所持品を変更した回数がある閾値を超え
て多ければ多いほど数値が上がり、逆に閾値よりも少なければ少ないほど下がる。閾値と
同じならば数値に変更はない。
【００６９】
　最後に喜怒哀楽それぞれの感情の度合いを0点から100点の中で数値を置き換えることで
、最終的な人形の感情を決定する。
【００７０】
　次に、人形の感情を画面上に表現、つまり出力する。そのため、喜怒哀楽の数値を基に
出力情報作成部２２４が、人形の表情や動き（玩具の外観属性情報）を示す静止画または
動画を作成する。画像作成アルゴリズムの例として、閾値よりも高い感情要素については
肯定的な顔の表情を作り、逆に閾値よりも低い感情要素については否定的な顔の表情を作
する。
「喜」の感情は、動きのあるポーズのとり方の程度で表す。
「怒」の感情は、眉毛と目のつり上がり具合で表す。
「哀」の感情は、頬の赤みの程度で表す。
「楽」の感情は、笑ったときのロの開き具合で表す。
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【００７１】
　人形の表現は画像だけでもよいが、本実施の形態のフローでは人間とのコミュニケーシ
ョン手段として、喜怒哀楽の数値を基に任意のアルゴリズムを用いて、出力情報作成部２
２４が感情を表したメッセージ（文章）を作成して、それを画像とともに表示する場合を
示している。
【００７２】
　本実施の形態によれば、以下の効果がもたらされる。
（１）人形が、その人形のおかれた状況と関連した、自然な喜怒哀楽を表現することがで
きる。
（２）携帯端末が人形の代弁をすることにより、複雑かつ語彙数の多い言葉を使って、人
形が人間に語りかけることができる。
（３）人形には高度な情報処理能力が必要とされず、本業を安価に提供できる。
（４）人形に与える所持品の品揃えを無限に増やした場合、その所持品１つ１つに対して
人形との対話のバリエーションも同様に無限に増やすことができる。
（５）ＲＦＩＤは安価なので、人形に与える所持品も既存の人形向け所持品とあまり変わ
らない価格で提供できる。
（６）機能追加したいときは、携帯端末側のソフトウェアだけで安価に対応できる。
【００７３】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記で言及した以外にも種々の
変形、変更を行うことが可能である。例えば、玩具として人形について説明したが、犬や
猫等の動物のぬいぐるみのようなものであってもよい。
【００７４】
　人形の表情の変化のアルゴリズムはあくまで例示であり、本発明は上記の具体例に限ら
れるものではない。
【００７５】
　携帯端末は携帯電話端末を例に説明したが、これに限らず、ＰＤＡ、ゲーム機、小型Ｐ
Ｃ等、任意の携帯型の端末装置であってよい。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態における玩具システム全体の構成例を示した図である。
【図２】図１の玩具システムにおける人形、所持品、および携帯端末の機能を示した図で
ある。
【図３】図１の玩具システムにおける携帯端末の概略のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるデータベースに保存されている人形感情情報の例を
示す図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるデータベースに保存されている人形個人情報の例を
示す図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるデータベースに保存されている人形所持品情報の例
を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における人形の感情の決定に用いる各種の情報を示す図であ
る。
【図８】本発明の実施の形態における人形の画像の一例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態における人形からユーザへ対して発せられるメッセージの一
例を示す図である。
【図１０】ユーザの人形に対するアクションの選択肢を画面上にボタンとして表示した例
を示した図である。
【図１１】本発明の実施の形態におけるパラメータ（図７）を決定する方法を説明するた
めの図である。
【図１２】本発明の実施の形態において、周期的に起動され、人形の感情を携帯端末の画
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面に表示する処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態において、ユーザから人形に対してアクションがある度に
起動される処理のの流れの一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７７】
１００…人形本体、１０１，１０３，１０５，１０６，１０７…ＲＦＩＤチップ、１０２
…衣服、１０４…靴、１０６…アクセサリ、２００…携帯端末、２０１…制御部、２０２
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