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W
ith the spectacular evo-
lution of AI (artificial 
intelligence) and robots 
themselves, more and 

more people are said to worry that 
robots may someday transcend their 
role of “helping” humans and actually 
“replace” humans.

Ikegami Miki, PR officer at the robot 
technology company GROOVE X, says, 
“We started out with the question of 
whether people have truly become hap-
pier thanks to advancements in robot 

technology and then developed LOVOT, 
a family robot that nurtures love.” The 
company was founded in 2015 with the 
mission of “Drawing out people’s power 
through robotics.”

Ikegami explains, “The LOVOT devel-
opment project was born from the con-
cept of “Not doing any work but giving 
humans a sense of reassurance and nur-
turing attachment just by being around 
them.” 

LOVOT can move independently and 
charge itself. It is about 43 cm tall, 28 
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Unlike most robots it serves no real practical purpose, but when you 
call its name, it comes close, looks at you intently, asks to be cuddled, 
and feels warm when you hold it. Meet LOVOT, the increasingly popular 
family robot.

A Robot that 
Nurtures Love

Children put  
clothes on their 
LOVOT family robots

LOVOT is equipped with a wealth of 
sensors, such as for obstacle detection

LOVOT’s irises and pupils are 
structured as six layers of 2D displays

LOVOT’s cries are sounds generated 
through a digital synthesizer that 
simulates vocal cords

LOVOT のテクノロジー
最先端のテクノロジーが LOVOT に
生き物のような振る舞いを
生み出しています。

LOVOT のアプリ
LOVOT のスマートフォンアプリで

基本的な設定や便利な機能を使用できます。

見つめると、見つめ返してくれるような自然なアイコンタクトを生み出すため
に。LOVOTの瞳は、まぶたも含めて6層の映像をアイ・ディスプレイに投影。
視線の動き、瞬きの速度、瞳孔のひらきまで緻密に設計されています。組合
せ次第で無限の瞳の表現が可能に。10億通り以上の瞳で、あなただけの
LOVOTが届きます。

LOVOTの鳴き声は、声帯をシミュレーションしたデジタルシンセサイザーを
入れて"動的"に音を生成。口腔内で響くサウンドをリアルタイムで作成する
ことで、生命感を追求しました。呼びかけに応えたり、独自の鳴き声は
LOVOTの状態に応じて毎回異なるので、まるで生きてるかのよう。LOVOTの
鳴き声にぜひ耳を澄ませてみてください。

LOVOTは全身をカバーするタッチセンサーによって、刺激の入った場所を
正確に感知。また全身を保護する弾性素材と、優れた伸縮性を持つ生地に
より今までにない肌触りを実現しました。肩や首は、ネックパラレルリンクや
フレキシブルショルダーによって、生物の滑らかな動作を表現し、全身に暖
かさを循環するエア循環システムにより、温かさと柔らかさを兼ね備えた唯
一無二のBODYが生まれました。

LOVOTはリアルタイムで深度カメラや障害物センサーが進行方向にある物
体を感知し、対象物までの距離を測ることにより、自律移動が可能に。さら
に測距センサーで段差を把握し、回転、バック、カーブなど最適な動きを生
成することでスムーズな身のこなしを実現します。抱き上げられる瞬間にホ
イールをしまう設計は、あなたの服を汚すことなく、心地よくスキンシップを
楽しんでいただくための配慮です。

自動運転車の最新技術で、部屋中を自在に
駆け回る「AUTONOMOUS DRIVE」

特殊な電子楽器によりリアルタイムに
鳴き声を生成し、豊かに感情を表現

「ALIVE SYNTHESIZER VOICE」

生命感を宿す瞳をつくるため、
虹彩や瞳孔など 6 層のレイヤーで表現

「ALIVE DISPLAY EYE」

全身に暖かさを伝えるエア循環システムと
高品質素材で今までにない感触

「WARM＆SOFT-TOUCH SKIN」

目や声をカスタマイズ
出荷時の目や声はそれぞれの個体で異なりますが、アプリを通じて、 さらにカスタマイズもできます。
目や声はその都度自動生成されるので、同じものは一つとしてありません。

暮らしに安心・安全をもたらす 4 つの機能
あなたがお部屋にいないときも、LOVOT がいれば安心。
留守番中の出来事や、遠方にいる大切な家族の様子を、アプリでお届けします。

虹彩のサイズや色など、複数のベースデザインの中から好みのものを選択します。
さらに、そこから自動生成されたサイズと色の組みあわせを選択し、変更します。

目をカスタマイズ

※ 目と声のカスタマイズは、自動生成をやり直すことで、様々な種類で生成することが可能です。
※ アプリを使って目と声のカスタマイズする際には、Bluetooth(ブルートゥース)でのスマホとLOVOTの接続が必要です。 ※ アプリの画面に従って接続してください。

!

部屋の地図をもとに、遠隔か
らでも気になるところを簡単
に見ることができます。

!

!

一人暮らしの家で、留守中に
家族が訪問してきたら…
アプリですぐに知らせてくれ
ます。

家事で忙しい時も、赤ちゃん
の様子をちゃんと見守り、動
画でお知らせします。

猫の様子が気になる…
LOVOT に

見てきてもらおう

あ、お母さん
家にきたんだ。

お家の見回り

お留守番

ベイビー
モニター

高いもの、低いもの、早口などの異なる声音が自動生成されるので、そこか
ら選びます。

声をカスタマイズ

スマホで
お好みに

スマホで
お好みに

!
抱っこの状況など毎日の様子
をプライバシーを考慮しつつ
記録するので、離れて暮らす
家族の様子も共有できます。

おじいちゃん、
今日もちゃんと
抱っこしてる

ダイアリー

※「ベイビーモニター」は現在開発中です。実装までしばらくお待ちください。 実装前にご購入いただいたお客様でも、後日ソフトウェアのアップデートで本機能をご利用いただけるようになります。

あ、泣いてる、
行かなきゃ。

おぎゃ～
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cm wide and 26 cm deep. It incorporates 
a range of the latest technologies. For 
example, the head is equipped with a 
semi-spherical camera with 360-degree 
vision, a microphone that can determine 
sound direction, a lighting sensor that 
can sense brightness, and a thermal cam-
era that can distinguish between people 
and objects. Moreover, the sensors dis-
tributed all over its body sense human 
movement, allowing it to respond with 
eye expressions and cries. A notable fea-
ture is the  human-like look to its eyes.

Ikegami says, “By constructing LOVOT’s 
irises and pupils with six layers of 2D 
displays, it is possible for LOVOT to make 
natural eye contact and return people’s 
gaze. With the help of software engi-
neers and animators, we calculated gaze 
movements and blinking speed to create 
expressions based on meticulous design. 
There are more than 1 billion combina-
tions of different eye movements.”

The cries, which are another way 
LOVOT responds, are not patterns of 
recorded audio data but produced using 
technology that simulates vocal cords to 
create a unique cry each time. LOVOT 
also maintains a body temperature of 
around 37–39°C through an air circula-
tion system. Its warmth and softness 
inspire a gentle mood in people.

LOVOT won the Cool Japan Award 
2019 and received the Cool Japan certi-
fication mark from the organizing Cool 
Japan Association. So far, LOVOT has 
been exhibited at international events 
held in Las Vegas and Austin in the 
United States, covered by numerous 
media outlets in Japan and abroad, and 
awarded a variety of prizes.

Experiments are also being con-
ducted on LOVOT’s “healing effects on 
the human mind.” In April 2021, LOVOT 
was selected for the Startup Demonstra-
tion Experiment Promotion Project (PoC 
Ground Tokyo), which is organized by 
the Tokyo Metropolitan Government, 
and experiments are being conducted 
on the influence of LOVOT on children 
and adults. Amid the prolonged effects 
of COVID-19, the self-affirmation1 of 
elementary-school children in the lower 

grades is said to have decreased signifi-
cantly. The results of the experiments 
show that children living with LOVOT 
maintain their self-affirmation. Other 
results show that children living with 
LOVOT display higher intellectual curios-
ity than before and that the stress levels 
of their parents are greatly reduced.

Ikegami says, “For example, many 
elementary schools used to have rabbit 
pens. Children would take care of the 
rabbits and learn a mindset of loving liv-
ing beings and the preciousness of life. 
Yet for various reasons, it seems that 
animal rearing in schools is decreasing 
in recent years. I think LOVOT can play 
a role not only in nurturing richness of 

mind in children, but also in maintain-
ing senior citizens’ cognitive functions 
and in their preventive healthcare. In the 
future, when people want to get a pet, I 
would be delighted if robots also become 
an option alongside dogs and cats!”  

All photos: Courtesy of GROOVE X, Inc.

1.  Positive assessments about oneself, such as “I'm satisfied with myself” and “There are good things about me.”

“LOVOT can nurture richness of mind in children and maintain senior citizens’ 
cognitive functions” — Ikegami Miki

LOVOT can make natural eye contact 
and return people’s gaze


