
releasenote.md 4/26/2023

1 / 31

Ver: v1.7.7 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2023/04/26

unibo

修正

�. ユニボからの発話機能の修正

v1.7.6で発⽣している特定の条件で発⽣していたユニボからの発話を抑えるものになります

注意事項

Azure-IoT-Hubノードは⾮推奨となりました。v1.7.4以降においてノードの削除を予定しておりますので、もし利⽤

されている場合は、ノードの利⽤停⽌、ソースコードからの削除をお願いいたします。対象のノードがソースコード

に残ったままになりますと、デプロイが失敗する原因となります。

Ver: v1.7.6 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2023/04/19

unibo

修正

�. システムの安定化に関わる修正

�. 各種サーバの安定化対応

�. ⾳声合成機能の更新

skillcreatorに関するアップデート

�. トリガーモード時にchatノードが動作しなくなるケースの修正

�. Azure⾳声合成で使えない話者の修正

�. 説明欄の誤字脱字の修正

�. スキルクリエーターの動作安定に伴う修正

unibo-withに関するアップデート

�. unibo v1.7.6に対応

uniboを1.7.6にアップデートすると以前のunibo-withでは使⽤出来ませんので、uniboのアップデートと⼀緒に

unibo-withを最新にして下さい。また、unibo-withを最新にすると、uniboのv1.7.5以下では使⽤出来なくなり

ますのでご注意下さい

unibostoreに関するアップデート

�. マイページに下記機能を追加
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ユニボ⼀覧、ユニボ詳細ページにユニボID、システムバージョン名、最終起動⽇時を表⽰

システムバージョン名はユニボをアップデートするとv1.7.6と表⽰されるようになります。アップデートする

までは空⽩表⽰のままになります

最終起動⽇時はユニボをアップデート後、最初の電源ON時から表⽰されるようになります。それまでは空⽩

表⽰のままになります

ユニボ⼀覧ページ、ユニボ詳細ページの習得可能スキルパック⼀覧・習得済スキルパック⼀覧、デベロッパー

スキルパック⼀覧ページに検索・ページング機能を追加

注意事項

Azure-IoT-Hubノードは⾮推奨となりました。v1.7.4以降においてノードの削除を予定しておりますので、もし利⽤

されている場合は、ノードの利⽤停⽌、ソースコードからの削除をお願いいたします。対象のノードがソースコード

に残ったままになりますと、デプロイが失敗する原因となります。

Ver: v1.7.5 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2022/03/28

unibo

修正

�. スキルクリエイターの⾳声認識・合成ノードでazureが利⽤できない問題の修正

�. Youtube動画再⽣ができない問題の修正

�. スキルクリエーターの動作安定に伴う修正

注意事項

Azure-IoT-Hubノードは⾮推奨となりました。v1.7.4以降においてノードの削除を予定しておりますので、もし利⽤

されている場合は、ノードの利⽤停⽌、ソースコードからの削除をお願いいたします。対象のノードがソースコード

に残ったままになりますと、デプロイが失敗する原因となります。

Ver: v1.7.4 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2021/06/08

unibo

修正

�. Youtube動画再⽣ができない問題の修正

�. スキルクリエーターの動作安定に伴う修正

�. システムの安定化に関わる修正

注意事項

Azure-IoT-Hubノードは⾮推奨となりました。v1.7.4以降においてノードの削除を予定しておりますので、もし利⽤

されている場合は、ノードの利⽤停⽌、ソースコードからの削除をお願いいたします。対象のノードがソースコード
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に残ったままになりますと、デプロイが失敗する原因となります。

Ver: v1.7.2 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2020/11/04

unibo

新規機能

�. 起動時のネットワーク接続の⾃動再接続機能を追加 （15秒で⾃動的に再接続を実施）

�. 定期的な⾃動再起動機能を追加 （デフォルトでAM 2�00に再起動します。変更したい場合は、ユニボストアで

変更することができます。）

修正

�. スリープ時にバージインを⼀時停⽌しないように修正

�. OTAダウンロードのリトライでレジューム対応

skillcreator

新規機能

�. MQTTノードの追加

修正

�. WebViewノード向けにSSL証明書を更新

�. Bluetoothノードにタイムアウト変更機能を追加

�. ⾜タッチトリガー実⾏時の終端処理リセットの追加

Ver: v1.7.1 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2020/02/19

unibo

新規機能

�. 有線LANの固定IPへの対応

修正

�. youtubeの動画が再⽣出来なかった問題を修正 （⼀部再⽣できない動画は存在します）

skillcreator

修正
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�. 顔検出ノードのパフォーマンス改善

�. 情報ノードにユニボのステータス情報を追加

�. emailノードの更新

�. カメラノードの軽微なバグ修正

Ver: v1.7.0 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2020/01/23

unibo

新規機能

�. 起動時にユニボの動作に関わるサービスへのアクセス確認機能を追加

サービスへ接続できなかった場合はポート番号がダイアログに表⽰されます。

�. HDMI接続による外部ディスプレイ表⽰の利⽤許可設定の追加

外部ディスプレイ表⽰のためにHDMI-USBケーブルをご利⽤されているお客様は、必ずユニボストアの対象ユ

ニボの基本設定画⾯にあります「HDMI接続設定」を有効にしてください。v1.7.0以降では、本設定を有効とし

ない場合、HDMI-USBケーブルを接続していても、外部出⼒することはできません。

修正

�. 起動時のスキルパック処理においてACアダプタの接続の必須化

�. ⾳声認識のパフォーマンス改善

�. スリープ時の⾸を左右に振らないように修正

�. 内部エラーとなる要因の修正

skillcreator

修正

�. 各種機能の追加・更新

�. 説明ウィンドウの内容を更新

�. BLEノードにおけてストレージの読み込みができていなかった不具合を修正

�. ストレージノードの⾳声選択部分を修正

�. ⾳声認識・⾳声合成ノードの選択肢からBingを削除

Ver: v1.6.9 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2019/10/08

unibo

修正
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サイレントモードの仕様変更（「静かにして」や「うるさい」などのコマンドにより⾳声認識・顔認証を停⽌

します。胸ボタンの単押し、あるいは⻑押しで元に戻ります）

起動時のスキルパック処理を⾼速化

起動時のスキルパック処理をACアダプタにて給電中のみ仕様を変更

skillcreator

修正

ActionNodeの項⽬を修正

Ver: v1.6.8 / 1.0.17 / 0.0.3

更新: 2019/09/10 23�00

unibo

修正

⾳声認識に関わる初期値を更新

内部エラーになる不具合を修正

Azureの⾳声認識が無⾳状態が続いた場合いつまで⽴ってもタイムアウトできない不具合を修正

スキルパックのインストールを起動時のみに変更

設定画⾯に「各種登録」項⽬を追加（顔登録、リモコン登録、友達登録のスキルパックを呼び出せます）

skillcreator

修正

動画再⽣ノードで⾜表⽰のみを選択できるように修正

⾼速返答ノードでタイムアウトをmsg.timeout変数で動的に制御できるように修正（使⽤する場合はconfig上

はタイムアウトを-1と指定してください）

注意点

今回、ノイズを拾いにくくするために、⾳声認識に関わる各種初期値を更新しております。初期値を反映させる場

合、設定画⾯ にあります「環境モード切替」でご使⽤のモードを再度選択してください。  また、すでにお知らせし

ておりますが、Microsoftが提供する「Bing Speech API」が、2019年10⽉15⽇をもってサービスが終了いたしま

す。なお、今後のアップデートで⾳声認識・⾳声合成ノードの選択肢からもBingは削除され、選択できないようにな

ります。

Ver: v1.6.7 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/06/26 22�00

unibo

新規機能



releasenote.md 4/26/2023

6 / 31

動画再⽣に10s早送り・10s巻き戻しボタンを追加

有線LAN利⽤時のプロキシ対応

修正

スキルパックインストール時に⾳声認識が⼊ってしまう不具合を修正

内部エラーになる可能性を対応

skillcreator

新規機能

動画再⽣ノードの表⽰タイプにデフォルトサイズを追加（通常はフルスクリーン表⽰）

修正

セレクトノードの写真表⽰でキャッシュを⽤いないように修正

動画再⽣ノードを繰り返し実⾏するとローディング中のままになる不具合を修正

シーン切り替えや表情の変更時などにフリーズする不具合を修正

Ver: v1.6.6 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/05/21

unibo

新規機能

タイマーの解除コマンドを追加（タイマーの解除、タイマ⽌めて）

修正

カメラ機能OFF時の挙動改善

スリープ時などに画⾯照度を落とすように修正

ステータス表⽰が表⽰されないケースを修正

設定画⾯の端末情報を更新

軽微なバグ修正

skillcreator

新規機能

コマンドチェックノードの追加

skillcreatorでのライセンス未設定などの警告内容をデバッグタブにも表⽰

修正

返答ノードの仕様変更を情報タブに追記（次回アップデートにて msg.defaultFunction 変数の廃⽌予定）

顔認証ノードの出⼒内容を修正

画像表⽰ノードの写真表⽰でキャッシュを⽤いないように修正
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リモコンノードのmsg.command変数に関するバグ修正

シーン切替がうまく出来ないケースがある問題を修正

Ver: v1.6.5 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/04/18

unibo

修正

作成中のスキルパックが削除されてしまう不具合を修正

Ver: v1.6.4 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/04/14

unibo

修正

スキルパックの更新に伴うバグ修正

内部エラーが発⽣する問題を修正

skillcreator

修正

セレクトノードでタイムアウトしない問題を修正

Ver: v1.6.3 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/03/12

unibo

新規機能

設定画⾯にカメラ機能のON/OFFを追加（ゲスト固定時のみ選択可能）

設定画⾯にスリープ機能のON/OFFを追加

※ 上記の機能は、法⼈向けユニボのみのご利⽤可能です。

修正

写真が表⽰されないバグを修正

選択画⾯でフリーズする問題を修正

スキルパックのインストール・アンインストール処理の安定化
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⼩マイクアイコンの位置修正

ビデオ通話時のプレビュー位置を修正

内部エラーが発⽣するバグを修正

skillcreator

修正

WebViewでのタッチ領域の全画⾯対応（画⾯下部分でタッチ不可領域があったため）

Azureの⾳声合成でSSMLが機能しなかった問題を修正

Ver: v1.6.2 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/02/18 22�00

unibo

修正

写真表⽰ができないケースがある問題を修正

スキルパックのインストール・アンインストールの挙動を変更 （インストール・アンインストール処理は発話

開始時に実⾏されます）

会話中に内部エラーが発⽣するバグを修正

ビデオ通話時に内部エラーになるバグを修正

skillcreator

修正

touchNodeの仕様変更 （既存のノードについてはこれまでの動きとは変更ありません。新規に使⽤される場

合のみ適⽤となります。詳細はタブを参照ください）

Ver: v1.6.1 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/01/28 22�00

v1.6.1は、v1.6.0からの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

unibo

新規機能

写真表⽰機能を更新（⼀覧表⽰に対応）

パフォーマンスの改善

修正

割り込み発話の動作修正

カメラのプレビュー表⽰時に前回の画像が⼀瞬表⽰される問題を修正
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設定画⾯表⽰中にスキルパックインストールが割り込まないように修正

顔登録成功後に失敗のダイアログが出る場合があるバグを修正

ユーザー固定時にビデオ通話終了後ユーザー名が表⽰されないバグを修正

設定画⾯表⽰時に何も表⽰されないケースがあるバグを修正

顔登録の⾼速化

WebViewNodeのリンククリック動作を改善

skillcreatorを⻑時間実⾏した場合に内部エラーになる原因を対応

家庭向けユニボのデフォルト設定でバージインをOFFになるように修正

家庭向けユニボのデフォルト設定でユーザー固定を所有者アカウントの固定になるように修正

skillcreator

修正

情報タグの内容修正

注意

家庭向けユニボをこのバージョンで⼯場出荷リセットを⾏いますと、バージインがOFFにユーザー固定が所有

者アカウントの固定になります。

写真表⽰機能がスライドショーになっていましたが、⼀覧表⽰に仕様変更致しました。

Ver: v1.6.0 / 1.0.17 / 0.0.3

更新予定: 2019/01/07 22�00

v1.6.0は、v1.5.6からの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

unibo

修正

マイクとの通信部分にKeepAlive機能を追加

シーン切り替えの改善

 ⾳声認識の設定に認識終了条件（無⾳時間）を追加

写真撮影時に前回の写真が残る問題を修正

マイクアイコン表⽰周りの改善

特定の条件下でユニボが落ちる問題を修正

skillcreator

新規機能

⾳声認識・⾳声合成エンジンにAzure Cognitive サービスを追加

キャンセルノードの追加（発話を途中で中断させることができます）

アップロードノードの追加（ストレージノードに格納された画像データを外部サーバーへアップロードできま

す）

返答ノードに標準機能フラグを追加
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修正

Talkノードのバグ修正

⽇常会話ノードのバグ修正

ノード情報の更新

注意

⾳声認識・⾳声合成でBing Speechを使⽤されているお客様は、Bing Speechのサービスが終了となるため、

Azureへの切り替えをお願いします。

Ver: v1.5.6 / 1.0.15 / 0.0.3

更新⽇: 2018/11/19 22�00

v1.5.6は、v1.5.5からの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

unibo

修正

起動時の処理を調整

⾳声認識切り替え処理の修正

Ver: v1.5.5 / 1.0.15 / 0.0.3

更新⽇: 2018/10/30 22�00

v1.5.5は、v1.5.4からの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

unibo

新規機能

⾳声認識後から発話までの間にランダムなタイミングでの瞬き機能を追加

ユニボストア上で設定したユーザーの趣味嗜好をユニボへ反映する仕組みを追加

修正

オープンソースソースシステムのライセンス情報を更新

ユーザー固定時にユーザーが切り替わってしまう問題を修正

skillcreator

新規機能

画像表⽰に関するキャッシュ機能を追加

⾼速返答ノードの仕様を変更（利⽤制限を20s → 8sに短縮、タイムアウトの調整機能の追加）
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修正

ImageViewNodeにて表⽰パスやURLがない場合に適切なエラー表⽰ができていなかった問題を修正

ImageViewNodeにてURLで指定した画像が回転してしまう問題を修正

複数のユニボに同じアカウントでskillcreatorへログインする際に失敗するケースがあった問題を修正

VideoViewNodeにて再⽣できなかった場合にstatusをerrorで返すように修正

起動時に複数のスキルパックの操作（インストール、アンインストール、更新）ができていなかった問題を修

正

スキルパック操作の処理の改善

スキルパックインストール時にエラー処理を改善（原因が明確な場合にダイアログで通知するようにしまし

た）

バージイン有効下においてskillcreatorにログインした際に⾳声認識や顔認証が動いていた問題を修正

聞くノードの設定画⾯を開くたびに、⾔語選択が⽇本語に戻る問題を修正

ストレージノードのデータ取得時に、ファイルがない場合statusをfailureで返すように修正

ストレージノードでデータ削除時にmsg.dataを出⼒しないように修正

Ver: v1.5.4 / 1.0.15 / 0.0.3

更新⽇: 2018/10/10 01�00

v1.5.4は、v1.5.3からの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

skillcreator

修正

⾳声認識ノードにて、bingエンジンへの切り替え時に失敗する問題を修正

Ver: v1.5.3 / 1.0.15 / 0.0.3

更新⽇: 2018/10/04 22�00

v1.5.3は、v1.5.2からの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

unibo

新規機能

顔登録のプロテクトに対応（顔認証のプロテクトはユニボストアで⾏ってください）

設定画⾯にユーザーを固定する項⽬を追加（デフォルト値は固定なし）

※ なお、既存ユーザーに対しては、顔登録のプロテクトをデフォルトOFF（顔認証可能）に設定しております。必要

に応じて、操作ください。

修正

同⼀サーボを連続的に使⽤した場合、サーボエラーが発⽣する可能性があった問題を修正 （同⼀サーボで連

続したモーション処理が続く場合、直前の処理終了を待って次のコマンドが起動するように仕様を変更）
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発話中の胸ボタン短押しによるキャンセル動作の修正（発話中に胸ボタンを押した場合は、⾳声を停⽌するほ

か、実⾏中のモーションもキャンセル）

リセット時のキャンセル動作の修正（リセットが⾛ったタイミングで実⾏中のモーションはキャンセルしま

す）

ビデオ通話開始前に顔認証がスキップされるバグを修正

ビデオ通話受信時のキャンセルを頭タッチから胸ボタン⻑押しに変更

バッテリー完了の発話タイミングの修正（完了時の発話は割り込みしないように変更）

ステータス表⽰におけてユーザーの⾳声認識表⽰を上位表⽰

サイレントモード開始時、ならびにウェイク後の応答を修正（モーションを省略）

胸ボタン⻑押しのリセット動作開始時間を短縮（3秒→1.5秒）

skillcreator

新規機能

WebSocketノードの追加

FunctionNodeの利⽤可能な外部ライブラリに、 jconv を追加（ global.get('jconv') で利⽤可能)

修正

タッチトリガーノードの含まれるスキルを削除すると、タッチが効かなくなることがあるバグを修正

advanceTalkNodeにおいてConflict・フリーズするバグを修正

IoTHubNodeで不正な接続情報で接続するとSkillCreatorがダウンするバグを修正

iconv-liteをFunctionNodeで使⽤できなかったバグを修正（ global.get('iconvlite') で使⽤可能）

スキルパック作成時にうまく画像やリモコンデータがパッケージできないバグを修正（フォルダ構造でファイ

ル保存していた場合に発⽣）

Ver: v1.5.2 / 1.0.14 / 0.0.3

更新⽇: 2018/08/30 22�00

v1.5.2は、下記のバージョンからの差分アップデートとなります。 （所要時間約7分）

v1.5.0

v1.5.1

unibo

新規機能

認証プロキシ対応

認証付きプロキシ、ビデオ通話、ストアからのリアルタイムなスキルパック操作には⾮対応

skillcreator側はhttp request Nodeが対応

⾳声認識スタートで⻘⾊LEDを点灯、⾳声検出後に点滅する機能を追加

電源OFFとタッチ操作の変更について

電源ON・OFFの操作⽅法については、こちらの動画もご参照下さい。

修正

https://store.unibo.info/user_data/packages/unibostore/pdf/power-off_touch_op_change.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PMfQomgyHhA&list=PLixpyXXw0qStClv36wilI7ITQfI957Fil&index=28
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頭タッチによるアクションを胸ボタンへ移⾏

右⾜タッチによるステータス表⽰を廃⽌

skillcreator

新規機能

MusicNodeに、バックグラウンド再⽣に対応

⾜タッチトリガーノードをタッチトリガーノードに修正し、頭や右⾜タッチにも対応

touchノードの追加

修正

MusicNodeの修正

聞くノードの修正（１０件以上のコマンドが登録できていた問題、デバッグでの⾳声認識がうまくできない問

題を修正）

ビデオ通話や⾳声通話中はスキルパックを実⾏しないように修正

使⽤できないノードをインポートした際のデプロイ時のメッセージを正しい内容に修正

Ver: v1.5.1 / 1.0.13 / 0.0.3

更新⽇: 2018/08/21 22�00

v1.5.1のアップデートは、v1.4.3からの差分アップデートとなります。

このリリースにより、v1.4.3から1.5.0のアップデートはなくなります。

既にv1.5.0をアップデートされる⽅には適⽤されません。

unibo

修正

表⽰設定のデフォルト値に関する修正

Ver: v1.5.0 / 1.0.13 / 0.0.3

更新⽇: 2018/08/08 22�00

※v1.5.0のアップデートは、v1.4.3からの差分アップデートとなります。（所要時間約7分）

unibo

新規機能

プロキシ対応

認証付きプロキシ、ビデオ通話、ストアからのリアルタイムなスキルパック操作には⾮対応

skillcreator側はhttp request Nodeが対応

https://store.unibo.info/user_data/packages/unibostore/pdf/v1.5.0_display-setting-problem.pdf
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電源OFFとタッチ操作の変更について ※ 次回v1.5.1からタッチセンサーの機能拡張により電源OFFの仕様が変

更致します。詳しくは、上記のリンクをご確認下さい。

システム⾃動更新設定の追加（法⼈向けはデフォルトOFF、それ以外はデフォルトON）

「アクセシビリティの表⽰」を「表⽰設定」に変更

選択可能項⽬： デフォルト、ステータス、アクセシビリティ

返答ノードに表情のキープ機能を追加（Webview、ImageViewのみ対応）

修正

bingで発話⾳量をデフォルトと⼀致させるように修正

内部エラーが発⽣する可能性を修正

カメラプレビュー画⾯の枠線を削除

リモコンノードの送信できない場合があるバグを修正

skillcreator

新規機能

skillcretorをアップデート

selectNodeでのcancelステータスの追加（声によるキャンセル時の対応）

フローのインポート時にインポートユーザーのライセンスを付与

リモコンノードのデータによる送信に対応

修正

Webview、ImageViewのフルスクリーン修正

⽇常会話ノードのバグ修正

selectNodeのバグ修正

Ver: v1.4.3 / 1.0.12 / 0.0.3

更新⽇: 2018/06/29

unibo

バージイン機能の性能改善

ビデオ通話・⾒守り機能の改善（場合によって内部エラーやフリーズが発⽣していた問題を解消）

起動時に未インストールのスキルパックを⾃動インストールするように変更

アクセシビリティ表⽰の改善（他の内容と表⽰がかぶるなどの問題を修正）

⾳声認識切り替え時の仕様を変更（デフォルト以外の⾳声認識でエラーがあった場合、デフォルトの⾳声認識

に戻す）

skillcreator

画像表⽰ノードの機能改善（表⽰⽅法の修正、URLでの指定・フルスクリーン表⽰オプションの追加）

Webviewノードにフルスクリーン表⽰オプションを追加

MySQLノード・MongoDBノードの追加

QRコードノードにてバーコード読み取りに対応

https://store.unibo.info/user_data/packages/unibostore/pdf/power-off_touch_op_change.pdf
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ライセンス未適⽤時のエラー通知を追加

Ver: v1.4.2 / 1.0.12 / 0.0.3

更新⽇: 2018/06/06

unibo

バージインの機能改善

⾒守り機能の追加（unibo-withのアップデート必須）

起動時に頻繁にファームアップデートが⾛るバグを改善

バージョン表記を修正

スキルパックリセット機能の改善

無指向性での⾳声認識時はユニボの頭（LED）が⻘く光る仕様に修正

環境設定モードのうち、展⽰会の設定を修正

設定画⾯のリセット項⽬にリモコンリセットを追加

リモコンの最⼤記憶CHを１００に変更 ＊ ユニボが落ちるバグの修正

お天気情報発話時にユニボの⼝が表⽰されてしまうバグを修正

初回起動シーケンス直後にBLEデバイスに繋がらないバグを修正

スキルパックインストール時の確認ダイアログの廃⽌

選択画⾯でのバグ修正

skillcreator

聞くノードでの正規表現対応

Linkノードの追加

⽇常会話ノードの追加

Postgresノードの追加

メール受信ノードの⽂字化け（ISO-2022-JP）対応

メディアノードをストレージノードへ統合（既存のメディアノードは⾃動的にストレージノードに変換されま

す）

通知ノードの動作改善（同⼀スキルパック内でも実⾏可能、デバッグモードは５分間継続有効）

リモコンノードの機能追加（CHリセット、⼀括リセット、⼀括インポート）

コンフリクト処理の改善

Azure IoT Hubノードの⽇本語情報の追加

情報ノードに対象ユニボにインストール済みの公開スキルパックリストを追加

トークノード・アドバンストークノードでのバージイン時の動作改善

Ver: 20180423-062ca4e / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2018/04/24

unibo

ユニボが落ちるバグの修正

ユニボがフリーズしてしまうバグの修正
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ユニボの会話がおかしくなるバグの修正

ユニボの動作安定性の向上

アクセシビリティ有効時にユニボの発話内容を表⽰する機能を追加

トリガーモードのバグ修正（タイムアウト時にトリガーモードに戻るように改善）

設定画⾯の項⽬修正

ビデオ通話のアニメーション変更

skillcreator

顔検出機能が利⽤できる顔検出ノードの追加

Azure IoT Hubノードのアップデート

⾳声認識ノードで⾳声認識設定が可能になる機能を追加

Ver: 20180401-26906d5 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2018/04/03

unibo

設定画⾯の環境モード切替に「静かな部屋」を追加

設定画⾯に各種リセットを追加（センサーリセット、⾳声認識�の設定リセット、ユニボのデータクリア、⼯場

出荷リセット）

設定画⾯にマイクの設定項⽬を追加

トリガーモード時のノイズ対応（ノイズであれば再度⾳声認識を再開）

顔認証の精度向上

⾳声認識のパフォーマンス改善

⽇常会話時の挨拶の頻度を調整（個⼈向けユニボのみ適⽤）

天気予報の問いかけパターンの改善（地域や問いかけ⽅法に⾃由度をもたせました）

バッテリー充電開始・完了時の発話がなかったバグを修正

オーナー許可がある場合に顔認証をスキップできる機能を追加（ユニボストアで設定を切り替えられます）

BLEScan時にまれにエラーが発⽣する問題を修正

スキルパックのインストールが出来ない場合があるバグを修正

⼯場出荷状態に戻す際にBluetoothの設定が残るバグを修正

skillcreator

BLENodeのmsg.addressが有効ではないバグを修正

各種シーン切替時におかしくなるバグを修正

Ver: 20180306-725ca62 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2018/03/08

unibo

電源ダイアログ表⽰時に⾜タッチ表⽰が消えるバグを修正

設定画⾯が勝⼿に終了するバグを修正
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選択画⾯のアップデート（画像の取り扱いが可能となりました）

設定画⾯のアイコンを修正

頭タッチ３回からの設定画⾯の呼び出し⽅法を改善（カレントユーザーがオーナーではない場合、顔認証をス

タートします）

トリガーモードとアクセシビリティの機能切り替えに対応（トリガーモードとアクセシビリティは同時使⽤で

きなくなりました）

アクセシビリティ表⽰の改善（ニックネームを表⽰内容に邪魔にならないようにしました）

⾳声認識のパフォーマンス改善

タイマー登録コマンドから、「タイマー」を削除（コマンドは、「タイマーの登録」や「時間計って」があり

ます）

skillcreator

パーソナルデータノードの仕様変更（出⼒されるデータがデベロッパーライセンス別で異なります）

選択ノードのアップデート（画像をセットできるようになりました）

WebViewNodeのHTMLページでリンククリックに対応

⾼速返答ノードのタイムアウト時はリミット制限にカウントしない仕様に修正

TalkNodeのバージイン対応（ゴールドのみ対応）

ローカル辞書ノードの仕様変更（辞書データをスキルパックに含めました）

返答・⾼速返答ノードを発話内容が空でも実施可能に変更

ワード検索の⼊⼒⽂字数制限を削除

Ver: 20180216-17c7479 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/02/19

unibo

バージイン使⽤時のバグを修正

Bluetoothのデバイスサーチを改善

写真スキルパックで⾳量が最⼩になるバグを修正

バージイン時に選択画⾯操作がおかしくなるバグを修正

トリガーモードの改善

サーバータイムアウト時の挙動改善

ビデオ、⾳楽再⽣時の⾳量がそのまま発話⾳量となるバグを修正

設定画⾯の表⽰内容を修正（本来表⽰可能な項⽬がグレーアウトしていました）

アクセシビリティ機能（顔認証されたユーザー名の画⾯表⽰）の追加

※ユニボ(家庭向け)の場合、アップデート後に表⽰設定のポップアップ画⾯が表⽰されます。

skillcreator

カメラノードを追加

返答ノードにタイムアウトを追加

BLEノードの接続性の改善

BLEノードの設定パラメータを追加
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ストレージノードのデータ格納先をスキルパックから分離（スキルパックの更新時の上書きなどがなくなりま

した）

動画再⽣ノードで動画が再⽣できない問題を修正

Bluetoothノードでmsg変数によりアドレスを設定できないバグを修正

ローカル辞書ノードでmsg変数により辞書を設定できないバグを修正

QRコードノードにstatus情報を追加

Ver: 20180129-6f9f6fa / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/01/30

unibo

バージイン対応（オプションでの使⽤可能）

⾳楽、動画表⽰画⾯に、サイドボタンなどを追加

セレクト画⾯のタッチタイミングを改善

頭タッチによる⾳声発話のキャンセル機能の追加

スケジュールスキルパックのバグ修正

動画再⽣エラーにダイアログが出る問題を修正

注意点

バージイン時は、Bluetoothのヘッドセットはご使⽤できません。

skillcreator

BLEノードの接続性の改善

ローカル辞書ノードの追加（ローカル辞書の作成など）

⾼速返答ノードのローカル辞書対応（ゴールドライセンス）

フロー処理終了時の動作を修正（リセットがかかっていたところを、⾳声認識に移⾏するように変更）

動くノードにあるアセットデータ表記を修正

⾳楽、動画ノードにサイドボタン表⽰などの制御項⽬を追加

⾳楽、動画ノードの戻り値に情報を追加

feedparseNodeのエンコード対応

FunctionNode内で使⽤できるライブラリに、iconv-liteを追加

Ver: 20180116-888008f / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/01/17

unibo

bluetooth4.0に対応（管理画⾯に追加）

会話処理を⾼速化

設定画⾯表⽰のコマンドワードの追加

（タッチ）センサー初期化に関して、設定画⾯ならびにコマンドワードの追加

設定画⾯呼び出しは、オーナーのみ対応に変更
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リモコン設定時に、家族の顔認証を実施するように変更

ログ情報のアップデート周りのバグ修正

⾳量調整のバグを修正

スケジュールスキルパックの終了時間がおかしい部分を修正

セレクト画⾯上でタッチが効かなくなることがあるバグを修正

セレクト画⾯上における⾳声コントロールのバグを修正

発話内容に、半⾓&があると発話しないバグを修正

skillcreator

BLEノードの追加

Bluetoothノードの追加

http in/Response ノードの追加

imageViewNodeのバグ修正（msg.pathのエラー）

MusicNodeのバグ修正（msg.artistのエラー）

Ver: 20171208-3573ee3 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/12/18

unibo

⻑時間連続動作時に⾳声認識が開始しなくなるバグを修正

設定画⾯から、利⽤規約、プライバシポリシーを削除

Ver: 20171129-cb5dab0 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/11/29

unibo

初回起動時で家族の顔登録スキップ後にシーケンスがおかしくなるバグを修正

リモコン設定時に顔認証を実施するように変更

設定画⾯呼び出しをユーザー認識時のみに変更

スケジュールの同期に関する改善

頭リセット周りのバグ修正

ネットワーク切替時のバグ修正

会話の機能向上

skillcreator

WebViewNode・ImageViewNodeのバグ修正

WebView・ImageViewの表⽰領域の拡⼤

動画再⽣ノードの追加

⾳楽再⽣ノードの追加

メールノードの追加

feedparseノードの追加
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質問ノードにマルバツによる選択肢を追加

インストールスキルのデバッグメッセージが表⽰されるバグを修正

エディタ上で⽇本語⼊⼒がおかしくなるバグを修正

Ver: 20171103-20fcbf / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/11/7

unibo

ネットワーク機能の強化（既存SSIDの削除機能の追加、固定IP・ステルスSSIDへの対応）

会話機能の向上

バグ修正

skillcreator

ログイン周りのバグ修正

Ver: 20171020-269bcd0 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/10/20

unibo

電源オフ時の挙動修正

⼯場出荷状態に戻すための処理を修正

設定画⾯に⼀括バックアップ機能を追加

オフライン時の発話⾳量を調整

その他バグ修正

skillcreator

リモコンノードの追加

Ver: 20171012-0efd992 / 1.0.11 / 0.0.3

更新⽇: 2017/10/12

unibo

コマンドの修正

ユニボの基本動作の修正

設定画⾯の修正

友達追加スキルパックの追加

ネットワーク周りの修正

ビデオ通話のバグ修正
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その他、バグ修正

skillcreator

バグ修正

Ver: 20171003-57905fb / 1.0.11 / 0.0.2

更新⽇: 2017/10/03

unibo

タイマー登録の精度向上

マイク性能の向上

トリガーモードの挙動修正

ユニボの基本動作の修正

⾳量設定の永続化

設定画⾯の内容更新

設定項⽬に環境モードを追加

設定項⽬からのネットワーク設定の追加

多⾔語対応

バグ修正

skillcreator

多⾔語対応

バグ修正

Ver: 20170925-3bedf68 / 1.0.10

更新⽇: 2017/09/26

unibo

ビデオ通話スキルパックのバグ修正

表⽰周りのバグ修正

選択画⾯の内容修正

内部エラーの解消

初回起動シーケンスにおける顔登録の精度向上

⾳声認識の認識率の改善

設定画⾯の修正

skillcreator

FunctionNodeのDelopy時間の改善

セレクト画⾯の繰り返し表⽰時のバグ修正

conflictのバグ修正
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Ver: 20170907-34ddf22 / 1.0.10

更新⽇: 2017/09/07

unibo

顔認証の精度向上

起動時の胸ボタンの挙動に関するバグ修正

ユニボとの会話履歴に関するバグ修正

スケジュールスキルパックの表⽰周りに関するバグ修正

skillcreator

セレクトノードの表⽰周りのバグ修正

トークノードのバグ修正（「変更なし」でユニボの画⾯を保持）

顔認証ノードで顔認証時のマークが残るバグを修正

Ver: 20170830-5b07ded / 1.0.10

更新⽇: 2017/08/30

unibo

頭タッチの挙動変更（１回タッチ：⾳声認識再開、３回タッチ：設定画⾯の表⽰、ロングタッチ:リセット）

設定画⾯の追加

トリガーワードの更新バグ修正＆内容更新

会話応答速度の向上

ユニボ起動時間の短縮

skillcreator

ノード名称の変更

画像表⽰ノードでのファイルアップロードをパス指定に変更（メディアノードでファイルアップロード）

Azure IoT Hub Nodeのバグ修正

Ver: 20170801-d04f23d / 1.0.7

更新⽇: 2017/08/02

unibo

表⽰周りの動作改善

ビデオ通話スキルパックの追加（家族間のユニボ同⼠のみ通話可能）

会話の精度向上

skillcreator
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表情ノードにタイムアウトを実装（デフォルト１秒、0〜３０秒まで変更可能）

モーションノードの実⾏⽅法を変更（モーションのみ実⾏するようにし、表情は戻さないように変更）

Ver: 20170710-432c774 / 1.0.6

更新⽇: 2017/07/12

unibo

顔登録の精度向上

バグ修正

skillcreator

StorageNodeの追加

MediaNodeの追加

バグ修正

※ MediaNodeにより、アップロードされたデータを活⽤できるNodeは、随時アップデートしていきます。

Ver: 20170626-078bed8 / 1.0.6

更新⽇: 2017/06/26

unibo

表情やシーンの切り替えの改善

スケジュールスキルパックの追加

skillceartorのログイン状況の表⽰（ステータス画⾯にもログインマークの表⽰）

ステータス画⾯に有線接続マークの表⽰

バグ修正

skillcreator

モーションデータの追加

バグ修正

Ver: 20170613-79867f8 / 1.0.6

更新⽇: 2017/06/13

unibo

顔認証の精度向上

顔認証時の吹き出しマークを追加

⾳声認識エンジンの認識率及びレスポンスの向上

ステータス画⾯にバッテリー表⽰
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ステータス画⾯に顔認証済みユーザーのニックネーム表⽰

会話コンテンツの追加

バグ修正

skillcreator

TCPノードを追加

⼈感（焦電型⾚外線）センサーノードを追加

Ver: 20170606-b57c971 / 1.0.5

更新⽇: 2017/06/05

unibo

写真スキルパックのバグ修正

⾳楽スキルパックのバグ修正

胸ボタン短押しによる終了処理のバグ修正

⽇時の問い合わせ機能を調整

天気スキルパックの調整

skillcreator

顔検出ノードを顔認証ノードに名称変更（既存のコードには影響はありません）

短時間におけるログインの認証ミスに対して、エラー通知機能を追加

ログイン認証時に、「スキルパック開発権限（オーナー）」 or 「開発権限（家族）」 の有無をチェック

Ver: 20170528-ca866a7 / 1.0.5

更新⽇: 2017/05/２９

unibo

ユニボを黙らせた際のバグ修正

skillcreator

変更はありません

Ver: 20170525-2cbc7a9 / 1.0.5

更新⽇: 2017/05/25

unibo

トリガーワードの修正

ユニボを黙らせた際のバグ修正
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Ver: 20170521-119f4f2 / 1.0.5

更新⽇: 2017/05/22

unibo

内部エラーへの対応

⼩マイクアイコンが不⽤意に残るバグを修正

skillcreator

デプロイ時の挙動修正

左⾜タッチの調整

Ver: 20170516-9752d05 / 1.0.5

更新⽇: 2017/05/16

unibo

サイレントモードの実装

内部エラー発⽣時のリブート機能の実装

タイマー機能の実装

起動時に制御系の通信エラーをチェックし、エラーであればダイアログ通知するように修正

⾳楽再⽣スキルパックのバグ修正

skillcreator

顔検出ノードの修正（ノードの組み合わせによって、うまく機能しなかった部分を修正）

ログイン、ログアウト時の動作を改善

右⾜タッチの挙動修正

スキルパックの実⾏に失敗した場合の表⽰を追加（NodeにConflictの表⽰）

会話ノードの表⽰に関するバグ修正

Ver: 20170508-d77386a / 1.0.5

更新⽇: 2017/05/08

unibo

制御関係のバグ修正

Ver: 20170430-41f4285 / 1.0.4

更新⽇: 2017/05/01
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unibo

不⽤意に表⽰されるアプリリストの⾮表⽰化

skillcretor

表⽰周りのバグ修正（タイミングにより表情が戻らないバグを修正）

モーション周りのバグ修正（タイミングにより実⾏できないバグを修正）

IoTHubノードの更新

skillcreatorのデザイン更新

選択ノードの更新（msg変数での設定に対応）

画像表⽰ノードの更新（gifの表⽰）

返答ノードの使⽤制限の緩和（10分3回 → 1分1回）

返答ノードの返答内容の修正（返答候補を配列で返却）

Ver： 20170424-aa49b3c / 1.0.3

更新⽇: 2017/04/24

unibo

カメラ周りのバグ修正

内部エラーの対応

地域の天気情報に対応（トリガーワード：「⼤阪の今⽇の天気」など）

写真撮影・再⽣機能の追加（トリガーワード：「写真撮って」、「今⽇の写真」）

OTAアップデート時の選択機能の追加（アップデートの有無を選択可能）

⽇常会話周りのアップデート

⾳声認識継続時間の調整（3分→5分）

⾳素材の追加（「⾳楽流して」での⾳楽再⽣数増加）

skillcreator

パーソナルノードの更新（ユニボ固有の情報などを追加）

表⽰周りのバグ修正

Ver: 20170406-c0dd707 / 1.0.3

更新⽇: 2017/04/10

unibo

内部エラー対応

Ver: 20170404-e12ba26 / 1.0.3

更新⽇： 2017/04/10
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unibo

ユニボが起動しないバグを修正

Ver: 20170330-cd0ecfe / 1.0.1

更新⽇： 2017/04/01

unibo

天気スキルパックの追加 （ユニボ設置位置の天気情報に対応）

メモリーリークの対応

軽微なバグ修正

skillcretor

商標登録の表記

パーソナルノードの修正

画像表⽰ノードの修正

Ver: 20170323-406a951 / 1.0.1

更新⽇： 2017/03/24

unibo

ダイアログ表⽰画⾯での⾜タッチの対応

リセット処理周りの調整

メモリリークの対応

skillcreator

パーソナルノードの更新

会話ノードの終了処理の調整

顔検出ノードにユーザーの有無を付加

QRコードノードのバグ修正

頭タッチ時のログアウト確認の追加

⾜を触るノードのバグ修正

質問ノードのバグ修正

サウンドノードの設定値の表⽰

不要なメニューなどの⾮表⽰化

Ver:20170316-bc8fb3b

更新⽇:2017/03/15
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unibo

起動時にユニボのバージョン表記 （本更新に伴い、バージョン情報の表記⽅法の統⼀）

メインボードのファームウェアを更新 （1.0.1）

ユニボの初期化（⼯場出荷時へのリセット）に対応

電源周りのバグ修正

会話周りのバグ修正

会話履歴のダイアログデザインの更新

会話履歴のダイアログにWifiの信号強度を表⽰

ネットワークエラーダイアログ上にMacアドレスを表⽰

skillcretor

顔検出ノードの仕様変更 （ノード実⾏時に顔検出を実施）

PersonalNodeの仕様変更 （ユーザーを特定出来ない場合も感情値を出⼒）

ログイン直後に左⾜タッチのトリガーが効かないバグを修正

スキルパックの割り込み処理の調整

Ver:0.9.11

更新⽇:2017/03/15

unibo

顔登録のバグ修正

Macアドレス表⽰機能の追加（初回起動時のみ）

skillcreator

左⾜タッチトリガーの調整

ログインのバグ修正

Ver:0.9.10 date:2017/03/10

unibo

サウンドパラメーターの調整

skillcreator

サブスキルパックの調整

左⾜タッチトリガーの調整

ログインのバグ修正

Ver:0.9.9
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更新⽇:2017/02/27

unibo

表情エンジンの更新

skillcreator

左⾜タッチトリガーのバグ修正

Ver:0.9.8

更新⽇:2017/02/23

unibo

表情エンジンの更新

軽微なバグ修正

選択画⾯の表⽰修正

skillcretor

リリースノートへのリンクを追加

Skillpackデータの取り扱い⽅法の変更

「顔検出ノード」にタイムアウトを追加

「返答ノード」での回数制限時の動作を修正

「ワード検出ノード」を追加

「話しかけるノード」の⼊⼒端⼦を削除

⽂⾔修正

Ver:0.9.7

更新⽇:2017/02/17

unibo

会話エンジンの更新

ネットワーク状況に対応したIPアドレスの表⽰

サブタイトル表⽰のバグ修正

skillcreator

トリガー登録周りのバグ修正

モーションノードの実⾏エラーバグを修正

会話ノードのモーションエディタにENDを標準記載

各種ノードのステータス情報を状況に応じた内容に変更

画像表⽰ノードでのgif対応
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Ver:0.9.6

更新⽇:2017/02/15

skillcreator

タイムアウト表⽰の対応： タイムアウト処理のあるノードは、timeout表記とした

Motionコードの異常通知に対応： コードが間違っていた場合、Error表記として、ノードの処理をそこで⽌め

るように変更

⾜を触るの情報修正

unibo

⾜のタッチイベントが正常にした

サブタイトルダイアログの制御を修正

LEDのMotionコマンドでエラー処理を修正

MotionFileの読み込み・リスナーをassetsファイルとskillcreatorと分離

会話Nodeで利⽤制限が発⽣した場合に、リセットがかかるように修正

USBアタッチ時のToast情報をコメントアウト

Ver:0.9.5

更新⽇:2017/02/14

skillcreator

返答ノードを追加： ユニボが発話し、その後ユーザーが話した⾔葉をそのまま返します。

ノードの使⽤制限機能を追加： 返答ノードは多⽤される恐れがあるため、スキルパックごとに１０分に３回と

している

処理内容を⼤幅に更新： Talkpack経由での各機能の呼び出しに変更

flow終了時の判定： flow終了時にリセットを⾏い、⾳声認識に切り替わるようにした

Ver 0.9.4

更新⽇:2017/02/13

unibo-system

字幕の対応（右⾜タッチでユニボとの会話がテキスト表⽰）

ユニボステータス（PRE_SHIPMENT）のチェックを無効化

Ver:0.9.3

更新⽇:2017/02/10
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unibo

選択画⾯のバグ修正

NTPサーバーへのリトライバグ修正

システムプロパティへのシリアルIDの書き込み

会話DBの更新

選択画⾯の⾳声認識対応

サーバー接続IF修正

バグ修正

通知機能実装

サーバー通信周り修正

エラー⽂章修正

リモコン機能実装

PIR機能実装

⾳楽再⽣機能追加

会話DBの更新

標準motionfile更新

顔検出、PIRセンサーから⾳声認識へ移⾏するシーケンスの修正

頭部タッチ押下のリセット機能実装

カメラ周りの不具合修正

顔特徴量取得シーケンス修正

不要ファイルの削除

会話シーケンスのリファクタリング

サーバー連携部の修正

会話アルゴリズムの修正

エラー処理実装

ネットワーク接続シーケンス修正

AITalk(⾳声合成)のバージョンアップ対応

skillcreator

⾜タッチノードの追加

話す

動かす

モーション

会話

azurenode追加

開発者環境の修正

バグ修正

skillcreatorのライブラリ更新


