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ネットワークロボット，その人と街とのかかわり
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社会とのかかわり

ネットワークロボットの広がり
─あなたはどのロボットサービスを選びますか？─

2
進化するネットワークロボット技術
★★ロボットのサービスイメージ
ある日，ショッピングモールでロボットを見かけた
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ーション支援が重要であることが指摘されている．す
なわち，ロボットが人とインタラクションするというサ
ービスは，超高齢社会や若者も含めた独居人口が増
えた社会においてはきわめて重要なサービスになる．

とします．あなたは，そのロボットがどんなサービス
をしてくれるか分かりますか？

★★求められるサービス機能

こんな疑問に答えてくれるネットワークロボットのサ

ロボットサービスとは，センシング（認識），アクチ

ービスアプリケーション（以後，サービスアプリ）が出

ュエーション（駆動），コントロール（制御）の 3 機能

回ろうとしている．ここでは，ネットワークロボット技

を持つロボット，デバイス，システムをいう ．デバイ

術がどんなサービスを実現しようとしているのかを紹

スの例として，ナノボット（体内のがん細胞を見つけ

介する．

て，その周りに付着し，抗がん剤で死滅させる）があ

1）

る．システム例として，前述の社会参加支援の各サー

★★多様化する超高齢社会のニーズ
超高齢社会では，障害者や独居高齢者などの自宅

ビスがあり，話す機能だけでなく，物理的に物や人
を運ぶ駆動機能がスマホなどのメディアと異なる点で

で自立生活や商業・公共施設への外出・社会参加を

ある．しかしながら，超高齢社会のニーズに限れば，

促進するための社会インフラ，環境・法的整備が喫

4 番目の機能として，
「人を楽しくさせてくれる」機能

緊の課題になっている．人混みの中でも車いすを安

を追加すべきである．

心・安全に運転できる，だれかと話しながらショッピ
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ングを楽しめる，食事アドバイスを受けながら買い物

★★ロボットとスマートフォンとのサービスアプリの差

をするなど，
「どこでもあなただけ今だけ」のロボット

スマホのサービスアプリは，どこでも利用できるの

サービスが実現できれば，障害者や独居高齢者など

が当たり前だが，スマホで動くロボットのサービスア

の社会参加が促進される．ユーザインタフェースの視

プリは，まだなく，特定の場所でしかサービスを提供

点から見ると，ロボットはスマートフォン（スマホ）の

できない．その理由は，ある施設で動くロボットサー

ように，文字入力や指のジェスチャ操作を何度も繰り

ビスを別の施設に持っていくと床の傾き，床面の状態，

返す煩わしさがなく，ユーザがあたかも人に話す感覚

移動路の障害物などが異なるために，プログラムを

で話せるために，高齢者や障害者にとって，使いやす

作り直さなくてはならなかったことにある．場所だけ

く，楽しませてくれるインタフェースである．それだけ

ではない．スマホは機種が異なってもアプリが動くが，

でなく，次第に，親しみと愛着が生まれ，ロボットの

ロボットは機種が変わると，ソフトウェアもハードウ

実験が終了して，しばらく会わないとまた会いたくな

ェアの仕様も異なるために動かない．結果として，ロ

ることも明らかになっている．東日本大震災でも復興

ボットの数が市場に出る見通しが立たず，価格も高く

が長期化すればするほど，こうした日常のコミュニケ

なるなどのジレンマがあった．若者，高齢者，足の不
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図 -1 ロボットサービス連
携システム・アーキテクチ
ャ（3 層構造）

自由な人等，ユーザの身体的・認知的な特性の違い

1）システム情報

9）音声認識

によって，提供できるロボットやサービスが異なるこ

2）人検出

10）ジェスチャ認識

3）人位置検出

11）音声合成

4）個人同定

12）応答動作

5）顔検出

13）ナビゲーション

6）顔位置検出

14）追従

7）音検出

15）移動

とも分かってきた．環境センサの人位置・行動認識能
力差も実際の環境を動き回るロボットの速度や認識
性能に影響する．車の場合は，運転手が運転するの
か最近注目されている自動運転なのかの選択がある．
ロボットも遠隔からテレオペレータが操作するか自律

8）音源位置検出
表 -1

基本 HRI コンポーネント

3）

動作するのかその併用かの選択がある．このように，
1）

スマホと対比してみると，ロボットは「どこでもあな

クチャ（図 -1）を提案した ．本アーキテクチャは 3 層

ただけ今だけのロボットサービス」を提供するための

構造からなる．まず，サービスアプリケーション層は

システム・アーキテクチャがないことがサービスが広

サービスプロバイダによって管理され UNR プラットフ

がらない原因の 1 つであった．

ォーム（以後，UNR-PF と呼ぶ）層が提供する共通イ

この問題を解決するために，ユビキタス・ネットワ

ンタフェース（の中に含まれる関数）を用いて，サー

ークロボット（以後 UNR と呼ぶ）と呼ぶ研究開発プロ

ビスアプリを書くことができる．すなわち，サービス

ジェクトが 2009 〜 2013 年にかけて，ATR，東芝，日立，

プロバイダにとっては，ロボットの細かい仕様を知ら

NEC，NTT によって進められた．

なくてもロボットサービスを共通インタフェース（表 -1
の 15 種類の HRI コンポーネント）でロボット対話（Hu-

ユビキタス・ネットワークロボット研究開発

man-Robot Interaction，HRI）のアプリを書くことが

★★ロボットサービス連携システム・アーキテクチャ

人同定」の関数を利用すれば，無線タグの ID から個

実証実験を通じて，場所，ロボット，ユーザ，テレオ

人 ID を取得するか，カメラによる顔画像認識によって

ペレータが変わってもロボットサービスが動き，スマー

個人 ID を取得するかを気にしないで，アプリを書け

トフォンのように複数種類のロボットサービスを同時

るようになる．

に動かせるロボットサービス連携システムのアーキテ

できる．たとえば，
「個人 ID を取得する」という「個

ロボット・コンポーネント層では無線タグやカメ
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ラによるアルゴリズム，ハードウェアなどを個別に
開発・改良することができる．できあがったコンポ
ーネント（ロボット，センサネットワーク，ディス
プレイ，スマホなど）が次に述べる UNR-PF 層の仕

(a)｠地点１

様の条件を満たせば，さまざまなサービスアプリに
利用できるようになり，ロボットの利用効率を飛躍
的に増やせる可能性がでてくる．

★★UNR-PF 層の概要
このアーキテクチャの基本条件を満たすために，
UNR-PF 層は次のような 5 種類のデータベース（4 種
類の台帳を含む）と 3 種類の処理管理（マネージャ）

(b)｠地点２

図 -2 ユーザが訪れた場所で利用できるロボットサービスアプリ
のアイコンが浮き出てくる．複数アプリを選択可能

件をセットする．

を多地点ないし各地点に配置する．
空間台帳
地点別のサービス実行環境の床情報，床の性質，

状態管理
状態管理は多地点と各地点でサービスキューに登

各ロボットの稼働範囲・禁止区域などが書かれる．

録されている状態を通知し，サービス開始の条件を

ユーザ台帳

満たせば，サービスを開始するようにサービスアプリ

各地点のロボットリソースを確保するために，高齢
者，障害者などのユーザの利用特性を記述する．過
去のサービス履歴などを参照して，ロボットサービス

側に通知する．
メッセージ管理
メッセージ管理は多地点または各地点でサービス

を受けたいユーザの属性が書かれる．

アプリと必要なロボット機能がどれであるかをメッセ

ロボット台帳

ージ交換する．サービスアプリに適合するロボット機

各地点で各ロボットサービスに対応できるロボット

能があれば，メッセージ管理はその機能を実行でき

の性能（走破性，移動速度，ペイロード，顔認識機

るロボットがその地点にあるかをリソース管理に聞き

能など）や形状（人型や電動車いす型，カート型など）

に行く．ロボットがあれば，状態管理やサービスアプ

の情報が書かれる．

リにその旨を通知する．

オペレータ台帳

リソース管理

遠隔オペレータはロボットのタイプとしてはパソコ

各地点でサービスアプリを実行する場合に，まず，

ン画面などを用いるためにバーチャル型の一種と考え

ロボット台帳，ユーザ台帳，オペレータ台帳を参照し

られる．オペレータによっては一度に 1 〜 5 台の人型

て，ユーザに合うロボット，オペレータを決める．

ロボットを操作することが可能であるため，オペレー
タの操作能力が書かれた台帳をいう．オペレータ台
帳はネットワークを介して遠隔操作されるロボットが
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★★サービス連携実験
冒頭に述べた，
「あなたはどのロボットサービスを

あるので，ロボット台帳の変種ともいえる．

選びますか？」に対して，スマホを利用した場合の

サービスキューデータベース

回答例を示す．2013 年 1 月に実際の商業施設（京都
1）

多地点で動くロボットサービスを開始するには，こ

府アピタ精華台店）で店舗間回遊支援 ，買い物支

のデータベースに多地点サービスの ID とその初期条

援，ヘルスケアの 3 種類のロボットサービス連携実

件をセットする．次に，各地点が開始してもよいとい

験を実施した．図 -2 に示すように，ロボットサービス

う通知をもらったら，そのサービス ID とその初期条

アプリケーションのアイコンがスマホ上に浮き出てく
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あっ，読みたい本が
あったのよ

スーパーに
ご案内します．

この本ですね．

回遊支援

買物支援

これから，スーパーに
ご案内します．

回遊支援

図 -3 多 地 点 ロ ボ
ットサービスに対
応したユビキタス・
ネットワークロボ
ッ ト・ プ ラ ッ ト フ
ォーム（UNR-PF）

るため，ユーザは初めて行った場所でも，どのアプリ

レームワーク Robotic Interaction Service（RoIS）の技

が利用できるかを自動的に知ることができる．図 -2

術仕様 ver.1.0 も 2013 年に公開予定である ．空間台

の地点 1 では，ユーザ台帳にマッチングしたユーザの

帳についても OGC（Open Geospatial Consortium）に

スマホには買い物支援と回遊支援サービスのアイコン

CityGML（City Geography Markup Language）ver.2.0

が浮き出てくるため，この場所で 2 つのサービスを利

の仕様が認められ

用できることが分かる．今回の実験では，電動車い

phy Markup Language）も日立が作業を進めている .

す型のロボットやしゃべる機能が付いたショッピング

UNR-PF 層の機能の一部を実装した UNR-PF α版を

カートを運ぶロボット，人型ロボット，スマホ上のエ

2012 年 7 月 20 日に一般公開し，9 月に UNR-PF に関

ージェント型ロボットなどが利用された．図 -2 の地点

するセミナ（大阪），11 月に UNR-PF α版のチュートリ

2 では，このユーザが普段からスマホの歩数計で計測

アル（大阪，5 回開催），2013 年1月にβ版を公開した ．

1）

1）

，IndoorGML（Indoor Geogra-

2）

した近々の蓄積データをもとに，買い物時に食品のア
ドバイスを行うロボットが利用できるため，ヘルスケ
アサービスのアイコンが浮き出てきた例を示している．

ロボットサービスの未来は

ユーザは浮き出たアイコンを複数選択することが可

ロボットサービスの連携システムのアーキテクチャ

能であるが，たとえば，回遊中に買い物支援のアプリ

が国際標準化され，UNR-PF の仕様に基づいてクラウ

を選んだ場合，図 -3 のように，両方のサービスアプリ

ド環境，IoT（Internet of Things）環境の中で，さまざ

をユーザの移動行動に応じてシームレスに切り替える

まなサービスアプリやロボットコンポーネントが組合

（割り込み）など，時々刻々，シーケンシャル，割り込み，

せ的に増えることを願っている．今後，街づくりなど
の社会実装を通じて，ユーザの受容性，コストパフォ

並列などの処理を選ぶことができる．

ーマンス，ロボットの信頼性・安全性などが向上して

★★国際標準化とオープンソース

いくことを期待したい．

UNR に関する国際標準化もこの 4 年で急激に進み
つつある．UNR-PF の機能概念モデル

1），3）

が ITU-T

SG 16 Q25 において F. USN-NRP（USN : Ubiquitous
Sensor Network，NRP : Network Robot Platform）
が承認され，2013 年 3 月に勧告成立した．OMG（Object Management Group）において，人やロボットの
位置関係記述に関する Robotic Localization Service
1）

（RLS）ver.1.1 が発行された ，ロボット対話サービス
の共通インタフェースである HRI コンポーネントのフ

参考文献
1） Kamei, K. et al. : Cloud Networked Robotics, IEEE Network，
Vol.26，No.3，pp.28-34 (May-June 2012）．
2） UNR Platform，http://www.irc.atr.jp/std/UNR-Platform.html
3） ネットワークロボットフォーラム，http://www.irc.atr.jp/std/Top.
html
（2013 年 4 月 19 日受付）
萩田紀博（正会員） hagita@atr.jp
1978 年慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了．同年日本
電信電話公社（現 NTT）入社．2002 年から ATR 知能ロボティクス
研究所長，IEEE，電子情報通信学会，人工知能学会各会員．ネットワ
ークロボット研究等に従事．

情報処理 Vol.54 No.7 July 2013

693

