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生活空間に便利で安心なサービスをもたらすアプライアンス技術

ネットワークロボットとは

昨今，さまざまなセンサやコンピュー

タの小型化ならびにネットワークの高

度化に伴い，センサとPDAなどのアプ

ライアンスを連携させたユビキタス環

境の実現が現実味を帯びてきました．

また，これまで産業界で活躍してきた

ロボットが姿を変えて，私たちの生活

の中でさまざまな支援やサービスを提

供するサービスロボットが多くのメーカ

から提案されるようになってきました．

このような世の中の動きにおいて，

NGNなどの高度なネットワークを介し

てセンサやアプラアインス，ロボットが

相互に連携できれば，多様なサービス

をいつでもどこでも私たちに提供して

くれる新たなネットワーク社会が実現

できると期待されます．

私たちはこのようなサービスを実現

するシステムを「ネットワークロボッ

ト」（1）と呼び，その実現を目指して研

究開発を行っています．ネットワーク

ロボットでは，図１に示すように，い

わゆるサービスロボットだけでなく，ア

プライアンス上のソフトウェアエージェ

ントやセンサなどもロボットとしてとら

え，それぞれ「ビジブル型ロボット」

「バーチャル型ロボット」「アンコンシャ

ス型ロボット」と呼んでいます．

ネットワークロボットでは，それらが

ネットワークを介して相互に連携しな

がらユーザにサービスを提供するもので

あり，ユーザやロボットの状況に応じ

て，いつでもどこでもさまざまなサービ

スをユーザに提供できるネットワーク社

会の実現が期待されます．

ネットワークロボットを実現する

ための課題

ネットワークロボットを構成するそ

れぞれのロボットが持っている機能は

多種多様です．各々のロボットが持っ

ている特長をうまく活かしながら連携

させることができれば，単体のロボッ

トで行えるサービス以上の高度なサー

ビスを行うことができるようになるで

さまざまな種類のロボットを連携可能にする
ネットワークロボットプラットフォーム技術

さまざまなセンサやアプラアインス，サービスロボットがネットワークを
介して連携しながらサービスを提供するためのネットワークロボットプラッ
トフォームを紹介します．このプラットフォームを使うことで，単体のロ
ボットやアプライアンスでは実現できなかったさまざまな高度なサービスを
ユーザに提供することができるようになります．
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図１　ネットワークロボット 

アンコンシャス型ロボット 
（環境に埋め込まれたセンサや 

スピーカなど） 

ビジブル型ロボット 
（身体性を有するロボット） 

バーチャル型ロボット 
（ソフトウェアエージェント） 

３種類のロボットがネットワークを介して，協調・連携・補完し合いながら 
ロボット全体として高度なサービスをユーザに提供 

本研究の一部は，平成16～19年度総務省委
託研究「ネットワーク・ヒューマン・インター
フェースの総合的な研究開発（ネットワークロ
ボット技術）」の一環として行われました．
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しょう．そのためには多種多様な機能

を前提としたロボット連携の仕組みが

必要ですが，そのような技術はまだ確

立されていません．

またそのような連携において，例え

ばあるロボットが得たユーザの情報を

別のロボットが利用できれば，より的

確で迅速にいろいろなロボットがユー

ザの状況に応じたサービスを提供する

ようになるでしょう．現在までにロボッ

トから得られる情報の記述方式やその

流通方式を標準化すべく，例えばRT

ミドルやORiNなどが提案されていま

す．しかしながら，それらはまだ緒に

ついたばかりでロボットメーカやロボッ

トごとに違っているのが現状です．そ

のため，異なるロボット間で相互に情

報を利用することはできませんでした．

ネットワークロボットプラット

フォーム

私たちは異なるロボット間で相互に

情報を利用すべく，誰が（Who），い

つ（When），どこで（Where），何

を（What），なぜ（Why），どのよう

にして（How）といった，いわゆる５

W１Hを基本とした情報の記述方式を

考えてきました．そして，ネットワー

クロボットがユーザにサービスを提供す

るためには，Who，When，Where，

Whatで記述されたユーザやロボットの

情報をネットワーク上で流通させるこ

とが有効であると仮説を立てました．

そして，それを基にネットワークロボッ

トプラットフォーム（NWR-PF）を構

築してきました．

NWR-PFのシステムアーキテクチャ

を図２に記します．NWR-PFは，接

続ユニット，エリア管理ゲートウェイ，

認証データベースからなります．

（1） 接続ユニット

接続ユニットはロボット独自の通信

方式でロボットと通信して，ロボット

やセンサから情報を取得します．そし

て，その情報からユーザやロボットの

名前などのWho情報，絶対時刻であ

るWhen情報，ユーザやロボットの場

所や位置などのWhere情報，ユーザ

やロボットの行為や状態などのWhat

情報からなる４W情報を生成し，

FDML（ Field Data Markup Lan-

guage）（2）でネットワークへ送信しま

す．また，エリア管理ゲートウェイか

ら送信されたCroSSML（Domain-

Crossover Services Markup Lan-

guage）（3）で記述されたサービス実行

のコマンドメッセージをロボット独自の

コマンドに変換し，ロボットに送信し

ます．ここで，FDMLとはNTTサイ

バーソリューション研究所で開発され

たXMLベースの記述言語で，多種多

様な機器からの情報をFDML形式に

することにより情報を統一的に扱うこ

とができます．また，CroSSMLとは，

慶応義塾大学で提案された言語であ

り，異なるドメイン間で相互に情報の

登録・検索・利用を可能にするXML

ベースの記述言語です．

（2） エリア管理ゲートウェイ

エリア管理ゲートウェイでは，ユー

ザとロボットの４W情報を用いて状況

に応じたロボットの選択やサービスの

進捗状況を管理するとともに，サービ

ス実行のコマンドメッセージを生成し

接続ユニットへ送信します．

（3） 認証データベース

認証データベースは，ユーザの４W

情報を蓄積するユーザデータベース，

ロボットの４W情報を蓄積するロボッ

トデータベース，ユーザのサービス履

歴を管理する履歴データベース，サー

ビスのやり方（シナリオ）などを蓄積

するサービスデータベースからなります．

このようにデータベースを分けること

で，新たなユーザやロボット，サービ

スの追加に対しても該当するデータ

ベースのみを修正することで対応でき，

効率的な情報管理ができます．

このNWR-PFを利用することで，従

来さまざまな通信方式や記述方式で流

通していたロボットやユーザの情報を，

共通の通信方式と記述方式でネット

ワークに流通させることができ，異な

るロボットが相互に情報を利用可能と

なります．また，ユーザやロボットの情

報を４W化することで，統一的な情報

処理方式によってさまざまなロボット

を連携させることができるようになり

ます．
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４W情報を用いたサービス分配

ロボットが連携すると，サービスを

していたロボットが故障したときには

別のロボットが代替したり，サービス

を提供するために必要な機能をロボッ

トが持っていない場合，他のロボット

と協力してサービスを提供する，など

が可能となります．

ここではそのような連携を実現する

ための基本機能であるサービス分配機

能を説明します．このサービス分配機

能とは，いろいろな機能を持ったロボッ

トの中からロボットとユーザの４W情

報を用いてサービスを提供するロボッ

トを決定するための仕組みのことです．

ネットワークロボットの各々のロボッ

トは，あるロボットはジェスチャや移動

ができたり，別のロボットは単に合成

音しか再生できないなど，さまざまな

機能を有しています．そのため，それ

ぞれのロボットが同じサービスを行う場

合，そのシナリオも千差万別です．そ

こで，図３に示すような４W情報を利

用したサービス分配機能を実現しま

した．

サービス分配機能ではサービスデー

タベースに優先度が付与されたサービ

スのシナリオをあらかじめ複数用意し

ておきます．エリア管理ゲートウェイ

ではユーザとロボットの４W情報を監

視します．そして，ユーザがサービス

を要求したときにユーザとロボットの４

4W情報受信機能 エリア管理ゲートウェイ 

認証データベース 

サービス分配 
サービス進捗管理 

サービス 
データベース 

ユーザ 
データベース 

ロボット 
データベース 

インターネット 

ロボット通信機能 

FDML

接続ユニット 接続ユニット 接続ユニット 

・・・ 

ネットワークロボットプラットフォーム 

ロボット間通信機能 ロボット間通信機能 

　 FDML 
生成機能 

ロボットコマンド 
生成機能 

FDML 
生成機能 

FDML 
生成機能 

ロボットコマンド 
生成機能 

CroSSMLFDML FDML CroSSML

ビジブル型ロボット アンコンシャス型ロボット 

・・・ 

バーチャル型ロボット 

・・・ 

履歴 
データベース 

図２　ネットワークロボットプラットフォーム 
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W情報の各要素とサービス情報を比

較することで，サービスを提供するロ

ボットとシナリオを決定します．つい

で，ロボットにシナリオに基づいたコマ

ンドメッセージを送信します．同時に，

過去にそのユーザに提供したサービス

の履歴もロボットに通知します．

このサービス分配機能により，ある

ユーザにロボットがサービスを提供して

いる最中に，別のユーザが同様のサー

ビスを要求した場合，周辺の別の機能

を持ったロボットが代わりにサービスを

提供することができるようになります．

加えて，ロボットはユーザの履歴を参

照しながらサービス提供が行えるため，

ユーザにカスタマイズされたサービスを

提供できるようになります．

この処理方式はユーザとロボットの

４W情報の各要素を比較するだけで

サービスのシナリオとロボットを決定す

る処理方式であるため，ネットワーク

ロボットのように多様な機能を持った

ロボットを統一的に扱いながら，ロボッ

トとユーザの状況に適したロボットの

決定が行えることが特徴です．

認証データベース エリア管理ゲートウェイ 

When 
Where 
比較 

ユーザの情報 
・４W情報 

ロボット1の情報 
・４W情報 
・ロボットが持つ機能 

ロボット1の情報 
・４W情報 
・ロボットが持つ機能 

候補となるロボット情報 

候補となるサービス情報 

決定されたロボット情報 

決定されたサービスと 
シナリオ情報 

ユーザ 
データベース 

サービス 
データベース 

ロボット 
データベース 

履歴 
データベース 

コマンド 
メッセージ 
生成 

該当ユーザの履歴情報 

履歴情報 
・４W情報 

履歴情報 
・４W情報 

ロボット1の情報 
・４W情報 
・ロボットが持つ機能 

サービス情報 
・シナリオ 
・優先度 
・必要な機能 

ロボット情報 

サービス情報 

ユーザ情報 

履歴情報 

機能の比較 
＋ 

優先度による 
ロボットと 
シナリオの 
決定 

Who 
比較 

Where 
What 
比較 

サービス情報 
・シナリオ 
・優先度 
・必要な機能 

サービス情報 サービス情報 サービス情報 サービス情報 
サービス情 
・シナリオ 
・優先度 
・必要な機能 

サービス情報 

図３　ユーザとロボットの４W情報を利用したサービス分配機能 

サービス情報 
・シナリオ 
・優先度 
・必要な機能 
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NWR-PFを用いたサービスの実現

私たちはネットワークロボットの有

効性を確認するために，NWR-PFを用

いて大阪市立科学館でのプリクラサー

ビスやCEATEC JAPAN2006での展

示説明サービスなどを具現化してきま

した．ここでは複数のロボットが協調

して写真撮影，提示を行う写真サービ

スを説明します．構築したシステムを

図４と表に示します．この写真サービ

スは写真撮影のためのエリアと写真投

影のためのエリアの２つの離れたエリ

アで行われます．それぞれのエリアに

は，写真撮影機能だけを有するロボッ

トや，写真を表示するだけの機能を有

するロボットなど，異なる機能を有す

る複数のロボットを配置しました．

この写真サービスは携帯電話

（Robot-E）でユーザがRobot-Aまた

はRobot-Bに貼り付けたQRコードを

撮影したことをきっかけに開始されま

す．具体的には，Robot-EがQRコー

ドの情報をNWR-PFに送信すること

写真投影エリア 写真撮影エリア 

NWR-PFサーバ 
（エリア管理ゲートウェイ，認証データベース） 

接続ユニット群 

携帯電話に実装されたバーチャルロボット 

Robot-D 
（スピーカロボット） 

QRコード 

投影されたテキスト 

Robot-B 
（写真投影ロボット） 

Robot -A 
（写真撮影ロボット） 

QRコード 

Robot-C 
（ディスプレイロボット） 

Robot-E 
（バーチャル 
ロボット） 

図４　NWR-PFを用いた実験システム（写真サービス） 
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で，NWR-PFがサービス分配機能を用

いてサービスを行うロボットとシナリオ

を決定し，各々のロボットにコマンド

メッセージを送ることでサービスが行わ

れます．

NTT主催の第４回NTTコア技術シ

ンポジウムならびにNTT R&Dフォー

ラム2006で実験システムのデモンスト

レーションを行いました．その結果，

写真撮影エリアではRobot-Aが何も

サービスを提供していない場合には

ユーザの写真を撮影し，Robot-Aが他

のユーザにサービスを実行している場

合には，同じエリアにいるRobot-Cが

写真撮影できない旨のアニメーション

をディスプレイに表示することを確認

しました．また，写真投影エリアにお

いても同様にRobot-Bのサービス状況

に応じてRobot-Dが代行できることも

確認できました．さらに，ユーザのサー

ビス履歴をRobot-Bが参照することで，

まだ写真撮影が終わっていない投影エ

リアにいるユーザに対して，先に写真

撮影をするようにユーザに促すことも

確認できました．

今後の取り組み

これまでに多くのロボットメーカが集

まって，私たちの生活の中でさまざま

なサービス提供や支援を行うサービス

ロボットの実現を目指したフォーラム

が設立されています．また，韓国や欧

州などでもネットワークロボットに近

いコンセプトを提唱し，ネットワーク

を用いたサービスロボットの研究開発

が進められています．今後は，それら

フォーラムや海外のプロジェクトならび

に事業会社との連携などを模索しなが

ら，このNWR-PFを用いたネットワー

クサービスのビジネス化を進めていきた

いと考えています．さらに，NWR-PF

を宅内でのユビキタスサービス実現の

ためのコア技術の１つとして位置付け，

さらなる機能拡充を進めていきたいと

も考えています．
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表　各ロボットの主な機能

ロボット名 ロボットの主な機能

Robot-A
アイカメラによる写真撮影機能
スピーチ機能
ジェスチャ機能

Robot-B 文字・写真撮影機能

Robot-C アニメーション再生機能

Robot-D スピーチ機能

Robot-E
アニメーション再生機能
QRコード認識機能


