
NTTデータがとらえる「ロボット」

「ロボット」というと，産業用ロ

ボットや人型のロボットが一般的に想

像されます．

経済産業省のロボット政策研究会で

は，「センサ」「知能・制御系」，およ

び「駆動系」の３つの要素技術がある

ものをロボットと広く定義し，「知能化

した機械システム」としてとらえてい

ます＊１．しかし近年，ロボット技術の

活用領域が増えてきたため，上記定義

からの解釈も拡大されてきています．

NTTデータでも，ロボット自身を製

造する立場としてではなく，システム

インテグレータとしてロボット単体およ

びロボット技術を利活用したシステム

という観点でロボットを広くとらえて

います．主にスタンドアローンで作業

を行うロボットではなく，クラウド上

のリソースやサービスと連携すること

で，スマート化された空間全体の中で

効率的に安全に動くロボットや，また

そういった知能化空間全体でサービス

やアクションを実現するものを目指し

ています．

ロボット技術に取り組む背景

近年のICT業界としても国内の長期

低迷傾向の中で新たな成長分野として

スマートグリッドやスマートシティなど

の発展が期待されています（図１）．

M2Mやセンサネットワークといった新

たな情報インフラやソリューションが

広がりつつある中で，それらとロボッ

トが連携しやすい環境を準備すること

で，ICTとロボットとの融合を実現

し，ロボットをより社会・ビジネスに

貢献できるシーンに近づけることがで

きます．

例えば，センサネットワークにより

外界知を取り入れ，より効率的に安全

に移動できるインテリジェントな移動

体ロボットや，ビッグデータからの付

加価値の高い情報からロボットを通し

て現実世界にフィードバックするとい

うようなことが可能になってきます．ク

ラウド上にビッグデータを収集するた

めに，よりセンシングを効率的に自動

的に行うというロボット技術も重要に

なってくると予想します．

国産の製造用ロボットは現在世界

シェア約７割にも及びますが，元々欧

米との競争に加え，中・韓の国策的な

動きで追い上げが近年顕著になってき

ており，いち早く製造業以外への応用

展開，つまりサービスロボットの普及

展開を一層進めるべき段階にきてい

ます．

当社は，さまざまなロボットメーカ

と連携して，世界で優位性のあるロ

ボット技術をM2M市場の立ち上げと

ともに取り込んでいくことで，ICT分

野のさらなる領域拡大をねらっていき

ます．

M2MからM2M2Aへ

M2Mとは，元来，「ネットワークに

つながれた機械（Machine）」どうし

が人間を介在させずに相互に情報交換

し自動的に最適な制御が行われるシス

テムのことですが，当社はロボットも重

要な機械の１つとしてとらえています．

将来的には，センサ技術とロボット

技術は融合し，センサによる可視化情

報を基にサービス連携を図り，その結

果をロボット技術によるアクチュエー

ト・アクション（Actuate-Action）に

移す，リアルとサイバー（現実と仮想）

を融合したM2M2Aソリューションが普

及していくと予想しています（図２）．
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ICTとロボットの融合を目指す，ロボティクス
インテグレーションの戦略と取り組み

M2M（Machine to Machine）やセンサネットワークの拡大に伴い，クラウ
ドと連携したロボットが新たな付加価値を提供できる時代になりつつありま
す．本稿では，ICTとロボットの融合を実現する戦略と研究開発について，
オープン化の動きを交えつつ紹介します．

か が や とよあき

加賀谷 豊明

NTTデータ

ロボティクス M2M RTミドル

＊1 特許庁の定義は①マニピュレーション機能
を有する機械，②移動機能を持ち，自ら外
部情報を取得し，自己の行動を決定する機
能を有する機械，③コミュニケーション機
能を持ち，自ら外部情報を取得し，自己の
行動を決定し行動する機能を有する機械，
のいずれかを満たすものをロボットとして
います．
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ICTとロボットの融合を手掛ける

想定分野

当社では，M2Mの取り組みを全社

横断的に行うM2Mクラウド推進室

（2011年10月発足）により，M2Mク

ラウドの構築およびそれを活かしたお

客さまへの新規サービス提供を加速し，

ICTサービスの高度化を目指していま

す．全社的にM2Mが推進されていく

分野も踏まえ，ロボット技術の適用先

として，当社の事業領域でもあるライ

フサポート分野と社会インフラ保守分

野での展開を目指しています．

■ライフサポートにおける適用

介護現場では要介護者の自立支援

や，人材不足が急進している介護ス

タッフのアシスト役として，ロボット

技術の応用が有望視されています．実

際，介護ロボットは2015年から介護

保険対象となることが2012年に決まっ

たこともあり，研究開発および実証が

より加速していく分野となります．

高齢者や要介護者の身の回りの機

器，施設などをM2Mにより連携する

ことで，クラウド上にバイタルデータや

日常行動を収集し，PHR（Personal

Health Records）やライフログと合

わせて見守りの負担軽減や健康状態

の総合的な管理をすることがより現実

図１　スマートな空間とロボットの適用領域の広がり 
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的になります．

そこにロボット技術を取り入れるこ

とで，よりバイタルデータをセンシング

しやすくし，個人の健康状態に最適に

制御されたリハビリ機器・プログラム

の高度化や，過飲や飲み忘れ問題に

対する薬の服薬管理装置など実生活

での効果的な作用を実現できるように

なっていきます．

実際に研究開発されているものとし

て，遠距離や人不足で病院従事者・

患者・家族等と容易にコミュニケーショ

ンできないケースでは，病院や地域介

護施設内で任意の人の所へ安全に効率

的に移動し，ビデオカンファレンス機

能で相手の表情，声を流し，対話を

支援する自律移動可能なコミュニケー

ション支援ロボットがあります．さら

にそこで単純な対話だけでなく診察や

専門的相談をしたい場合や，生活習

慣のレコメンドにロボットを通して提

案支援する場合，クラウドで連携され

たPHRを利活用できると，サービス受

給者，従事者双方に利便性が広がり

ます．

■社会インフラ保守における適用

大規模な建造・構造物やライフライ

ン等の社会インフラの保守問題が年々

重要視されてきています．崩壊時の社

会的・経済的損失のおそれが大きいだ

けに予防保全が重要ですが，インフラ

の多くは高度経済成長期につくられ，

近年一斉に更新時期を迎えつつあり，

少子高齢化で自治体も税収が減る中

で，最適な保守を低コストで実現しな

ければなりません．保守現場は高所な

どいわゆる３Kな環境が多く，ロボッ

トの活用が有効であり，実際徐々に活

用されてきています．

当社には社会インフラ保守に関する

M2Mクラウドソリューションとして，

BRIMOSという橋梁監視ソリューショ

ンがあります．橋梁に設置した各種セ

ンサを用いて，リアルタイムかつ継続

的に橋の状態を監視する橋梁モニタリ

ングシステムを手掛けています．

BRIMOSには，ロボット自体は取

り入れていませんが，このようなクラウ

ドで付加価値を発揮できるM2Mクラ

ウドソリューションとロボット技術を融

合させ，より付加価値の高いサービス

を目指します．保守対象がセンサデバ

イスを設置しにくい場所や長距離，広

範囲な検査を要するなどの場合，クラ

ウドの地図情報サービスと連携した高

度な自律移動や位置同定機能により，

効率的な検査作業を実施し，現場で

従来目視検査していた作業については，

ロボットが自律移動しつつ，検査対象

画像をクラウド上で大量の画像データ

と高速高精度な画像処理を施し異常

検知するといったことが実現しやすく

なります．

開発環境に関する取り組み

■RT（Robot Technology）

ミドルウェア

ロボット業界ではオープン化が急進

しており，そのオープンなリソースや環

境を利用しやすい開発環境が，ロボッ

トとICTの連携の接点をつくる意味で

も重要な位置を担ってきます．

日本のサービスロボット業界における

研究開発を主導する独立行政法人産業

技術総合研究所（産総研）は，サービ

スロボットの普及を目指し，オープン戦

略としてロボットのソフトウェアコン

ポーネント（RTC: RT Component）

の標準インタフェース仕様をOMG

（Object  Management Group）＊２

に提案し，2008年にOMGの標準仕

様として発行されました．産総研は同

時にこの仕様に沿ったRTCを動かすミ

ドルウェアとしてRTミドルウェア＊３

（RTミドル）を開発，公開しました．

当社は，グループ会社のキャッツ社

と協力し，同社製のソフトウェア開発

用の状態遷移表設計ツール（ZIPC）

をRTC，RTミドルに対応させて設計

品質の向上に貢献しています（図３）．

■機能安全

多くのロボットは，駆動系を有して

いるため，人や周囲環境に危険を及ぼ
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＊2 OMG：オブジェクト指向の標準化推進の
ための業界団体で，代表的にはUMLや
CORBAの標準化を推進．OMG内では
Robotics DTF（Domain Task Force）がロ
ボットに関して2005年から活動．

＊3 RTミドルウェア：ロボットの構成要素（セ
ンサ・アクチュエータ）やロボットを制御
するソフトウェアを，コンポーネントとし
て部品化するためのミドルウェア．

状態遷移表でモレ・ヌケのない仕様を作成 S: state（状態） 
E: event（イベント） 

状態図 EHSTM

同じ情報 

E2 
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図３　拡張階層化状態遷移表（EHSTM） 

モレ・ヌケ発見＝バグ発見!
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さないよう高度な機能安全＊４対策が必

須になります．

ロボットを手掛ける多くのメーカは，

家電をはじめ既存の製造事業を有して

いることが多く，特に日本ではロボッ

トで事故等が起こった場合のブランド

毀損を強く恐れ，高度に安全を担保で

きないと市場に製品を出しにくい状況

にあります．結果，ロボットが実証の

域をなかなか出られず，事例になりに

くいため，事業化の芽が出ないという

業界的にも負のスパイラルに陥ってい

ます．また一方で，高信頼はブラン

ディングとしても長期的な優位性とし

て早くから実現すべきという戦略的な

考えもあります．

国 際 的 にも， 機 能 安 全 規 格

IEC61508＊５をベースとしてパーソナ

ルケア・ロボット（人と接するコミュ

ニケーション型ロボット）向けに準備

された国際安全規格ISO1348 2が

2013年発行される見込みであり，業

界全体で対応が注視されています．

ロボットを利活用する立場として当

社は，メーカとのパートナシップが重

要であり，将来的にICTと連携したロ

ボットシステムを手掛けるうえで，調

達要件や訴訟問題にも影響が出てくる

安全に関する業界的な動きは当然見過

ごせない領域にあります．

そこで当社は，IEC61508の認証等

に有利なロボットの高信頼ソフトウェ

アを実現するための統合開発環境の検

討を産総研と協力して手掛けています．

組込ソフトウェアのV字開発サイク

ル内でZIPC製品群やほかの有力OSS

ツール間でシームレスに要件をトレー

スできる構成・方式の実現を検討して

おり，開発側はリスクアセスメントに

おいて要件から設計・実装・検証まで

トータルに説明責任を果たすことがで

き，高信頼なソフトウェアを実現しや

すくなります（図４）．

■開発環境からのクラウド連携

クラウド連携での優位性に関して，

RTミドルはネットワーク上に分散配

置されたRTCと接続できるため，ク

ラウド上にRTC標準のインタフェー

スを持ったクラウドサービスのAPI

（Application Program Interface）

を準備すれば，RTミドルを搭載したロ

ボットは容易にクラウドサービスを使

うことができます．

将来的には，オープン化を見据えて

開発環境からクラウド上の各種RTC

を利用しやすくしたり，RTCインタ

フェースを簡単に実装できる開発環境

を構築したりすることで，クラウド上

開発V字サイクルでの最適なツール構成と要件トレース実現 

高信頼ソフトウェアを 
実現するための最適な 
ツール構成を検討中 

TERAS（ツール間の要件トレースプラットフォーム） 

図４　高信頼ソフトウェアの実現推進（ツールチェーン） 

各ツールはオープンツールプ
ラットフォームの TERAS ※に
より連携可能．設計ドキュメン
ト，モデル，ソースコード，テ
ストシナリオ，テスト結果等が
シームレスにトレース可能で，
不具合から要件までの追跡や影
響範囲の把握が可能に． 
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プロジェクト管理やモデルベース開発のほか，
機能安全認証エビデンス出力等さまざまなプラ
グインが用意される予定． 

※平成 23年度「産業技術実用化開発事業費補助金（組込
みシステム基盤開発事業（品質説明力向上に向けたオー
プンツールプラットフォーム構築事業））」による産官学
連携の一般社団法人TERASのオープンツールPF

OSS：オープンソース 
　　　 ソフトウェア 

＊4 機能安全：機能的な工夫（安全を確保する
機能）を導入して，許容できるレベルの安
全を確保すること．対比する用語は「本質
安全」．

＊5 IEC61508：IEC（国際電気標準会議）が制
定した，プロセス産業における電気・電
子・プログラマブル電子の機能安全に関す
る国際規格で，多くの分野の機能安全規格
のベースになっています．



のリソース，アプリケーションとロボッ

ト側のソフトウェアが連携しやすい環

境の実現を目指します．

今後に向けて

■ロボットのリモート運用管理

ロボットが普及するために，また普

及した際に重要になってくるのはロ

ボット自身の保守や運用管理技術と考

えられます．

例えば，適用先が有望視される福祉

介護分野では，福祉機器や用具は現

在レンタルが多く，高齢者がユーザで

あるため必然と手厚い保守サービスや

モニタリングが重要になります．実際，

2012年度の介護保険の法改正では，

福祉用具サービス計画が義務化された

こともあり，レンタル・販売後の保守

はサービスの質としてより重要な位置

付けになってきます．

そこで，ロボットや機器から操作ロ

グやエラー故障情報，稼働率等の情報

を取得するモジュールやインタフェース

を実装しやすくする開発環境を準備し

たり，M2Mクラウドでそのような情報

を取得しやすくしたりすることで，福

祉用具サービス計画に反映するなど保

守運用に関する付加価値の提供を目指

します．

■クラウドロボティクス

「クラウドはロボットをより軽く，安

く，賢くする」という考え方は，

Google I/O 2011でGoogle自律走行

車の開発メンバであるJames Kuffner

氏によって謳われました．

NTTデータとしても，従来スタンド

アローンなロボットに持ちえなかった高

速な計算機やストレージ，機能やナ

レッジをクラウドでロボットにもたらす

ことで，ユーザにメリットが大きいサー

ビスロボットシステムを実現できるクラ

ウドロボティクス的な基盤やソリュー

ションをM2Mクラウドの連携と合わせ

て今後研究開発していきます（図５）．
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図５　クラウドロボティクス概観イメージ 

提供サービス例 

ビッグデータ 
活用サービス 

クラウドによりロボットの機能・能力を追加・拡張し，さまざまなサービスシーンへ適用 

クラウドロボティクス基盤・ソリューション例 

各種ネットワーク（3G・WiMAX・LTE・FTTH・DSL・Wi-Fi・ZigBee・6LoWPAN/BGAN等） 
 

M2Mクラウド 
プラットフォーム 

ライフサポート 

各種デバイス 各種ロボット 

遠隔医療 

見守り 

服薬管理 

SNS連携 

データ収集 

車両 ロボット 家電 気象センサ 人感センサ 

監視カメラ 緊急通報機 健康機器 携帯電話 電力センサ 

ユーザ管理・認証 課金 デバイス管理 センサ情報取得・蓄積 

データ分析処理 気象情報連携 地図情報連携 

Twitter

Facebook

ゲームSNS

・・・ 

画像処理 

人・顔認識 

物体認識 

AR・画像補正 

・・・ 

音声処理 

音声認識 

翻訳 

音声合成 

・・・ 

位置把握 

屋内外地図 

SLAM

経路生成 

・・・ 

通信管理 

遅延制御 

セキュア 

コグニティブ 

・・・ 

ロボット 
状態監視 
稼働率 

操作・故障ログ 

消費電力 

・・・ 

ロボット 
動作シナリオ 
オントロジー 

環境構造化 

協調制御 

・・・ 

ユーザインタ 
フェース制御 

GUI

ジェスチャー 

ロボットプラットホーム・通信方式対応 

ROS

CANopen

RSNP

UNR-PF

RTミドル 

ORiN

ハプ ティクス 

・・・ 

インフラ保守 

橋梁保守 

配管検査 

ビル保守 

データセンタ 

遠隔保守 
 

アテンド 

空調管理 

百貨店 

アテンド 

遠隔購入 

商品搬送 

ECサイト 

VR試着 

AR試着 

レコメンド 

展示場 

アテンド 

遠隔見学 

AR情報 

シェアサービス 

パーソナ 
ライズ化 

ロボット 
運用管理 

高付加価値サービス提供 
（マーケティング，最適化等） 

加賀谷 豊明

ロボット技術は将来利用の幅が広がって
いくことが確実です．そのときまでいかに
ポジションを確立・維持していくかが重要
であり，NTTデータでは特にICTとの融合に
よる付加価値の創出に力を入れています．
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