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ユーザを感動させるエポックメイキングなサービス創出への挑戦

人の成長を支援するパーソナル
エージェント

人は生涯にわたり成長し，「できな
かったことができるようになる」「年
をとってもいつまでも現在の状態を
維持する」そして「元気になりやる気
を出す」ことができます．私たちの状
態を知ったうえで成長を手助けして
くれるもの，それをパーソナルエー
ジェントと呼ぶこととします．それ
は，生涯にわたって私たちを支援して
くれるものでありますが，100％頼る
のではなく，私たちの後押しをしてく
れる存在であってほしいと考えてい
ます．NTTサービスエボリューショ
ン研究所ではそんなパーソナルエー
ジェントの実現を目指して，研究開発

に取り組んでいます．
そのようなパーソナルエージェント

ができると，生涯にわたってユーザを
支援し，後押しするかつてないエー
ジェントサービスが可能になります

（図₁）．
そのためには，①支える対象である

人，および人を取り巻く環境を知り（セ
ンシング技術），②人の身近にあって
一生にわたり継続的に活動を支援する

（マルチモーダルインタラクション技
術）ことが必要です．また，これらを
実現するためには，③パーソナルエー
ジェントの実態であるロボットなどの
デバイスの違いを吸収するとともに，
膨大な数のセンサを効率的に収容 ・ 制
御し，利用するアプリケーションから
違いを隠蔽する仕組み（デバイス機能

仮想化技術）が必要となります．

人の内部状態を推定する
センシング技術

人の身体的 ・ 精神的な内部状態を知
るには，脈や心電といった生体データ
が有用です．一般に，これらのデータ
を取得する機器として，指先や腕，耳
などに装着するセンサが利用されてい
ます．これら一般のセンサに比べ，よ
り自然に，人にとって低負担にデータ
を取得できるセンシング方式として，
NTTと東レ株式会社が共同開発した
機能素材hitoe＊ 1 を使う方法がありま
す．シャツ形状のhitoeでは，着てい

生体センシング マルチモーダルインタラクション M2M

＊1	 hitoe：NTTと東レ株式会社が共同開発した，
導電性高分子（PEDOT-PSS）を繊維表面
にコーティングすることで実現された布素材．

いつでも，どこにいても，安心して頼れ，状況や年代により実体が変わっても友達のように，ずっと寄り添うパーソナルエージェント
によるエージェントサービスの実現
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ロボット製作協力 株式会社AOI Pro.
図 1 　エージェントサービスの例

人の成長を支援するパーソナルエージェントの
実現に向けて

NTTサービスエボリューション研究所では，実世界に私たちと一緒に存
在し，私たちを思いやり，働きかけ，いつもそばにいて私たちの成長を支
援し，自らも成長するパーソナルエージェントの実現を目指しています．
本稿では，人や人を取り巻く環境を知るためのセンシング技術，人をサポー
トし成長を助けるマルチモーダルインタラクション技術，いつでもどこで
も継続的に人を支援するためのデバイス機能仮想化技術を紹介します．
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るだけで心電や加速度といった情報が
取得できます（1）．

さらに，事前に着用したり装着する
こと自体が負担になるような用途に備
え，普段使うものから脈を計測するこ
とができる面型脈波センサを開発しま
した．これは，一点で計測する従来の
脈波センサを光学的に拡張して，面で
計測できるようにしたものです（2）．計
測範囲を広げることにより，無造作に
握っても測定ができるようになりま
す．例えば，マウスへ組み込むことで，
通常のPC作業を行っている間に脈波
データを計測したり，車のステアリン
グに組み込むことで，運転中のドライ
バの脈波データを計測することができ
ます（図₂）．

しかし，hitoeや面型脈波センサな
どを使って日常生活の中でのセンシン
グをすると，専用の機器を使って静止
して測定する場合に比べ，動きなどに
よるノイズが測定データに乗ってしま
い，解析が困難になっていました．そ
こで，測定データからノイズを低減し
心拍などの特徴量を高精度に抽出する
技術，得られたセンシングデータやそ

の特徴量から，中枢性疲労やパフォー
マンス（認知能力）変化，睡眠の深さ，
歩き方のバランスや姿勢，動作などを
推定する技術の研究に取り組んでい
ます．

これらの技術を活用し，疲労リスク
管理や業務効率化，睡眠ケアや，活動
量などの把握を通じたスポーツやヘル
スケア向けソリューションへの展開も
期待できます．

人の成長を助けるマルチモーダル
インタラクション技術

パーソナルエージェントが人や周辺
の状況に基づき人への能動的な働きか
けを行っていくためには，その時々や
周辺環境やそれぞれの人に合わせた表
現 ・ フィードバック方法が重要となっ
てきます．

マルチモーダルインタラクション技
術は，センシング技術や音声認識 ・ 合
成 ・ 対話技術などと連携して人の状態
や表情を理解し，ロボットなどのガ
ジェットの発話や動きなどを同調させ
て情報やコンテンツを人に伝える技術
です．これにより，人を安心させたり，

感動をさせたり，さらには成長を助け
ることができます．

ここで考慮しなければならないの
は，人が接するロボットなどのガジェッ
トは，年齢 ・ 世代や生活シーン ・ 場所
によって異なるということです．対象
となるロボットなどのガジェットが変
わっても，その状況に合わせた安心 ・
感動 ・ 成長をサポートするために，ガ
ジェットの制御方法や，人とガジェッ
トとのインタラクション方法を，表現
データモデルとしてモデル化し，それ
をユーザごとにパーソナライズして保
持することで，的確でシームレスな対
応を可能とします．

具体的な取り組みとして，介護施設
や自宅で能動的に被介護者に働きかけ
る “脳動的” ロボット＊ 2 の実現を検
討しています．生体センサによって被
介護者の体調を把握し，状況に合わせ
て，声やジェスチャなどの感情表現動
作をすることにより，会話を促進し認
知症の進行を抑えることができる可能

＊2	 脳動的ロボット：ユーザに迎合するのでは
なく，ユーザの状態を考慮しつつ積極的に
提案するロボット．

従来の脈波センサを光学的に拡張し，広い計測領域を実現

発
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図 2 　面型脈波センシング技術
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図 ₃ 　ロボット動作による感情の変化
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性があります（3）（図₃）．
また，車いすの将来形などのパーソ

ナルモビリティの普及を想定した，
チャレンジドパーソンの支援も検討し
ています．パーソナルモビリティが人
格を持ち，それとの対話を通じて，人
が運転方法を容易に習得できたり，目
的地までのナビゲーションをしてくれ
たりすることで，足の不自由な方でも
外出を楽しめる世界の実現を目指して
います．センサだけでは判断が困難な
主観情報（体感，エピソードなど）を，
自然な対話の中で人の想起を促すこと
で収集する方法を検討しています．地
図情報とともに蓄積抽出することで，
あらゆる人に最適なナビゲーションが
可能となります（図₄）．

さらに，脳科学や心理学に基づく，
スポーツや子どもの成長分野でのマル
チモーダルインタラクション技術の検
討も行っています．具体的には，スポー
ツの習得支援を想定して，生体センサ
により筋肉の動きを検出し，個人ごと

に適したフォームになるように力覚 ・
視覚 ・ 聴覚を使ったフィードバックを
行うコーチングスーツを人が身に着け
て練習することで，正しい筋肉や関節
の動かし方を記憶し，コーチングスー
ツを外した後でも正しいフォームが
再現できるような研究に取り組んで
います．

パーソナルエージェントの機能を
支えるデバイス機能仮想化技術

前述のような仕組みを実現するに
は，収集するデータや，ロボットなど
のガジェット（あるいはもっと広くデ
バイス）の効率的な管理，ならびにデ
バイスの機能をネットワーク（クラウ
ド）から簡単に利用できるようにする
仕組みが重要となります．

これらの仕組みを実現する基本アー
キテクチャは，分野 ・ デバイスごとの
プロトコルの違いを意識しないで，各
デバイスの制御やデータ活用が容易に
実現できるアーキテクチャであるべき

です．また，データ活用やデバイス管
理の要件は分野によらず共通であるこ
とが多く，各分野共通のアーキテク
チャで提供 ・ 実現することが，分野横
断的に活用できるため，システム開発
の効率性から望ましいといえます．

このアーキテクチャの検討にあた
り，M2M（Machine to Machine）＊ 3の
国際標準化の動向に着目しました．な
ぜなら，M2M国際標準化のねらいが，
私たちの課題と同様に，複数の分野に
適用可能なシステムアーキテクチャ，
サービスプラットフォーム仕様の策定
にあるからです（4）．

oneM2M＊ 4は，日本 ・ 米国 ・ 中国 ・
韓国 ・ 欧州の各地域の電気通信系の標
準化団体が共同で運営するM2Mに関
する国際標準化団体です．2015年 1

＊3	 M2M：機械と機械が通信ネットワークを介
して接続され，自律的に情報交換を行うシ
ステム．

＊4	 oneM2M：欧州，米国，アジアの主要な通
信関連の標準化団体が連携して2012年に発
足したM2Mのグローバル標準化を担う
組織．

例）加速度，ジャイロセンサ
のデータを取得

例）前後進，右左折，右左旋回，停止・
急停止，段差といったイベント抽出

例）人との対話により，イベントに対して，「車いす
では通りにくい」という意味付けをする

加速度

時間

「段差」
（イベント）

加速度

時間

「車いすでは
通りにくい」
（意味付け）

これ以上進むのは
無理かなぁ

対話

・路面状況のセンシングに加えて，
エージェントとの対話から抽出された
バリアの詳細情報を収集

・高付加価値情報の抽出・蓄積
・利用目的に応じて分かりやすく地物が
変化するパラメトリック地図

遠回りだけど段差なく
いける道あるよ

図 4 　対話による主観情報の収集
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月に，第一版が正式リリース公開され，
その中で実現アーキテクチャも規定さ
れています．私たちは，ここで規定さ
れているM2M標準化アーキテクチャ
を参考にデバイス機能仮想化の基本
アーキテクチャの検討を進めていま
す．M2M標準化アーキテクチャとデ
バイス機能仮想化への適用例を図５に
示します．

デバイス機能仮想化では，M2M国
際標準アーキテクチャを参考に，物理デ
バイスの機能をM2M-GW（Gateway）＊ 5

を通じてデータセンタ上で論理デバイ
スとして定義し，アプリケーション側
か らAPI（Application Programming 
Interface）＊ 6を通じて論理デバイスの
制御を可能とする仕組みを提供してい

ます．また，このアーキテクチャを最
大限活用できるよう，さまざまな分野
に対応した共通的なデバイスモデル規
定を目的に，oneM2Mでの標準化提案
を進めています．

今後は，ウェアラブルセンサやロ
ボットなどを加えた対象デバイスの拡
張，多様なM2Mエリアネットワーク＊ 7

への対応を進め，本技術が幅広くさま
ざまなサービスに適用できるよう，さ
らなる検討を進めていきます．

今後の展望

実世界にユーザとともに存在し，
ユーザを思いやり，働きかけ，ユーザ
と成長するパーソナルエージェント
は，私たちが今まであきらめていたこ
とに向けて一歩踏み出す後押しをして
くれます．それは，きっと私たちの人
生を豊かなものにしてくれると考えて
います．

パーソナルエージェントの実現に
は，今回紹介した技術以外にも，目や

口にあたる映像処理，音声 ・ 言語処理，
記憶や頭脳にあたるビッグデータ解析
や人工知能，体にあたるロボットなど
多様な技術を結集することが必要で
す．NTT研究所では技術の活用はも
とより，多くのパートナー企業との連
携によるコ ・ イノベーションにより，

「人の成長を支援するパーソナルエー
ジェント」を創り上げていきたいと考
えています．
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パーソナルエージェントが私たちに寄り
添い，さまざまな挑戦の後押しをしてくれ
る．私たちの成長が支援され，人生がより
豊かになっていく…そんな未来の実現を目
指して，メンバと夢を語り合いながら研究
開発を進めています．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
 ネットワークドロボット＆ 
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（a）　M2M国際標準アーキテクチャ （b）　機能配備・利用例
M2M-PF: M2M Platform
xGW: x Gateway
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図 5 　M2M標準化アーキテクチャとデバイス機能仮想化への適用例


