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NTTグループにおけるAIの取り組み

ロボットとAIの歴史

ロボットという言葉が最初に使われ
たのは，劇作家Karel Capek（カレル ・
チャペック）による戯曲『ROSSUM'S 
UNIVERSAL ROBOTS』の中とい
われています（1）．労働力の代替として
のロボットという位置付けですが，労
働目的に合わせて，人の能力以上の肉
体労働，頭脳労働をこなし，人と会話
も行う高度なロボットのイメージが演
じられています．戯曲の世界では，人
間に近い形をし，人間同等あるいはそ
れ以上の能力を持つ「ロボット」の存
在や，ロボットが社会の中で果たす役
割について古くから関心がもたれてい
ました．技術の分野では，ロボットと
AI（人工知能）の歴史は相互に影響
を受けながら進んできています．

日本では，1983年に日本ロボット
学会が設立され，1984には，海外に
おいても国際会議IEEE ICRA（Inter
national Conference on Robotics and 
Automation）が開催されました．1986
年には日本人工知能学会が設立され，
NTTでも1988年にNTTヒューマンイ
ンタフェース研究所知能ロボット研究
部を発足させ，日本の生産現場にロ
ボットの制御技術を導入すべく，ロ

ボットに対して作業に関する意図を伝
える教示技術，コンピュータビジョン，
モーションコントロールなどの研究開
発を開始しました（2）．

それまでは産業ロボット中心だった
技術開発から，人とインタラクション
を行うロボットの研究が活発化し，
1991年には，人とロボットのコミュ
ニケーションを扱う国際会議IEEE 
ROMAN（International Symposium 
on Robot and Human Interactive Com
munication）も始まっています．

研究中心のコミュニケーションロ
ボットが，完成度の高いかたちで実際
に手に入れられる，あるいは一般の
人々でも目にすることが可能になった
のが，1999年にSonyが発表した，感
情 ・ 成長といった概念を取り入れた犬
型ロボット「AIBO」からだといえま
す．AIBOは，センサ等を使って人が
伝えたいことを理解する機能や，光や
音，モーションを使って人に伝えたいこ
とを表現する機能を有していました（3）．
人間とロボットのコミュニケーショ
ンを体感できる存在だったといえま
す．2000年にはHondaが，人間の歩き
方に近い歩行が可能となった新しい
人間型ロボット「ASIMO」（4）を発表し
ました．

NTTのロボット技術への取り組み

NTTでは，ロボットをネットワーク
を介して連携させるため，ネットワー
クロボット ・ プラットフォーム技術に
取り組みました．この取り組みの一部
は，NTTも参加していた平成16〜20年
度総務省委託研究「ネットワーク ・
ヒューマン ・ インタフェースの総合的
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．ネッ
トワークロボット ・ プラットフォーム
技術は高度なネットワークを介してセ
ンサやアプライアンス，ロボットを相
互に連携させることで，多様なサービ
スをいつでもどこでも利用できる新た
なネットワーク社会の実現を目指して
進められました（5）．ヒューマノイド型
等の実体のある「ビジブル型ロボッ
ト」，アプライアンス上のソフトウェ
アエージェント「バーチャル型ロボッ
ト」，環境中にあるセンサなどから
構成される「アンコンシャス型ロボッ
ト」がネットワークを介して連携動作
させるための，相互の情報流通の仕組
みを開発しました．異なるタイプ，さ
まざまなメーカが開発したロボット間
で相互に情報を流通させるために，
それらロボットやセンサの情報を，
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デバイスをつなぐインタラクション制御技術
「R-env：連舞」

近年，音声対話に加え，カメラ，センサによる状況把握やモーションに
よる表現ができるコミュニケーションロボットが次々と発売されていま
す．加えて，掃除機や自動車などへの音声対話機能や自律制御技術が適用
され，ロボット化されてきています．今後，このような多種多様なロボッ
トが，ネットワークを介して身の周りにある多くのデバイスと連携し，人
の活動を支援し，可能性を広げていくことが重要となります．本稿では，
そのための技術として，クラウド対応型インタラクション制御技術「R-env：
連舞TM」について紹介します．
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ユ ー ザ に 関 す る4W（Who： 誰 が，
When：いつ，Where：どこで，What：
どのような行為や振る舞いをしている）
と，ロボットに関する4W1H（Who：誰
が，When： い つ，Where： ど こ で，
What：どのような状態で，How：どの
ような機能を持っているのか）に要約
して扱う記述方式を考案しました．こ
の技術を取り入れたネットワークロ
ボット・プラットフォームを利用するこ
とで，それまで，相互に接続すること
が難しかったロボットどうしやロボット
の関係付けを共通的な通信方式と記述
方式を使ってネットワークを介して流
通させ，多種多様なロボットを連携さ
せる実験的な取り組みを行いました．

近年になり，ソフトバンク「Pepper」（6），
ヴイストン　「Sota ・CommU」（7），タカラ
トミー「OHaNAS」（8）など，大手企業か
らベンチャーまで，価格帯も100万円
を超えるものから，数万円で手に入る
ものまで，さまざまなコミュニケー
ションロボットが開発され，ホビーだ
けではなく，高齢者介護，ホテルや銀
行の受付などの私たちの生活のシーン
での利用が拡大しつつあります．

「人の可能性を広げる」新たな 
ロボット連携サービス

前述のように，各メーカからロボッ
トが提供されるようになり，実験的に
さまざまな用途での利用も始まってき
ました．加えて，お掃除ロボット，自
動運転車など，人や動物を模倣してつ
くられるのではなく，家電，乗り物な
どが高度化し，ロボット化してきてい
るものもあります．このようにさまざ
まな形態で，インテリジェントなロ
ボットが今後増えてくると予想されま
す．ロボットスタートの調査（9）では，
2020年にはコミュニケーションロ
ボットの普及台数が265万世帯に拡大

すると予想されています．これは，日
本の世帯数が約5500万ということか
ら考えると（10），20戸に 1 戸にはコミュ
ニケーションロボットが普及している
ことになります．すでに普及が始まっ
ているお掃除ロボットなども加味する
と，さらにその割合が増加すると考え
られます．

さて，今後AIを使った賢いロボット
が私たちの生活の中で普及してくるこ
とで，どのような恩恵を受けられるで
しょうか．産業ロボットやKarel Capek
が戯曲で描いたように，労働の効率化
が主な役割のままなのでしょうか．

NTTサービスエボリューション研
究所では，「成長の支援」をキーワー
ドに，ロボットなど機械が人の状況を

「理解し」，人に「働きかけ」，人の新
たな行動 ・ 気付きを「促す」新サービ
スの実現に向けた取り組みを進めて
います．例えば，子どもであれば，見
守りや周囲とのコミュニケーション，
学習意欲の向上につながる，一緒に遊
び，一緒に育つロボット，高齢者であ
れば，健康管理や外出の促進&サポー
ト，社会参加意欲の向上など，歳を
とっても自立的な生活をサポートす
るロボット，働き盛りの成人であれ
ば，日常的なスケジュール，タスク管
理サポート，スポーツの促進とサポー
トにより，時間を効率的に楽しく使え
ることを支援するロボットなど，生涯
にわたり，ともに成長できるロボット
の実現を目指しています．ロボットと
いっても同じロボットを一生使い続
けるという意味ではなく，使う人の趣
味や特性などをクラウド上に蓄積し，
人とともに知識の習得や成長ができ
る頭脳を持つことで，時代や場所に応
じてハードウェアとしてのロボット
が変わっていても，あるいは複数のデ
バイスが存在していても，それらが時

間的にも空間的にも連携して，人の活
動を支援していくことを想定してい
ます．

インタラクション制御技術

前述のような成長の支援を実現する
うえで，キーとなってくる技術の 1 つ
が，さまざまな機械を連携制御するこ
とで，人の状況を理解し，それに合わ
せて最適な方法で人に働きかけるイン
タラクション技術です．さまざまな機
能や形状を持つデバイスを連携させる
ことで，それぞれのデバイスが持って
いるセンシング方法や表現方法を生か
し，言葉だけでは伝わらない人の気持
ちや周囲の雰囲気を理解し，言葉では
表現できない「気付き」や「気遣い」
ができるマルチモーダルインタラク
ションを実現することを目指していま
す（図 1 ）．デバイスによるセンシング
方法としては，例えば，ロボットのマイ
クを使った音声認識，カメラによる人
の識別，健康機器による健康状態の把
握などがありますし，表現方法として
は，ロボットの発話による話しかけ，手
振りや頷きといった動き，家電の動作
による人への働きかけなどがあります．

このマルチモーダルインタラクショ
ンをクラウド上で実現可能とした技術
が，クラウド対応型インタラクション
制御技術「Renv：連舞™」です．本
技術が解決しようとしている課題は，
ロボットやデバイス連携によるサービ
スを，世に普及させることであり，サー
ビス（アプリ）開発のハードルを下げ，
アプリケーションの多様化によるイノ
ベーションを活発にすること，および
システムの構築コストを下げ，システ
ム運用を容易にすることです．

従来，ロボットを使ったサービスや
ロボットを含む複数のデバイスを連携
させるアプリケーションを開発するた
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めにはロボット用のOSに関する知識や
プログラム言語に関する高度な知識が
必要でした．ロボット活用サービスを
普及させるためには，①アプリケーショ
ン開発を行う開発者の裾野を広げるこ
と，②サービス開発に必要となる知識
処理，ロボット制御のコンポーネント
を流通させること，が必要と考えてい
ます．これらを解決するため，私たちは，

「ロボットサービス実行環境」と「統合
開発環境」から構成される技術を開発
しました．前者は，PaaS（Plat form as 
a Serv ice）で，「単一のシステムイン
スタンスで複数テナント（ユーザ）の
利用や複数アプリの実行が可能」「デ

バイスとユーザのマッピング管理機能
を備え，デバイス接続管理が容易」と
いった特徴があります．後者は，SaaS

（Software as a Serv ice）の統合開発
環境であり，「ブラウザのみで，ある程
度の開発が可能」「実行環境と密に連
携することにより，デバッグや実行管
理，デバイス機能の管理等の開発が容
易」という特徴があります．ここで大
切なことが，ロボットのような高機能
なデバイスやそれらを支える高度な処
理技術は，現在進化の過程にあるとい
うことです．Renv：連舞™は，これら
進化していくデバイスを誰でも簡単に
サービスに利用できる技術です（図 ₂ ）．

また，NTTでも取り組んでいる情感伝
達技術（11）など，デバイス連携によるイ
ンタラクションを高度化するための技
術の追加も容易なアーキテクチャを実
現しています．本技術を使うことで，
例えば，家の中であれば，家電，健康
機器とロボット，さらにはメール，ス
ケジュール，天気予報などさまざまな
Webサービスを連携させることができ，
屋外では，パーソナルデバイス，スマ
ホなどを連携させたサービスが容易に
開発可能になります（図 ₃ ）．また，
介護施設であれば，高齢者が活発に発
声をしたり，会話することを支援する
ために，カラオケとコミュニケーショ
ンロボットを連携させるといった使い
方も有効と考えられます．詳細は本誌
93頁 Focus on the Newsをご覧くだ
さい．ここでご紹介しているのは 1 例
ですが，パートナと連携することで，
多様なサービスを実現させていきたい
と考えています．

具体的な取り組み例

ロボットメーカヴイストンとのオープ
ンイノベーションの例を図 ₄ に示しま
す（12）．NTTが持つ音声認識 ・ 対話制
御・音声合成技術，および集音技術を

デバイスを横断的に連携させ，単体のデバイス
では実現できないサービスを実現

デバイスをつくるのではなく，複数のデバイスを使ってサービスをつくるための技術

オープンイノベーション
（デバイスをつくる）

本技術のターゲット
（デバイスを使ってサービスをつくる）

モーション制御

音声対話

画像認識

ロボット技術等 ロボットをつくる

高度なデバイス
（サービスロボット等）

IoT基盤

センサ群

ビッグデータ

IoT技術等
IoTシステムをつくる

高度なデバイス
（スマートハウス等)

複数の高度なデバイス

図 2 　R-env：連舞™の位置付け

表現
（アクチュエータ制御）

マルチモーダルインタラクション

「気付き」や「気遣い」ができる人とのインタラクション

知識処理，記憶
言語・非言語メディアによる

コミュニケーションインタラクション制御
開発環境 実行環境

認識
（センサ情報処理） 「気付き」・「気遣い」

発話の誘発，内面状態の
抽出共感，分かりやすさ向上

図 1 　クラウド対応型インタラクション連携制御技術「R-env：連舞TM」
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使ったコミュニケーションロボットのイン
テリジェント化を行い，Renv：連舞TM

を使ってインテリジェント化されたと
ロボットと周辺機器，あるいはロボッ
トどうしを連携させる実験を行ってい
ます．クラウド技術や高齢者施設での
実験ノウハウを持つNTTデータ，コミュ
ニケーションロボット開発メーカであ
るヴイストンと連携しながら，デモや
実フィールドでの技術検証やサービス
受容性の検証を進めています．

例えば，サービス付き高齢者住宅や
介護施設において，介護者とともにロ
ボットが被介護者とコミュニケーショ
ンを行うことで，会話の促進や健康モ

ニタリングを行い，被介護者の体調に
合わせた気付きを促すことで，ロボッ
トが健康管理アドバイスのサポートの
役割を担う存在となることを目指して
います．

今後の課題

NTTでは，ロボットなどのデバイ
スをインテリジェントにする技術と
それらを容易に連携させる技術を組
み合わせることで，ネットワークを介
してさまざまなロボットが動作し，さ
まざまな場面で人の活動，成長を支援
することが可能になると考えていま
す．将来的には，本稿で紹介した

Renv：連舞TMの利用が広がり，人間
における神経系のようにデバイスを
有機的に連携させることで，多種多様
なデバイスが，人の手足や全身の感覚
のように自在に連携できるようにし
ていきたいと考えています．
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◆掃除ロボット

◆電動車椅子エージェント

②最近あんまり出かけ
てないんじゃない？

③今TVでやってるとこ
行ってみたら？きっと
気持ちいいよ！

④せっかくだから行って
みようかしら？

⑤掃除しとくね．
いってらっしゃい！

⑥目的地までの案内
もまかせて！

R-env：連舞TM

①外晴れたみたいだよ～

図 3 　R-env：連舞TMで実現されるサービスイメージ
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図 4 　NTTデータ，NTT，ヴイストンの共同実験
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AI技術を使ってロボット化されたデバイス
が，労働力の置き換えだけでなく，人を支援
し，新しい可能性を広げていくことが重要と
考えています．多くのパートナと一緒に，こ
れらのデバイスが人を中心に連携する世界を
実現していきたいと考えています．
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