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　インテックは、創業以来 ITを利用してお客さまあるいは社会

の課題を解決してきた。しかし、日本は「社会的課題の先進国」

といわれ、今後ますます社会的課題は増えてくる。例えば、少子

高齢化、大都市圏への人口集中とそれに伴う地方の過疎化など

による労働力不足、インフラの老朽化、自然災害への対応、原

発の廃炉処理といった社会的課題は ITの力だけでは解決が困

難であり、物理世界に直接影響を与えることのできるハードウェ

ア用いたシステムが不可欠になるといわれている。

　インテックは、今後の社会的課題を解決できる「社会システ

ム企業」を目指すべく、IT分野とサービスロボットを融合した

サービスの研究を開始した。

　本稿では、まず、サービスロボットとその要素技術であるRT

（Robot Technology、ロボットテクノロジー）の概要を説明

し、現状について述べる。その上で、我々が考えているクラウド

ロボティクス構想を紹介し、その実現のために開発したコンセプ

トプロトタイプロボットについて紹介する。

　ロボットは、国際ロボット連 盟（ IFR:  Internat ional 

Federation of Robotics）および国連欧州経済委員会

（UNECE: United Nations Economic Commission for 

Europe）により、主に製造業で使われる「産業用ロボット

(Industrial Robots)」とサービス業や家庭など製造現場以外

で使われる「サービスロボット(Service Robots)」に大別され

ている。

　産業用ロボットについては、国際標準化機構（ISO）や日本工

業規格（JIS）に明確な定義があり、JISでは「自動制御によるマ

ニピュレーション機能または移動機能を持ち、各種の作業をプロ

グラムによって実行でき、産業に使用される機械」とされている。

　一方、サービスロボットの用途は非常に幅広く、人と分離して

使用される産業用ロボット以外のロボットはすべてサービスロ

ボットと呼んで差支えがない。

　サービスロボットを含むロボット全体の定義については明確

なものは存在していない。よく引用されるのは、経済産業省が

概要
　近年、IoT（Internet of Things）によって、現実（物理）世界の様々な情報を収集し、デジタル化して利活用する
という動きが本格化しつつある。集められた情報はビッグデータと呼ばれ、分析を行い、マーケティングなどに活用
されている。しかし、現時点でのIoTはIT世界での活用にとどまることが多い。今後の社会的課題の解決には直接
実世界に働きかけられるように、IT世界と実世界の更なる融合が必須になる。実世界に影響を与えるには、サービス
ロボット及びRT（Robot Technology）の要素技術が不可欠になる。
　ロボットの開発は従来高価なハードウェアの購入／開発が必要であり、ソフトウェア開発も難易度が高く、参入障壁
が非常に高かった。ところが、ここにきて高機能なロボット用ソフトウェア／ミドルウェアがオープンソースとして次々
と登場し、またセンサー／デバイスなどのハードウェアが安価になったため、IT企業の参入が可能になってきた。
　社会システム企業を目指すインテックとしても、次世代社会システムを構成する要素技術としてRT技術活用の
研究開発を推進すべきと考える。

ロボットテクノロジーとITの融合

林　康二　　　　松本　真介　　　　青木　功介

  1.  はじめに   2.  サービスロボットと RTとは
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公開した「ロボット政策研究会」報告書（２００６）に記載されて

いる「市場で必要とされる機能を発揮するために要素技術を

統合したもの」、「センサー、知能・制御系、駆動系の３つの要素

技術を有する、知能化した機械システム」[1]。というもので、非

常に広い概念となっている。ここで示されているロボットに関

わる３つの要素技術のことは、従来ロボティクス（Robotics、

ロボット工学）と呼ばれていたが、近年では IT（ Information 

Technology、情報技術）に続く技術コンセプトとしてRTと呼

ばれるようになってきている [２] 。

　今日では、知能・制御系がないパワーアシストスーツや物理

的な駆動系がないバーチャル世界のエージェント（ネット上で

情報収集や手続き代行を行うエージェントロボットや人間の代

替としてネット上に登場するアバター）などもロボットと呼ばれ

るため、この定義でも完全に網羅しているとは言えず２０１４年に

NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構）が発行したロボット白書でも「ロボットとは、市場で必要

とされる機能を発揮するために要素技術を統合したもの（以下

略）」と更に幅広い定義となっている[３] 。

　著者らは、RTの要素技術を含んだシステム全般をサービス

ロボットシステムと呼び、この分野を研究することとした。

　現在は、第３次ロボットブームと呼ばれ、毎日のようにロボット

（主にサービスロボット）に関するニュースを目にする。１９８０年代

の第 1 次ロボットブームは、国内の製造現場に産業用ロボット

が広く普及した時期で、産業用ロボットは現在でも我が国の花

型／成熟産業となっている。続く２０００年代の第２次ロボット

ブームを牽引したのは、国内大手家電メーカーや AIST（産業

技術総合研究所）、NEDO などが推進したサービスロボットに

関する国家プロジェクトである。

　この国家プロジェクトではRTミドルウェアという国産のサー

ビスロボット用ソフトウェアプラットフォームの規格が策定さ

れた。RTミドルウェアはOpenRTM-aistなどといった実装が

なされ、オープンソースとして公開された。２００５年の愛・地球博

（愛知万博）ではRTミドルウェアを使った数多くのサービスロ

ボットが発表されたが、当時は有望な市場創出先が見つからず、

サービスロボットは産業として定着することはなかった。

　３次となる現在のロボットブームは日本だけのブームではなく、

世界規模になった点が前回までと大きく異なる。ブームの牽引役

は、米国IT企業とシリコンバレーを中心としたスタートアップ企業

である。IT企業が中心になった主な理由は、次の３つである。

● 従来、ロボットのコストの大きなウェイトを占めていたセン

サー類がスマートフォンの普及により低価格化した。

● ハードウェアコストが低減したため、ロボット開発における

大きなウェイトをソフトウェア開発が占めるようになった

● 米Willow Garage社が開発したROS（Robot Operating 

System）というサービスロボットシステム用ソフトウェア

プラットフォーム（ロボット用ミドルウェア）が２０１０年以降

研究用途として急速に普及した。

　日本では、安部首相が２０１４年５月、成長戦略の一つとして「ロ

ボットによる産業革命」を行うと発言し、世界中から注目された。

これを受け、２０１５年 1月には、ロボット革命実現会議による「ロ

ボット新戦略」が公表され、今後５カ年の具体的なロードマップ

が示された [４]。 また、安価な家庭用エンタテインメントロボッ

トも注目され、ふたたびサービスロボットに対する期待が高まっ

てきている。

産業用ロボット
●溶接ロボット
●塗装ロボット
●組立ロボット
　など

サービスロボット
（非産業用ロボット、次世代ロボット）
●生活支援ロボット
●エンターテイメントロボット
●医療・介護ロボット
●災害対応ロボット
●インフラ点検ロボット
●移動支援ロボット
●警備ロボット
●UAV（ドローン）
●軍事用ロボット
●自動運転車
　など

  3.  サービスロボットと RT の現状

  4.  IT 企業のインテックが取り組む意義

図１  産業用ロボットとサービスロボット

　インテックは、設立以来、“いつでも、どこでも、誰でもコン

ピュータを利用できる「コンピュータ・ユーティリティ社会」”の

実現を目指してきた。現在のビジョンは、「企業と産業、社会に

おける新しい価値を創造する“社会システム企業”を目指す」と

いうものである。

　このビジョンを実現するために、IoT/ M２Mシステム向け

プラットフォーム「IoT向け共通プラットフォーム」[５]や位置情

報プラットフォーム「 i-LOP（アイロップ）」[６]といったプラット

フォームサービスを用意している。
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対する技術者がいない、まだサービスロボットの市場が成立して

いない、といった課題があったためだ。しかし、スマートフォンの

普及のおかげでセンサーなどのハードウェアが安価になり、RTの

技術の中心がソフトウェアになったことで、多くのオープンソース

が利用できるようになった。また、今後市場が急速に拡大すると

予測されていることなどから参入障壁はかなり低くなった。

　IT系システムインテグレーターであるインテックも、このよう

な状況を踏まえて、ITとRTの融合に向けた研究に着手している。

　第２次ロボットブームの頃は、多くの場合、単体のロボットに

より多くの機能を詰め込む「集中化」の方向で開発が進んでき

た。結果として当時のロボットは高価格になり、費用対効果が合

わずに普及が進まなかった（実証実験するにも初期コストが多

額になり、一度現場での運用が困難と判断されると、そのまま

開発が停滞するといったことが多く見られた）。

　当時からネットワークロボット構想はあったが、ネットワーク環

境／プラットフォームが未成熟であり、I T企業が参画するには高

い初期投資が必要などの理由からあまり進展はしていなかった。

　そのような状況の中、２０１１年のグーグル社の開発者向けイ

ベント Google I/O でクラウドロボティクス（Cloud Robotics）

というコンセプトが発表された。クラウドロボティクスとは、ク

ラウドコンピューティングが持つ膨大な計算能力とクラウドスト

レージに蓄積された知識をベースとしてロボットを制御して各

種のサービスを実現する仕組みのことをいう。この考え自体は、

目新しいことではなかったが、IT 企業でありメガクラウドベン

ダーのグーグル社が発表したこと、その後グーグル社が次々と

ロボットメーカーを買収したことなどが、世界中にインパクトを

与え、その後のロボットブームにつながっていった。

　ただし、現時点ではクラウドにすべてのデータを集め、ロボット

を制御するには、ネットワーク帯域及び遅延の問題、クラウドのリ

ソースの問題があるため現実的ではない。しかし、ロボット側に機

能を付け過ぎると以前のような高価格なロボットになってしまう。

　そこで、著者らはロボットの近くにエッジノード（サーバ）を配

置して、ロボット、エッジノード、クラウドの３層構造にして機能

を分散するという考え方を提唱する。

　これは、近年提唱されているエッジコンピューティングやフォ

グコンピューティングという考え方と同様である。エッジサーバ

を配置して、リアルタイムタイム性や地域性が高いものは、エッ

　CPSは、２００６年頃から米国で使われ始めた言葉だが、２０１０年

代になりようやく実現しつつある。この実現は、製造業では ITと

OT（Operational Technology）の融合ともいわれるが、サー

ビス業や社会システムに関しては ITとRTの融合がその実現の

鍵となると考えている。

　また、以前からサービスロボットの普及の鍵はシステムインテ

グレーターにあるとされ、前述のロボット新戦略でも提唱されて

いるが、未だに IT系のシステムインテグレーターの参入事例は少

ない。これは、多額の初期投資が必要で参入障壁が高い、RTに

図２  物理世界と仮想世界を繋ぐシステム

  5.  クラウドロボティクス構想の紹介

仮想世界
Cyber World

仮想世界
Cyber World

仮想世界
Cyber World

物理世界
Physical World

物理世界
Physical World

物理世界
Physical World

IoT、BigData Control
(Robot、3D Printer)

Cyber Physical
Systems（CPS）

IoT、BigData Control
(Robot、3D Printer)

Cyber Physical
Systems（CPS）

　「 IoT 向け共通プラットフォーム」、「 i-LOP」も含め、現在の

大部分の IoT システムやビッグデータ分析システムは、センサー

などにより物理世界の情報をデジタル化して収集し、分析して

そのデジタル情報を利活用する。いわば、物理世界から IT の

世界（本稿では物理世界の対義として以後、仮想世界と呼ぶ）へ

の一方通行のシステムである。一方、ネットワークにつながって

いない従来型のロボットや３D プリンタは、仮想世界から指示を

して物理世界に働きかける逆方向の一方通行システムである。

　今後の社会的課題を解決するシステムは、物理世界と仮想世

界の更なる融合が必要で、双方向にやりとりをするシステムが

必要になる。物理世界の情報をデジタル化して収集し、仮想世

界で分析、その結果を物理世界にフィードバックするというサイ

クルを繰り返すものとなる。

　このようなシステムのことは、近 年 Cyber  Physical 

Systems(CPS)と呼ばれる。

　例えば、グーグルの自律走行車（グーグルカー）の場合、（1）

現実世界の状況を把握する（物理世界）、（２）AI が行動計画を

立案する（仮想世界）、（３）計画した動作を実行する（物理世

界）。（３）では誤差が発生するため、（1）に戻った際に誤差を修

正し、このサイクルを繰り返す。
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ジサーバで分散処理をする。そして共有すべき情報はエッジ

サーバで集約してクラウドに送信することでネットワークの負荷

を減らすという構想である。この考え方をそのままクラウドロ

ボティクスに持ち込みたいと考えている。

　ロボットの機能の多くはすでにコンポーネント化（部品化）さ

れている。そのコンポーネントをシステムの規模、用途により、

最適な場所に配置することで、より安価でよりスマートなロボッ

トシステムによるサービスが実現できると考える。

　著者らは、この考えの実現可能性を探るために、先述の

ROSを用いてコンセプトプロトタイプロボットシステムを開発

した。

　著者が開発したプロトタイプロボットは、台車型ロボットを

走行させて屋内の環境地図を作成しながら地磁気などの環境

データを収集し、保存する。

　システム構成は、ロボット、エッジノード、クラウドという３層

構造を採用し、コンセプトの検証も行った。ロボットはできるだ

け実世界のセンシングに専念させ、リモート操作やリアルタイ

ム処理が必要な機能はエッジノードで実行し、クラウドに見立て

たスタンドアロンのデスクトップPCで後処理を行うという構成

にした。

　台車型ロボットにはレーザーを照射して距離を計測するレー

ザーレンジファインダー（測域センサー）やRGBカメラ、深度セン

サー、地磁気センサーを設置してロボットの周辺環境を計測し

た。計測した情報は、Wi-F i でエッジノードに送信する。送信の

際、データの圧縮や周期を落とすことにより、平均11MB/sあっ

たネットワーク帯域を平均約７００KB/sまで減らし、ネットワー

ク帯域の問題の一つを解決した。

　エッジノードではロボットの遠隔操作を行うとともに、

ロボットから送信された計測情報からSLAM（Simultaneous 

図３  プロトタイプロボットのシステム構成

  6.  コンセプトプロトタイプロボットシステムの紹介

WiFi
約 700KB/s

RGB 画像

デプス画像

2D スキャン

●データ圧縮
●周期を落とす リ

ア
ル
タ
イ
ム

●データ展開

●座標変換
●移動指示

●RGB-D  SLAM
●点群データ蓄積 転送

●点群データ処理
　 ノイズ除去
　 データ削減
　 メッシュ化

点群
データ メッシュ

データ

Robot Edge Node Cloud
N N1 1

各種センサー入力
物理的動作

環境認識
状態把握
制御指示

大量処理、蓄積
インタラクション

●メッシュデータ整形
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図４  プロトタイプロボットの動作イメージと作成した環境地図

RTAB-MAP　　　　　　　　　　　kinfu　　　　　　　　　 LSD-SLAM SVO　　　　 gmapping, amcl hector

種類

性能

センサ

PC requirement

精度

精細度

input

output

開発成熟度

用途例

※備考

3D+2D

high

RGB-D or stereo camera 
※

no GPU Mid-Range PC

middle

middle

RGB+D 
or 
RGB + RGB

Point Cloud 
Database

管理ツール充実
インストール容易
開発が活発

ロボットの状況把握
ゆるめの3Dデータ作成

※OptionでLRF利用し、位置補正可能

3D

low

RGB-D (Kinect or Xtion)

GPU High-End PC

high

high

RGB+D

Point Cloud 
キャプチャつきメッシュ

インストール困難 

（最新バージョン＋ソース修正） 
開発が活発

ロボットの状況把握 
きれいな3Dデータ作成

3D

middle

mono camera

no GPU Mid-Range PC

middle

low

RGB

Point Cloud

インストール容易 
利用容易（分散処理等）

ロボットの状況把握 
小型、安価

2D

high

LRF 
※

no GPU Mid-Range PC

センサーによる

センサーによる

Laser Scan 

※

2D image 
meta data

この機能をベースに様々な移動計画
モジュールがある

ロボットの状況把握 
2Dデータ作成

※Depth to Laser Scanを使えば
　Kinectなどでも可能

研究用プロトタイプロボット プロトタイプ動作イメージ

地磁気ヒートマップ付き2D環境地図 3D環境地図（点群データ） 加工後データ（メッシュデータ）

深度センサー

制御用 PC

レーザースキャンセンサー

移動台車ロボット

表１   比較した SLAM　（２０１５年１月時点 )

Localization and Mapping）というロボットの位置推定と環

境地図作成を同時に行う処理をリアルタイムに行う。SLAM

は、大きく分けると２次元の環境地図を作成する２D-SLAM、

３次元の環境地図を作成する３D-SLAMがあり、様々な方式

のものがオープンソースで公開されている。我々も数種類の

SLAMを実際に使用し、比較を行った。現在SLAMは日進月歩

で技術革新が起きている分野であり、まだ、すべての用途で使

える方式のSLAMはない。現時点では、用途にあわせて柔軟に

選択すべきであると考える。

　エッジノードからクラウド（今回はクラウドに見立てたデスク
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トップPC）には、サンプリング処理により情報量を減らした環

境地図などのデータを転送し、二次利用ができるように一般的

な３D-CADの形式に変換した。この処理により、ファイルサイ

ズを1/１００程度にでき、スマートフォンなどでも利用できるよう

になる（元データ約２００MBから変換データ約２MBに変換（頂点

数約８００万の点群データからメッシュ数約７万のメッシュデータ

に変換））。

　また、同時に測定した残留磁気を可視化するために磁気の

強さを合成ベクトルとしたヒートマップを作成し、２次元環境

地図に合成した。これは、残留磁気を使った屋内位置推定技術

に応用できるため、今後インテックの位置情報プラットフォーム

「 i-LOP」を支える技術として活用できると考えている。

　その他、簡易テレプレゼンスロボットの機能の試作も行ってい

る。テレプレゼンスロボットとは、時間やお金などの都合で、行き

たくても行けない場所で自分の代理となってくれるロボットのこ

とである。すでに米国では導入が始まっており、在宅勤務や遠距

離出張の代理、イベント会場での説明員などの利用がある。

　今まではロボットの試作には多大な資金が必要であったが、

現在ではオープンな技術、枯れた技術を組み合わせることで、

容易に試作して機能の確認が行えるようになった。これからも、

これらの技術を組み合わせて安価なプロトタイプを開発し、社

内外に発表していきたい。そのプロトタイプを様々な人が見る

ことによって、新しいビジネスアイデアや社会的課題の解決方

法が生み出されることを期待する。

　サービスロボットとその要素技術であるRT、それらとITを組

み合わせたクラウドロボティクス構想を紹介した。

　クラウドロボティクスのような ITとRTが融合する社会システ

ムを実現するには、まずは、我々自身がオープンなRT技術、枯

れたRT技術で何ができるのかを把握し、自由にとり扱いができ

るようになることが第一歩であると考えている。

　オープンなRT技術、枯れたRT技術を理解した上で、実際の

課題を持っているユーザー、ものづくりをするメーカー、特化し

た機能を開発する大学等の研究機関と、インテグレーションす

るシステムインテグレーターであるインテックが共創すること

によって、はじめて社会的課題を解決できる ITとRTが融合した

次世代社会システムが創出できる。
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