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ユビキタスネットワークロボット専門委員会の活動方針

○ 分科会の名称
2010年度より「ユビキタスネットワークロボット専門委員会」に改称

○ 分科会の構成（敬称略）

リーダー 萩田紀博 （(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)情報環境総合研究所長・

知能ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ研究所長）

サブリーダー 秋本高明 （ (株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 室長 ）

山田敬嗣 （日本電気(株) 中央研究所 ﾒﾃﾞｨｱ情報研究所 研究所長）

○ 分科会の活動概要
ユビキタスネットワークとロボットが融合したユビキタスネットワークロボットに係る研究
開発・実証実験を推進し、日本発の技術を創出、国際標準化活動等を先導することにより、
我が国の国際 競争力の向上を目指す。

●最先端のユビキタスネットワーク/センサネットワーク環境において、世界初のユビキタスネット
ワークロボット多地点連携実験を実施するともに、ネットワークロボット要素技術・周辺技術で
ある複数ロボット協調・連携技術、Web連携管理・分析技術技術、ロボットサービス連携システム
構築技術等の研究開発等を実施。

●一般生活者と共生するコミュニケーションロボットの研究開発等を実施。
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WGの設置と主な活動目標について

●オープンプラットフォームWG （主査：秋本高明（ＡＴＲ））
- 最先端のユビキタスネットワーク/センサネットワーク環境において、世界初のユビキタスネット
ワークロボットの多地点連携験を実施するともに、ネットワークロボット要素技術・周辺技術である
センサネットワーク技術、ロボット間協調技術、QoS技術、セキュリティ技術等の研究開発等を実施。

- 活動成果の広報

●生活支援型コミュニケーションWG （主査：山田敬嗣(日本電気)）
生活支援型コミュニケーションロボットの研究開発・実証実験、さらに各種アプリケーションの開発。

人とロボットとの共生データの収集と分析を中心に、共生型ロボットの必要条件を検討。
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オープンプラットフォームWG



オープンプラットフォームWG活動計画

最先端のユビキタスネットワーク／センサネットワーク環境において、ユビキタスネットワーク
ロボットの多地点連携実験を実施するとともに、ユビキタスネットワークロボットの要素技術、
周辺技術の研究開発を実施する。

主 査： 秋本高明（ＡＴＲ）
メンバー： 富士電機システムズ、大阪工業大学、NTTアドバンステクノロジ、ATR

活動スケジュール

活動目標

活動体制

研究開発課題
・複数ロボット協調・連携技術 ・Web連携管理・分析技術技術
・ロボットサービス連携システム構築技術

２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度

・ユビキタスネットワーク
ロボットプロジェクト開始

・要素技術の研究開発

・2地点間連携ロボット

サービスPF構築・実験

・複数地点（3地点以上）
への拡張技術の開発

・３地点連携PFプロト

タイプ構築

・３地点以上を連携した
高齢者・障がい者向けロ
ボットサービス実証実験
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• 総務省研究開発プロジェクトとして「高齢者・障がい者（チャレ
ンジド）のためのユビキタスネットワークロボット技術の研究開
発」（期間2009年度～2012年度）をスタート．

• 地点間を連携したロボットサービス実現のための要素技術の
研究開発を進めると共に，実証実験を実施し高齢者等の意見
を収集
– アピタ精華台店にて，人型ロボットによる買い物支援実験

– 精華町社会福祉協議会デイサービスセンターにて，ぬいぐるみ型
ロボットによる遠隔対話支援実験

• けいはんな情報通信オープンラボ シンポジウムに出展（パネ
ル展示）

2009年度の活動内容
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ロボット連携買物支援実験
・2009/12～2010/3
・アピタ精華台店にて

自
宅

スーパー
入口

こんにちは、○○
さん、買いたい物
を教えてください

今の季節は，みかんが
美味しいですね．

いらっしゃいませ．

○○さん．一緒に買
物に行きましょう．

スーパー
売場
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ロボットによる遠隔対話支援
－ぬいぐるみ型ロボットが高齢者による２地点の遠隔対話を介助

することにより，介助者の負担を軽減－

利用者B

ぬいぐるみ
ロボット

利用者A

ユビキタスネットワークロボット・プラットフォーム（UNR-PF）

二人の遠隔対話

地点１
地点２

・2009年12月
・精華町社会福祉協議会デイサービスセンターにて
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生活支援型コミュニケーションWG



生活支援型コミュニケーションWG活動計画

一般生活者と共生するコミュニケーションロボットの仕様検討・研究開発等。一般生活者をロボットが
支援できるシーンの網羅的検討と生活者支援に必要なコミュニケーション技術の抽出。

主査 山田 敬嗣（NEC）
メンバー NEC、三菱重工業、オムロンヘルスケア、大阪工業大学、

同志社大学、京都大学、関西医科大学、ATR

活動スケジュール

活動目標

活動体制

研究開発課題
•生体センシング、環境センシング、等のセンサ基盤構築
•センシング情報の情報分析
•対話シナリオ生成、ノンバーバル対話表現

Ｈ１８年度

９月

Ｈ１９年度

４月

Ｈ２０年度

４月

Ｈ２１年度
４月

Ｈ２２年度

４月

生活
シーン分類

アプリケーション
検討

センサテストベッド確立

基本対話シナリオ

長時間装用実験・改良

状況判断部／対話生成
の開発

生体・環境センサの開発

情報高度化／

対話生成の改良

実証実験
評価

統合
システム化
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2009（H21）年度の活動内容
前年度までの会話仲介システムの実験で得た知見から、社会的

スキルと生体反応に着目した実験、および、対話ロボットを用
いた健康支援の試行実験を実施した

• 社会的スキルが会話仲介行動に及ぼす影響
– 仲介者が積極的に参加し，「間」を調整することで、社会的スキルの低

い人を会話に引き込むことが可能になる

• 発話とEDA(皮膚電気活動 Electro-Dermal Activity)反応の関係
– 特定の固有名詞などに対して顕著な反応
– 社会的スキルの高い人のほうが反応しやすい

• 高齢者向け外出促進ロボット
– 外出の動機付けとなる情報の提供と運動量のフィードバック

• その他
– けいはんな情報通信オープンラボ シンポジウム

• パネル展示

– けいはんな情報通信オープンラボ ワークショップ
• WEB掲載
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社会的スキルの会話仲介行動への影響

• 仲介者が積極的に「間」を調整することで、社会的ス
キルの低い人を会話に引き込む(発話量を増す)こと
が可能になる

– 事前調査(Act, MPI外向性アン
ケート検査)で会話者を社会的
スキルの高いグループと低
いグループに峻別

– 高ー高、高ー低、低ー低の
組合せで会話実験を実施

– 仲介者は意図的に発話行動
の「間(発話潜時)」を調整

• 仲介者が発話潜時の長い”低”
話者に合わせることで、”高”話
者を含めた発話のテンポを作
り出す
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12

発話とEDA反応の関係

• 他の人が話す特定の固有名詞に対して顕著
なEDA反応が示される
– 他の人が話している時＞自分が話している時

– 一般名詞や形容詞、依頼のフレーズ等に反応す
るが、固有名詞への反応が高い

• 社会的スキルの高い人の方が低い人より反
応しやすい

“高”話者平均：18.82
“低”話者平均：7.57 



感情配慮型対話技術

音声認識

顔画像

回答

表情認識
感情推定

対話制御

アドバイス

質疑対話DB

アドバイスDB

効果
推定

指導
方針
決定

質疑 質問

– 音声対話による質問応
答と同時に、顔表情画像
からPositive/Negativeの
２値で感情を推定

– 対話内容と推定感情に
応じて対話シナリオ・対
話内容・ロボット動作を
変更

• 表情認識による感情推定と音声対話による
質疑システムを組み合わせた、ダイエット・ア
ドバイス・システムを試作
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２０１０年までに開発しようとするシステム構成

• 要素技術の開発、統合システムの開発を通して、生活支援、特に
健康維持増進のためのアドバイスを対話的にユーザにサービスするこ
とを目指す

＜１＞小型ウェアラブ
ル生体情報センサモ
ジュール（心拍計、加
速度センサ、など）

＜３＞生体情報の長
時間継続収集、新し
い生活習慣病検査

検査DB

＜４＞健康増進支援システム
・コミュニケーション・ロボット
・ヘルスアシスタント・ロボット

コミュニケーション
コーパス

アドバイス
知識DB

寝る前に水を一杯飲んで
くださいね。一応，□□病院の
○○先生に連絡しておきますね

そうかね。じゃ，
少し早く寝るよ

＜２＞リアルタイム
健康見守りシステム

＜５＞健康増進
ナビゲーション
ミドルウェア

お疲れですね。
血圧と心拍が少し
上がっているよう

ですよ。

ふー。
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