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6.

クラウド化によって広がる

アンコンシャスロボット連携サービス
Unconscious Robot Services with Cloud Technologies

中野秀男

�．ま え が き

ロボット技術（RT）では一般に人間形のロボットに

話題が集中している．しかし，筆者のような RTではな

く IT 分野の研究者の場合には，ロボット技術にある機

械と人との関わりや，更には機械と機械との関わりに興

味がある．最近ではこのような分野をM2M（Machine

to Machine）とも呼んでいる．この解説では，RTを IT

技術の研究者から見たときに

① 人の形のようなヒューマノイドRT

② 人の形をしていない物のRT

③ コンピュータの中にあるエージェント機能的な

RT

と RT を広く解釈して，この中の②の部分を取り上げ

る．②の代表的なものが自動販売機や駅の券売機や自動

改札になる．そのようなものをアンコンシャスロボット

と考える．

一方で ITの分野では，1993 年にインターネットの商

用利用が日本で始まり，ほぼ 20 年たって，インター

ネットは当たり前の時代になった．次のインターネット

の研究も進んでいるが，筆者らは，インターネットが，

主に人を対象としたものから，更に人と物や，物と物の

通信の道具として使われると考えている．今までビルや

建物の中で閉じていた電気や照明等のネットワークが，

インターネットをバックボーンとして使う環境がそろっ

てきている．筆者はそのような流れを研究の対象と考え

ており，研究会を立ち上げて議論したり，実証試験に参

加することで，その長所や短所を考えてきた．本稿では

そのような立場からアンコンシャスロボット連携サービ

スを説明する．

�．センサネットワーク

�.� 大きな意味でのセンサネット

物とざっくり言ったが対象を

① 人

② 自然

③ 人工物

と大きく分けて考えてみる．人とは我々であり，自然と

は制御できないものであり，人工物は我々が次の時代も

考慮して作り配置し使っていくものである．それぞれに

ID や，位置も含めて状態がある．状態が常に正しく測

定できるか，その誤差はどの程度か，通信が使われるの

で時刻精度や測定間隔や異常時のトリガ機能など考慮す

ることは多い．

ID や状態は図 1 のようなフェーズで全体制御される

が，単に測定して可視化するだけの場合もある．このよ

うな測定から始まるネットをセンサネットと呼ぶことに

する．

まず，このようなシステムの代表であり，システムと

しても進化している建物の中のセンサネットの技術の流

れを述べる．更に，その拡張として人や自然に対するセ

ンサネットを考えてみることにする．
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�.� 建物の中のセンサネット

ビルのエネルギーマネジメントシステム（BEMS）や

家のエネルギーマネジメントシステム（HEMS）があ

る．ビルの管理システムの機能とネットワークを図 2で

示す．センサには照度，温度，湿度，炎，人感等の各セ

ンサがある．また，防犯を目的とすると監視カメラがあ

り，最近では画像を識別して追尾する IP カメラと呼ば

れるものもある．センサによる計測もコンパクトにな

り，A-D 変換器と信号処理や通信をする CPU を持つ

ディジタルセンサになってきている．

計測技術は図 3 のように個別の計測から，A-D変換

を用いたディジタル化の時代を経て，ユビキタス化の方

向で変遷している．センサのディジタル化や共通通信基

盤である TCP/IPやWeb技術に，更にデータの標準化

とその表現としての XMLの利用等，各分野での技術の

進歩を取り込むことで，ビルや家の管理システムも発展

している．

�.# 人の位置や状態の測定

主に人工物を対象とするビルや家の管理システムと

違って，人や自然を対象とする場合を考えてみる．実際

には #．以降の実証実験等の例で説明するが，基本的に

は �.�までに説明した考え方は変わらない．ID や状態

を測定し，通信を使って蓄積し，解析分析したり，更に

はその結果を使って何らかのアクションを図 1のように

行うのである．通信の部分にインターネットや専用の

ネットが，蓄積や解析分析にクラウド環境が使われる．

ビルや家のような閉じた空間ではなく，街という単位

を考える．そこでは自然があり，また人が活動するシー

ンを想定する．自然には測定する高さも含めた位置と雨

量や風量等の建物内にはない状態がある．人に対しては

同じように位置や状態を考えるわけであるが，位置だけ
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図 � ビルの管理システムの機能とネットワーク 集中管理制御（一元監視，スケジュール制
御，記録，グラフ表示），自動制御（温度制御など）を含む場合もある．

図 # 計測技術の変遷
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でなく目が何を注視しているか，どの方向を向いている

かの情報もある．人の体の状態や心の状態まで考える

と，もっと多くのパラメータがある．そのような点を理

解してもらった上で，#．からは筆者が何らかの形で関

わってきた，うめきた地区再開発，e空間 Kansaiプロ

ジェクト，うめちかナビについて紹介する．また，同じ

ような試みとしてグリーン東大プロジェクトや LiveE!

についても簡単に紹介する．

#．うめきた地区

来年（2013 年）の春に大阪駅北側の「うめきた地区」

が街びらきの予定であり，2005年度から街としてのコ

ンセプト作りが検討された．その中で筆者はユビキタス

検討会とその後継である基盤設備検討会の座長を務め，

提言としてまとめて大阪市並びに事業者に申し送りして

いる(1)
．うめきた地区の特にナレッジキャピタルと呼ば

れる B ゾーンの低層階の当初のコンセプトは，ロボッ

トとユビキタスであった．しかし，検討会は A, B, C

ゾーンと周辺道路を含む街全体が対象であったのでトー

タルなインフラ整備を考える検討会であった．

技術的な問題等はそれぞれに有識者に参加して頂い

て，議論や意見を頂いて提言書をまとめた．このうめき

た地区と同程度の街として，六本木ヒルズやミッドタウ

ンがあるが，これらの街では入出力点数が 10万点以上

あるそうで，これらのデータを 1秒単位，10秒単位，1

分単位などと計測の目的に応じて測定して収集と蓄積を

すれば膨大なデータになる．また，許可をもらった人の位

置情報を収集したり，その人の来場の目的が何らかの方

法で把握できれば，目的地へのナビゲートなどができる．

本稿が掲載されて 3か月か 4か月先に新しい街ができ

るので大阪に来られたら是非立ち寄られたい．大阪駅が

昨年（2011 年）5 月に新しくなり，その目玉の一つが

200 機程度あるディジタルサイネージであるが，新しい

うめきた地区でも多くのディジタルサイネージができる

と聞いている．そのサイネージに仕込まれたセンサ群が

サイネージとあいまって，また訪問者はスマートフォン

を使ってプライバシーを維持しながら，欲しい情報を得

たり与えたりできる街になる予定である．

?．e 空間 Kansai プロジェクト(�)

e空間 Kansaiプロジェクトは 2009 年度の経済産業省

の e空間プロジェクトで採択された実証実験である．実

証実験は 2010 年 2月に大阪梅田阪急三番街北館の 1F，

B1F，B2Fを使って行われた．営業時間帯に各店舗の営

業の中で実証実験の仕掛けを入れたものである．センサ

ネット的な枠組みとしては，人の位置を屋内でも測位

し，ディジタルサイネージとのインタラクティブな利用

をしながら，主に親子がショッピングでどのように行動

するかを調べるものである．

阪急三番街は主に阪急電鉄の乗降客が利用するので，

親子連れを更に呼び込みたいというコンセプトで始まっ

た．技術屋からこのようなコンセプトは出せないので電

通関西支社のメンバーがコンセプト作りを行い，可視光

通信やディジタルサイネージをパナソニック電工（当

時）や日本電気が，屋内 GPSや客の導線解析を日立製

作所が担当し，ナビゲーションとしてネット PCと可視

光センサ内蔵の首からぶら下げる箱にゲーム形式のソフ

トを入れて実証実験を行った．ゲーム製作ではトーセが

参加した．全体のコーディネーションは NTT西日本が

行い，実際のフィールドを使うので阪急電鉄系列の都市

活力研究所が参加した．

この実証実験では，まだ実用化になっていない可視光

通信と屋内 GPS（IMES）を実際のフィールドで使って

みることも目的ではあった．屋外の測位には GPS衛星

があるが，屋内測位がまだ難しい中で，どの程度までの

精度で屋内測位ができるかが目的の一つである．更には

そのような屋内測位を実際のシーンでどのように活用す

るかも目的であった．既にスマートフォンでは，カメラ

を対象物に向けたときに持っている人の見ているものに

対する方向がジャイロ機能で分かるので，測位ができれ

ば，例えば人が何に注視してるかが遠隔から分かること

になる．図 4の上に光るのは右側は普通の LED 照明の

ダウンライトであるが，左側の LED 照明はフードが取

り付けられているので 10m先からでも可視光通信で信

号を受けることができる．

N．うめちかナビ

うめちかナビは総務省のプロジェクトとして，大阪梅

田の地下街での道案内のナビゲーションを，地下街の中

に 200 程度の QRコードと場所の番号が書かれたステッ

カーを貼って，携帯電話用のWebでナビゲーションす
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図 ? 可視光通信の写真
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るものである．IT 的な仕組みは簡単で，QR コードを

携帯電話やスマートフォンで読み込むとナビゲーション

用のWebの URLが取り込まれて，クリックするとそ

の場所からのガイドが始まる．うめちかナビのホーム

ページで場所の番号を打ち込んでも同じようにできる．

センサネット的な枠組みでは，屋内での，特に地下街で

の測位と，そのデータに基づいた目的地へのナビゲー

ションにあたる．図 5はそのシールである．

位置の特定に QRコードという単純な仕組みを使った

のは，誰もが使える機器がまだ携帯電話であり，また車

椅子の障害者の方にも分かりにくい地下街で，しかも階

段等の段差の場所を避けながら誘導するという実際の場

面での IT による利便性の向上を狙っている．そのため

にシールは，低い位置に貼ってあり，右手で携帯電話を

持ってかざすとちょうど良いように傾けてあるが，筆者

のように左手使いの者には少し不便であった．このうめ

ちかナビは，実証実験のフェーズを終え，関係する各社

が維持費を負担することで実運用に近い形になってい

る．QR コードはより新しいものができれば変更すれば

よい．このサービスのポイントは互いに利害関係が一致

しないことが多い鉄道等の各社が大阪梅田の活性化のた

めに協力したところにあり，QR コード設置を 200 から

増やしたりしている．また，現在はトイレの場所や種類

の案内などの公的なサービスを行っているが，地下街の

お店とタイアップしてのビジネス的な展開についても，

e空間 Kansaiプロジェクトと同様の展開が模索されて

いると聞いている．

X．グリーン東大 ICT プロジェクト(#)

東京大学では 2008年から，グリーン東大プロジェク

トと呼ばれる二酸化炭素削減のための電気量の可視化等

の実証実験を，工学部 2号館を使って行った．このプロ

ジェクトは実証実験としては終了しているそうである

が，終了したというよりは実際の運用に向けて着々とノ

ウハウをためている．詳しくは，プロジェクトのWeb

がある．センサネット的な枠組みでは，まさに �.�で述

べた建物の管理システムのこれからを問うプロジェクト

といえる．異なる管理システムを持つベンダ等がプロ

ジェクトに参加することにより，実証実験を重ねながら

実運用に向けての課題を探っている．

_．LiveE!プロジェクト(?)

LiveE!プロジェクトは，グリーン東大プロジェクトが

建物という人工物であるのに対して，天候という自然物

を対象としたセンサネットである．扱うものは違うもの

の，�．で述べた測定から通信，蓄積，可視化の枠組み

は変わりがない．自然に対する操作はまだ難しいため，

逆に測定装置を安価にすることで観測点を増やし，精度

を向上させることを目指している．

d．あ と が き

既に人や自然も含めて物の状態を，皆が知ることがで

きる技術が現れてきた．自販機等をアンコンシャス型と

考えると閉じたシステムだが，個別のセンサネットがイ

ンターネットを介して接続されると世界全体が一つのシ

ステムになる．これはまさにインターネット革命の歴史

そのものであり，同じ道を歩む可能性があることを示し

ている．ただ，その技術をどのように使うかは技術的に

はアクセス制御や認証の技術を，またビッグデータに関

してはプライバシーの問題を法律面も含めて慎重に考察

するべきであろう．技術者にはプライバシー制御の技術

の進展を期待したい．
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図 N シール


