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解 説

ロボットタウンの共通プラットフォーム技術のメカニズム
Technical Introduction of the Common Platform in Robot Town Project
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1. は じ め に

本稿では，ICタグやレーザレンジファインダ，ビデオカ
メラなど分散センサシステムによる環境構造化手法，タウ
ンマネージメントシステムの構造と機能など，ロボットタ
ウンプロジェクトで構築した環境構造化プラットフォーム
について解説する．本プラットフォームは，環境に分散配
置されたセンサ群，人間共生ロボット，作業を行う人間，そ
して人間・ロボット間の円滑な情報伝達を実現するタウン
マネジメントシステムからなる．以下ではそれぞれの構成

要素について，特に技術的側面を中心に解説する [1] [2]．

2. ロボットタウンの構成要素

2. 1 プラットフォームとして提供可能な環境

本プロジェクトではこれまで，（i）福岡市博多湾内の人工
埋立地「アイランドシティ」にある一戸建て住宅（通称，レ
ンガ住宅，図 1）の内部とその周辺区域，および（ii）福岡
市内の九州大学病院において，環境構造化プラットフォー
ムの整備と，それを用いた人間共生ロボットによる実証実
験を行ってきた．このうち，現在はレンガ住宅において，実
験用環境構造化プラットフォームとしての利用が可能となっ
ている．

2. 2 タウンマネジメントシステム

タウンマネジメントシステム（Town Management Sys-
tem，TMS）は，本ロボットタウンプロジェクトの中核とな
る技術である．本プラットフォームでは，取り扱う情報を，
分散センサシステムやロボットに搭載したセンサから取得
された移動体の情報（人間やロボットの種類，位置，速度
等，「体」と定義），被操作対象の情報（種別や位置等，「物」
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図 1 レンガ住宅

と定義），および環境構造の情報（環境地図，ICタグ配置図
等，「場」と定義）とする．TMSはこの「体」，「物」，「場」
（あるいは「ヒト，モノ，ソコ」）の情報を整理，保持し，ロ
ボットからの問い合わせに応じて情報を受け渡すデータベー
ス，およびこのデータベースにネットワークを介して簡便
にアクセスするためのインタフェース用API（Application
Program Interface）ライブラリから構成されている．API
は，ロボット・TMS 間のネットワーク通信処理とデータ
ベース操作の二つのプログラムを関数ライブラリとして共
通化したものである．本プラットホームの利用者は，用意さ
れた種々のAPI関数を用いてネットワーク経由で TMSへ
アクセスし，「体」，「物」，「場」の情報を取得できる（付録
A）．具体的には，データベースにはMySQL [3]を，イン
タフェースの通信方式には SOAP（Simple Object Access
Protocol）をベースとするWeb サービスを利用して実装
されているが，それぞれの実装形態は API の中に隠蔽さ
れるため，ロボット側でこれらを考慮する必要はない．ま
た，APIはロボットからの問い合わせに応じて TMSが情
報を返すリクエスト／リプライ形式と，問い合わせによら
ず TMSからロボットへ情報を送信する割り込み形式の両
方を実装している．割り込み形式はイベントの発生をロボッ
トに通知する場合などに用いられる．イベントは来客や手
招きなど環境内で起こる様々な事象を抽象化したものであ
り，ユーザ側の必要に応じて自由に定義できる．

2. 2. 1 APIライブラリの実行環境
移植性を高めるため APIはまず Javaで開発され，それ
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をラッピングする形で他のプログラム言語用の APIの開
発が行われている．現在，Microsoft Windows XP Pro-
fessional上で動作するライブラリとして，Java 1.6.0 用と
Microsoft Visual C++ 2003/2005 用の APIライブラリ
が提供されている．

2. 2. 2 TMSサーバの応答時間
TMSをインストールしたサーバ（Core2Duo 1.66GHz，

1.00GB RAM）とクライアントPC（Core2Duo 1.66GHz，
1.37GB RAM）を Ethernet（有線 LAN 100Mbps）で接
続し，APIの実行にかかる時間を計測した．位置情報取得
用APIを 1000回実行した結果，クライアントがAPIの実
行から情報取得までに要した時間の平均は 5.6 [ms]であっ
た．処理時間の内訳は，クライアントの処理時間が 1.1 [ms]，
ネットワークの往復の伝送時間が 1.8 [ms]，TMSサーバの
処理時間が 2.7 [ms]である．なお，現状でデータベース処
理や通信処理の最適化などは行っておらず，TMSの応答速
度は今後より高速化する予定である．

2. 3 分散センサシステム

TMSで管理される「体」，「物」，「場」の情報は，分散セ
ンサシステムやロボットからの情報提供により逐次更新さ
れる．レンガ住宅や九州大学病院の実験区域では，ロボット
の自己位置同定のための床面 ICタグシステム，屋内GPS
システム，ロボットや人間などの移動体追跡のための分散
ビジョン・レーザシステムなどが整備されている．また，物
品情報を管理する物品 ICタグシステムや，病院内での診
察順路や待ち人数などを管理する診察 ICタグシステムも
実験的に提供されている．以下，それぞれの分散センサシ
ステムについて概説する．

2. 3. 1 床面 ICタグシステム
レンガ住宅の床面には約 4,000枚のパッシブ ICタグが敷

き詰められている（図2，3）．パッシブ ICタグは，高周波帯
13.56 [MHz]（Texas Instruments社 RI-I01-112A，規格：
ISO 15693）と低周波帯 134.2 [kHz]（Texas Instruments
社 RI-TRP-4FF，規格：TI-RFid）の 2種類のタグを用い
ており，高周波帯のタグは 12.5 [cm]間隔で約 3,200枚が，
低周波帯のタグは 25 [cm]間隔で約 800枚が格子状に設置
されている．また，レンガ住宅の屋外周辺区域にも低周波
帯の ICタグが約 400枚設置されており，一部疎密はある
が大半は 80 [cm]間隔，壁など構造物の近くには 40 [cm]以
下の間隔で設置してある．タグは屋内ではタイルカーペッ
トの裏面に貼り付けて固定し，屋外では耐候性防水テープ
（3M 片面ベータテープ 4407）をタグの上から貼り付けて
地面に固定している（図 3）．
ロボットはこれら ICタグの読み取り装置を搭載すれば，

読み取られた ICタグの識別番号をタウンマネジメントシ
ステムに問い合わせることで，ロボットタウン内での自己
位置を取得できる．使用したパッシブ IC タグの読み取り

図 2 分散センサシステムの設置状況

図 3 分散設置された ICタグ群

範囲は，リーダのアンテナにも依存するが，高周波帯がタ
グ中心から半径約 1 [cm]以内，低周波帯が半径約 40 [cm]
以内である．

2. 3. 2 屋内 GPSシステム（iGPS）
屋内環境でロボットの位置をより高精度に取得するシス

テムとして，ロボット上部に赤外 LEDを取り付け，天井
付近に設置された赤外カメラで画面上で赤外 LEDを追跡
し，ロボットの位置を同定する屋内GPSシステム [4]も設
置されている．
本システムによる位置同定の一例を示す．ロボットの上

部には図 4に示すように中心波長 880 [nm]の高輝度赤外
LEDを 3個ずつ 3箇所に三角形状に取り付け，レンガ住宅
1階天井の光学フィルタ付き赤外カメラ（OPTEX社製赤
外カメラ VC-200Jにエドモンド・オプティクス・ジャパン
社製バンドパスフィルタ 46444-Iを装着）でその三角形を
取得し，LEDの設置位置を高さ一定と仮定することで，観
測された LEDの位置からロボットの位置，方向を取得する
（図 4）．このシステムにより，ロボット上部にあらかじめ
登録された配置で赤外 LEDを設置すれば，赤外カメラの
撮像範囲内（3 [m] × 3 [m]）であれば，位置誤差 70 [mm]
以内，姿勢誤差 2 [deg]以内でロボットの位置，姿勢が同定
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図 4 LEDマーカを設置した搬送ロボット

図 5 移動体追跡システム

できることを確認している．

2. 3. 3 分散ビジョン・レーザシステム

上述のように，床面 ICタグ読み取り装置や赤外 LEDを
ロボットに装備すれば，ロボットタウン内ではロボットの

自己位置をタウンマネジメント経由で取得できる．しかし
これらの機器を装備していないロボット，あるいはロボッ
トタウン内を自由に移動する人間の位置は，これらのシス
テムでは検出できない．そこで本プラットフォームでは，環
境に分散配置された水平走査型レーザレンジファインダと
ビデオカメラにより，環境内を移動する複数移動体を同時
追跡するシステムを実現している [5]．
図 5に移動体追跡システムの構成を示す．カメラとレー

ザレンジファインダの組を一つのセンサユニットとし，こ

れが 1 台のコンピュータに接続されてセンサ端末を構成
する．環境中に分散配置されたセンサ端末は，一つのホス
トコンピュータへ接続され，そこで各端末からの情報が複
数移動体の同時追跡が可能な特殊なパーティクルフィルタ
（SIR/MCMCパーティクルフィルタ）[5]で統合される．な
お，端末・ホスト間の通信は Ethernetを介して行われる．
センサ端末 4 台（Viewplus Dragonfly2×4，SICK

LMS200×4）を図 6 のようにレンガ住宅の 1 階部分の四
隅に配置し，1階を歩行する 5人の人間の同時追跡実験を
行った．結果を図 7に示す．図 7は，左から実験環境の様
子，それに対応する視点での実験結果，上から見た実験結
果である．実験の結果，歩行者や椅子に座った人などを同
時に途切れなく追跡できることが確認できた．

図 6 レンガ住宅におけるセンサ配置

図 7 レンガ住宅における歩行者の追跡結果

2. 3. 4 屋外分散ビジョンシステム

本プラットフォームでは屋外環境における情報構造化の
実現のために，ビデオカメラなどのセンサを設置できる多
目的ポールを用意している．ポールの高さは約 4.5 [m]であ
り，住宅周辺の 5箇所に設置されている（図 2）．実際に 2
本のポールの上部にビデオカメラを 1台ずつ固定し，差分
画像処理と高速レベルセット法とを組み合わせた手法を用
いて，カメラ視野間を移動する対象の実時間追跡が可能で
あることを確認している（図 8）[6]．

2. 3. 5 物品 ICタグシステム
洋服や靴などレンガ住宅内の被操作対象物体の一部には

ICタグが埋込まれており，ロボットは読み取った ICタグ
の識別番号をタウンマネジメントシステムに問い合わせる

ことで，物品の種別や位置を取得できる．また逆に物品の
名称や種別などを検索キーとしてタウンマネジメントシス
テムに問い合わせることで，検索条件を満たす ICタグの
識別番号を取得できる．
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図 8 ビデオカメラを設置したポール

図 9 移動支援サービスの様子と患者用端末画面

2. 3. 6 診察 ICタグシステム
九州大学病院では，倫理審査委員会による倫理・安全に関

する承認を経た上で，ICタグを主とした情報構造化を行っ
ている．患者は，ICタグ付き診察券をロボットや携帯端末
に読み取らせることで，診察計画や診察の待ち人数などの
情報を取得できるとともに，目的地までの案内サービスが

受けられる（図 9）．これは，ICタグの識別番号をタウン
マネジメントシステムに問い合わせ，必要な情報を取得す
ることで実現している．

3. お わ り に

ロボットタウンプロジェクトで構築した環境構造化プラッ
トフォームについて，技術的側面を中心として解説した．プ
ラットフォームを利用した実証実験については [2]を参照さ
れたい．構築したプラットフォームおよびタウンマネジメ
ントシステムは今後の公開を予定しており，現在マニュア
ル等の整備を行っている．
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付録 A. TMS用APIの概要

ロボットタウンプラットフォームで提供される情報取得

用APIのうち，代表的な関数名と機能を紹介する．これら
のAPIを利用してロボットはTMSから「体」，「物」，「場」
の情報を取得できる．
付録 A. 1 APIライブラリ
APIライブラリを構成するクラスの簡単な説明と機能，

代表的なメソッドとその機能を紹介する．

TmsSystemクラス 環境設定に関するクラス．APIを
利用するための初期化処理や終了処理を行う．

initialize() TMSサーバとの接続設定や，割り込み
を受け付けるための JavaVMの起動など，APIの
初期化処理を行う．

destroy() JavaVMの終了など，APIの終了処理を
行う．

Authクラス ユーザ権限に関するクラス．ユーザ認証な
どを行う．

login() ユーザの認証を行い，TMSとの接続を開始
する．

logout() TMSとの接続を終了する．
getInstance() インスタンスを取得する．

Locationクラス 位置情報に関するクラス．移動体の位
置の取得などを行う．

getLocationInfoByRobotID() 指定したロボッ
トの位置情報を取得する．

setLocationInfoByRobotID() 指定したロボッ
トの位置情報を更新する．

getSurroundingInfo() 指定範囲内の全ての移動
体の位置情報を取得する．

TmsMapクラス 地図情報に関するクラス．地図の取得
や更新を行う．

getMapList() 地図の一覧を取得する．

getMapInfo() 地図を取得する．

setMapInfo() 地図を TMSへ送信し更新する．
Taskクラス タスク機能を管理するクラス．タスクメッ

セージの送信などを行う．
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sendTask() 指定したロボットへタスクメッセージ
を送信する．

setTaskHandler() タスクメッセージを受けたとき
に呼び出される Callback関数を指定する．

Eventクラス イベント機能を管理するクラス．イベント

購読の登録や解除を行う．
getEventList() イベントの一覧を取得する．
subscribeEvent() 指定イベントの購読登録を行う
とともに，イベント発生時に呼び出される Call-
back関数を指定する．

unsubscribeEvent() 指定イベントの購読を解除
する．

notifyEvent() 指定イベントの発生を購読者に通知
する．

CallbackHandlerクラス イベント発生時に呼び出され
る Callback関数を扱うクラス．
action() イベント発生時にこの関数内に記述した処
理が行われる．

Tagクラス ICタグの情報を管理するクラス．ICタグの
識別番号に関連付けられた情報の取得などを行う．
getTagInfo() タグ識別番号に関連付けられた物品・
位置・タスク情報を取得する．

setTagInfo() タグ識別番号に関連付けられている物

品・位置・タスク情報を更新する．
getTagIDByObjectInfo() 物品情報を検索キーと
して条件を満たすタグ識別番号を取得する．

付録 A. 2 データ型

APIで用いられる位置情報のデータ型を以下に示す．な
お，このデータ型は最も基礎的なものであり，より多くの
情報を含むデータ型と，そのデータを取得するための API
も用意されている．

class LocationInfo {
double coordinateX; // 座標 X
double coordinateY; // 座標 Y
double coordinateZ; // 座標 Z
double orientP; // 向き P
double orientR; // 向き R
double orientY; // 向き Y
double velocityX; // 速度 X
double velocityY; // 速度 Y
double velocityZ; // 速度 Z
string additionalInfo; // 附加情報
string time; // 計測時刻

};
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ステム情報科学研究院助教授，2007年より同

教授，現在に至る．群ロボット，歩行機械，レーザ計測の研究
に従事．博士（工学）． （日本ロボット学会正会員）

木室義彦（Yoshihiko Kimuro）
1986年九州大学大学院修士課程修了．1988年
九州大学助手．1997年同講師．1998年（財）
九州システム情報技術研究所入所．2006年同
第 3研究室長．2008年より（財）九州先端科
学技術研究所 生活支援情報技術研究室長，現
在に至る．ロボットシステムおよびマンマシ

ンインタフェースの研究に従事．情報処理学会，計測自動制御
学会の各会員．博士（工学）． （日本ロボット学会正会員）

馬場伸一（Sin-ichi Baba）
1984 年福岡工業大学工学部電子工学科卒業．
同年九州日本電気ソフトウェア株式会社に入
社．パーソナルコンピュータ，携帯電話及び，
各種組み込み機器の基本ソフトウェアの開発
を経て現在に至る．

村上剛司（Kouji Murakami）
2004年九州大学大学院システム情報科学府知
能システム学専攻博士課程修了．同年九州大
学大学院システム情報科学研究院助手．2007
年より同助教，現在に至る．環境情報構造化，
多関節多指ロボットハンド，触覚センシング
などの研究に従事．計測自動制御学会，IEEE

の各会員．博士（工学）． （日本ロボット学会正会員）

家永貴史（Takafumi Ienaga）
2004年九州大学大学院システム情報科学府博
士後期課程修了．主に，遠隔作業用視覚イン
タフェースの研究に従事．同年（財）九州シス
テム情報技術研究所研究員．2008年より（財）
九州先端科学技術研究所研究員，現在に至る．
ICTと RTを活用する生活支援技術の研究に

従事．VRSJ，ITE，IEEEの各会員．博士（工学）．
（日本ロボット学会正会員）

殷 中翔（Zhongxiang Yin）
2006 年九州大学大学院システム情報科学府情
報工学専攻修士課程修了．同年九州日本電気
ソフトウェア株式会社に入社，現在に至る．
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