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学術・技術論文

情報構造化環境における情報管理の一手法
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A Method to Manage Data Flow between Intelligent Robots and an Intelligent
Environment
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To structure environment in informative way through the sensor network with distributed RFID tags is a promiss-

ing approach to an autonomous intelligent robot working in an ordinary environment for daily human life. This

paper proposes methods to integrate the data from sensors into online database of the environment and to provide

a robot with realtime information of the dynamically changing situation of its surroundings. Based on the analysis

of sensor functions and data requirement from the robot, we have designed and implemented a data management

system. In the experiments, decision and action of the robots in a task context have been successfully achieved by

using the data provided through the data management system.
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1. は じ め に

オフィスや病院，道路などの公共空間，あるいは住宅などの

日常生活環境で人のために様々な軽作業を行うサービスロボッ
トを実現するには，ロボットに搭載された機能だけで複雑な周
囲状況を認識するのではなく，環境側にセンサネットワークや
様々な情報を格納したマーカを配置して，ロボットを支援する

仕組みが不可欠である．筆者らは，この仕組みの構築を環境情
報構造化と定義し，そのプラットフォームの開発を目的とした
プロジェクトを推進している．このプロジェクトでは，タウンマ
ネジメントシステム（Town Management System，以降 TMS

と略す）と呼ばれる情報管理機構が，環境中に分散配置された
多数のセンサの情報を一元管理し，かつその情報をロボットへ
供給することで，環境中で作業するロボットを支援する．TMS

は，環境の壁や床，天井に埋め込まれたセンサネットワークか

ら得られる環境情報を統合，整理し，記録，更新を行う「デー
タベース」と，ロボットからの問い合わせに応じて適切な表現，
詳細度で環境情報を提供する「インタフェース」から構成され
る．ロボットは共通のインタフェースを介してTMSにアクセス
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し，移動する人やロボットの位置，および地図情報や埋込タグ
に関する情報など，作業に必要な基本的な環境情報を取得する．
本稿では，センサネットワークやマーカが埋め込まれた環境

側とロボットが相互に情報をやり取りするための情報管理機構
である TMSを設計・実装した結果を報告する．また，日常生
活を模擬したロボット作業シナリオの下で TMSを運用し，ロ
ボットは作業に必要な情報を TMS から取得することで，自己

の搭載センサだけでは実行困難なタスクも実行可能となること
を示す．
環境内にカメラや圧力センサ，超音波センサ，レーザレンジ

ファインダ，RFIDタグなどを配置して，人間の行動を計測し，

医療や福祉など種々の応用に用いようとの試みは少なくない [1]～
[9]．例えば，人間に負担を与えずに，その生体活動や生活行動
を計測・蓄積する試みがなされている [10]．また，人間の行動に
サービスを直接関連付けることで，入力デバイスを意識しない

マンマシンインタフェースを実現する試みもなされており，人
間のジェスチャ指令による電化製品操作 [11]などが実現されて
いる．さらに，蓄積された人間の行動履歴から，繰り返し生起
する行動文脈を抽出し，これにサービスの起動トリガを関連付

けることで，行動計測を通して適切なタイミングでサービスを
提供しようとしたものもある [12]．このように，人間の行動や
意図の認識・理解を主眼とした環境情報構造化の試みは多数報
告されている．しかし，これらのシステムがいずれも狭い室内

空間において，一人あるいは数人に対してサービスを提供する
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ものであるのに対し，本稿で述べるシステムは，三次元的でよ
り広がりのある街全体を環境情報構造化し，TMS により，ロ

ボットを用いたサービスを，不特定多数の人間に対して提供し
ようというものであり，同様の試みは見あたらない．

2. 環境情報構造化プラットフォーム：ロボットタウン

我々は，環境情報構造化を実現したロボット開発のためのプ
ラットフォームの構築を研究課題としている [13]．このプラット
フォームは，日常生活環境におけるロボットの活動に必要な自

己位置や地図などの情報を，環境側から提供することでロボッ
トの機能を拡張すると共に，ロボットの性能を統一的に評価す
るための実証実験環境としての役割も果たす．この課題を実現
する環境情報構造化プラットフォームを「ロボットタウン」と

呼び，その開発を進めている（Fig. 1）．
ロボットタウンの構成要素は，TMSと，センサネットワーク

を用いて環境計測を行う計測エンジン，およびロボットの 3者
である．システムの構成を Fig. 2に示す．TMS は，ロボット

と計測エンジンのそれぞれとネットワークを通して接続し，情
報の収集・管理・提供を行う情報管理機構である．ロボットは
TMS を通して環境情報を取得できる．計測エンジンは，環境
内に分散設置されたセンサとその情報処理部で構成され，セン

サから得られた情報を TMS へ送信する．例えば，分散ビジョ

Fig. 1 Concept of RobotTown

Fig. 2 Data flow in RobotTown

ンシステムによる位置計測エンジンは，環境内に配置されたカ
メラ画像を処理して移動体の位置を計測し，TMSへ送信する．

また，計測エンジンは TMS から計測支援情報を得ることもで
きる．例えば，分散ビジョンシステムは，カメラ視野内に観測
されるはずのロボットの形状や位置情報を TMSから取得して，
ビジョン処理を容易にするとともに，その処理結果の検証を行

うなどが実現できる．

3. Town Management System

3. 1 TMSの設計要件

我々は，環境内情報の管理システムとして TMS が満たすべ

き要件を以下のように設定した．
（1）センサやロボットと，TMSとの通信機能
（2）送受信する情報のデータ構造の定義
（3）情報の蓄積・更新・検索が行えるデータベース機能

（4）環境内に埋め込まれたマーカが持つ識別子に対応する情報
を提供する機能，および，情報の内容を条件にして，マー
カ識別子を検索する機能

また，環境埋込型センサの配置によっては，各センサのセンシン

グエリアが重なることも考えられる．例えば，複数のビジョン
で同時に同一の対象を計測する場合などである．あるいは，同
一対象がセンサ不可視域に一度出た後で，再度センサ域に入っ
てくることも考えられる．そのような状況に対処するため，

（5）データベースに蓄積される情報の整合性と一貫性を保持す
る機能

も必要となる．さらに，情報の閲覧権限を制御するためには，
（6）認証機能

も求められる．
これらにロボットの行動計画・制御の視点に立った要件を加

えると，
（7）情報管理機構を介したリクエストリプライ形式と割り込み

形式の両方での情報取得が一元的かつ簡便に行える
ことも重要となる．また，駐車場や玄関など特定の場所への人
間の移動や，天気の変化など，
（8）環境内で起こる様々な事象が，ロボットが認識できるかた

ちで抽象化して表現される
ことも重要である．
今回我々は，これらの要件を満たすよう TMS の設計を行っ

た．これまでに，環境埋込センサの出力とアクチュエータの動

作を直接結びつけて環境全体を一つのロボットとした例 [14] や，
RFID タグの ID と位置座標との変換テーブルを用いた位置計
測 [15]など，上記の要件のうち単数あるいは複数の要件を実装
した情報管理機構の例が報告されているが，これらのすべてを

実現した例はこれまでにない．
3. 2 TMSの構成

TMSは六つの階層から構成されている（Fig. 3）．下から第

1層はデータベース（以降 DBと表す）であり，次の 4種類の
情報が格納される．
（a）ロボットの形状や外観などの登録情報
（b）環境埋込センサに関する情報

（c）地図などの静的な環境情報
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Fig. 3 Structure of town management system

（d）計測された移動体位置などの動的な情報
（a）の情報は必要に応じて計測エンジンへ渡され，計測処理
に利用される．（b）の情報は，ビジョンカメラの配置とその視
野範囲，RFIDタグの設置状況などである．第 2層は，DBの

ミドルウェアであり，DBの仕様の差異を吸収する．第 3層は，
TMSの情報管理部であり，DB内の情報の維持管理を行い，そ
の一貫性や整合性を保持する．第 4層は，TMSが提供するDB

操作ミドルウェアである．第 5層は，DBの検索・更新および情

報処理アルゴリズムなどの処理を記述する．第 6層は，ロボット
や計測エンジンとネットワークを通して接続するインタフェー
ス部である．ロボットから TMS への情報提供要求は，まず第
6層で受け付けられ，第 5層でその要求を処理して DBの検索

や処理を行い，作成された情報がロボットへ提供される．

3. 3 TMSの実装

TMS は，第 1層のデータベースには MySQL [16] を，第 2

層のミドルウェアには，JDBC [17]を用いて実装した．第 3～5

層は JAVAで記述している．第 3層では，新規に検出された移
動体に対して，ユニークな ID を発行するなどして，移動体の
情報を管理する．第 6層のインタフェース部における通信方式
には，SOAP（Simple Object Access Protocol）をベースとす

るWebサービスを採用した．この方式は，OSやプログラム言
語に非依存であると共に，ファイアウォールの通過が比較的容
易という利点がある．ロボットが TMS から情報を取得するた
めには，情報を検索する DB操作処理部と TMSに接続するた

めの通信処理部の二つのプログラムを第 5，6層に作成する必要

がある．TMSでは，この接続部と情報検索部のプログラムを関
数として共通化し，TMS 接続用 API（Application Program

Interface）ライブラリとしてロボットに提供する．APIには移
動体の位置を取得する関数などが用意されており，ロボットは
TMS接続用 APIライブラリをリンクし，制御プログラム中の
任意のタイミングで APIを実行することで TMSから情報を取

得できる．ロボットが送受信する情報のデータ構造はAPIによ
り規定され，通信方式や DB 操作などの実装形態は API の中
に隠蔽されるため，ロボット側はこれらを考慮する必要がない．
なお，計測エンジンと TMSとの接続も同様に APIを介して行

われる．TMSから見た計測エンジンとロボットの違いは，実行
可能な APIが異なるという点のみである．

3. 4 APIの実装

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（以降，R/Rと略す）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

形式とに大別される．API実装の観点からは通信は R/R 形式
のみで実現した方がシンプルである．しかし，R/R形式は受信
側が変化を知るためには定期的にポーリングを行わなければな
らず，通信負荷が大きい．このため，TMSでは，R/R形式と

割り込み形式の両方を実装している．実際には，割り込み形式
の実装は，何らかの事象の変化に対応して TMSが割り込みを
用いてロボットプログラム中の特定の関数を呼び出すという形
で行った．このためのロボット側サーバプロセスに関するプロ

グラムも初期化関数として共通化し，APIとして提供している．
TMS において，第 5，6層は APIごとに記述され，第 1層

から 4 層までは共用される．すなわち，新たな API を追加す
るためには，第 5，6層の部分のみを追加すればよい．ただし，

第 6層のインタフェース部はほぼ再利用できるため，実質的に
は DB操作や情報処理アルゴリズムなどを記述する第 5層の部
分のみを作成すればよい．現在，第 4層までの実装を終えると
共に，第 5，6層に当たる APIの実装も，位置や地図の提供な

ど標準的なロボット支援機能については完了している．
また API中には，TMSの DB内に計測・蓄積された情報を

基に新たな情報を抽出するなど，第 6層のインタフェース部を
持たず，第 5層の処理記述部のみを持ち，外部からの呼び出し

によらずに動作する擬似的な APIもある．例えば，計測エンジ
ンから更新される移動体の位置と，TMS の DB内の地図を用
いて，玄関など特定の場所に訪問者が来たことを動的に検知す
る場合などである．このように，ロボットタウンにおける環境

計測は，APIを境界として TMSと切り離した計測エンジンと，
TMS 内部で DBを利用しつつ行われるものとの 2通りで行わ
れる．

3. 5 ロボットへの提供情報

ロボットがサービスを行う際に必要となる基本的な情報を，
TMSは APIを通して提供する．これまでに実装した主な API

をTable 1に示す．また情報提供に当たっては，情報を補完す
る付随情報も重要である．例えば，位置情報を提供する際には，
位置座標に加えて計測時間や座標系および計測精度なども必要
となる．この付随情報も，APIを通して同時に提供する．

ロボットが APIを通して TMSから取得できる主な情報を以
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Table 1 Standard APIs

下に示す．

（1）位置（自己位置，周囲移動体位置）
（2）環境地図（作業用ノードマップ， 三次元幾何モデル）
（3）RFID タグの ID に関連付けられた情報，および，情報の

内容を条件として検索されたタグ ID

（4）イベントの発生通知
これらの情報は，計測エンジンやロボットからの情報提供によっ
てリアルタイムに更新され，ロボットによる問い合わせに応じ
て TMS が提供する．

3. 5. 1 位置と環境地図

ロボットは，自己位置および任意の半径内の周囲移動体の位
置をTMSから取得できる．また，取得した位置の周辺状況を表
す地図も同様に TMS から取得できる．環境地図は，静的な情

報としてあらかじめ TMS 内のデータベースに格納される．し
かし，荷物により移動経路が塞がれるなど，地図上でロボット
が移動可能な経路は動的に変化する．そこで，計測エンジンが
動的に地図を更新するための APIも用意している．ロボットが

経路計画を行うためには，最新の地図情報を保持しておく必要
がある．ポーリングによって定期的に TMS から地図を取得す
ることもできるが，イベントの発生通知機能を用いれば，地図
更新にあわせて TMSから通知を受けることもできる．

ロボットは指定した座標系でTMSから位置を取得できる．こ
れは，屋内外すべての移動体の位置を統一座標系で計測してDB

に蓄積し，ロボットへの情報提供時にロボット側が指定する座
標系に変換するという方式で TMS に実装している．これによ

りロボットは，屋内（屋内座標系）から屋外（屋外座標系）へ
移動する場合や，物体をマニピュレーション（作業座標系）す
る場合など，状況に応じた座標系の変更ができる．

3. 5. 2 RFIDタグ

環境に埋め込むマーカは，ロボットが安定して計測できるも
のが望ましい．ロボットが検知・識別しやすいマーカの一つに，
電波的に探索でき，識別 IDを持つ RFIDタグがある．TMSで
はこの RFIDタグを用いた環境情報構造化を実現している．具

体的には RFIDタグが貼り付けられた物体に関する情報を，ロ
ボットは TMS から取得できる．例えば，床面など環境に貼り
付ける場合には位置座標，物品に貼り付ける場合は形状や名称，
用途などの情報がタグ IDに関連づけられている．

ロボットはタグ IDに関する APIを実行することで，（a）位
置，（b）物品情報，（c）ロボットへの動作指令などが記述され
たタスク情報の 3 種類の情報を TMS から取得できる．なお，
TMSでは，物品情報などを検索条件にして該当するタグ IDを

提供する APIも用意している．

Fig. 4 API program

3. 5. 3 イベントの発生通知

計測された情報が特定の条件を満たした状態をイベントと定

義する．イベントは環境内で起こる様々な事象を抽象化したも
のであり，その代表的なものは，駐車場に車が来た場合など，移
動体の位置と，環境内の特定の場所を関連づけたものである．環
境埋込センサによって計測される人間やロボットの行動，ある

いは環境内の状況に対応した様々なイベントを，ユーザ側の必
要に応じて定義することができる．
指定するイベントの発生を通知するよう，APIを通してTMS

に登録しておくことで，ロボットはイベントの発生状況を把握

できる．イベントの発生を，サービス提供タイミングと関連づ
け，人間の行動計測に基づくロボットへのサービスタスクアサ
インも TMSを介して実現できる．

3. 6 APIを用いたロボットプログラム

本節では，C++を用いた APIの具体的な使用方法を説明す

る．まず APIを用いたロボットプログラムの例を Fig. 4に示
す．プログラムは Initialize()で始まりDestroy()で終わる．こ
の記述により Java仮想マシンである JAVA-VMの起動および
開放を行う．Initialize()は TMSからの割り込みをロボット側

で受け付けるためのサーバプロセスをロボット上で起動する．
Destroy()では，そのサーバプロセスを開放する．続く Login()

は各ロボットが TMS にログインするためのもので，ID とパ
スワードを引数とする認証を行う．認証に成功すると情報取得

用 APIの実行が可能となる．SendInitInfo()では，ロボット自
身の形状，サイズ，色，安全半径等の自己情報を TMSに送る．
ビジョンシステムなどの計測エンジンは，これらロボットの自
己情報を TMSから取得して，各ロボットの識別に利用できる．

プログラムの制御ループでは，ロボットは APIを通して TMS

から情報を取得しながら，その目的に応じた動作を行う．情報
取得を行う主な APIを Table 1に示す．

Table 1で示した APIは，すべてロボット側からのリクエス

ト／リプライ形式である．一方，イベントはいつ発生するか分
からない．そこで，イベントの発生通知は，割り込みによるロ
ボットプログラム内関数の呼び出しとして実装している．イベ
ントごとにユニークな IDを割り振ってあり，ロボットは Sub-

scribeEvent()でイベント IDを登録しておくと，そのイベント
が発生した時点で，TMS から割り込みによる通知を受けるこ
とができる．ロボット側は，イベント ID とその内容に関する
知識が必要となるが，現在は知識としてあらかじめロボットに

与えている．
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4. 実 証 実 験

4. 1 環境情報構造化の状況

福岡市にある一戸建て住宅（Fig. 5）の内部および周辺区域
を対象に環境情報構造化を進めている．住宅の屋内外には単眼
カメラを固定配置し，差分画像処理と高速レベルセット法 [18]

とを組み合わせた手法を用いて，複数移動体の追跡を実時間で

行うことができる．また屋内にはレーザレンジファインダも併
せて設置しており，分散ビジョンシステムと連携することで，頑
健な移動体計測が実現できる [19]．計測された移動体位置情報
は，TMS に逐次送られ，ログとして過去から現在までの動作

系列が保存される．また，屋外路面や屋内床面・壁面にはパッ
シブ型の RFIDタグを分散配置している．これらのセンサの設
置状況を，Fig. 6，7に示す．

4. 2 実験

構築中のプラットフォームにおいて，計測エンジンで計測さ
れた情報が TMS に収集・管理され，ロボットの要求に応じて
提供されることを確認するため，（1）出迎えを含む荷物搬送実

験と，（2）障害物回避実験の二つの実験を行った．
4. 2. 1 出迎えと荷物搬送

屋外で車椅子型ロボットによる出迎えと荷物搬送実験を行っ

た．実験では，待機中のロボットが，車の帰宅にあわせて出迎え
に出て，駐車場で荷物を受け取って家の玄関まで搬送する．ま
た搬送後は元の場所へ戻る．この際，ロボット単体では計測で

Fig. 5 Appearance of experimental house

Fig. 6 Layout of experiment house

きない情報を TMSから取得することで一連のサービスを実現
した．

ロボットの外観とブロック図を Fig. 8に示す．ロボットは商
用の電動車椅子を改造したもので，座席横に液晶タッチパネル，
左右の駆動モータにロータリエンコーダ，前部左右にレーザレ
ンジファインダ（Laser Range Finder，以降 LRF），底面に

RFIDタグリーダを装備している．ロボットは，ロータリエン
コーダを用いたデッドレコニングによる自己位置計測や，LRF

を用いた搬送経路の側壁面との相対姿勢の計測が行える．また，
ロボットは，RFIDタグリーダを用いて路面に敷設されたRFID

タグを読み取り，自己位置を補正する．
まず TMS を用いずにロボット単体で上記作業を行ったとこ

ろ，搬送経路中のスロープにより滑りが生じるため，デッドレコ
ニングでは荷物搬送に十分な自己位置同定精度が得られなかっ

た．また，ロボットの待機位置は駐車場と壁で隔てられているた
め，車の到着に合わせて出迎えを行うなど，サービスの提供タ
イミングの自動検出は不可能である．さらにロボットには環境
地図や経路などの事前知識は与えられていないと仮定した．こ

のような条件下で，ロボットは TMS から，
（1）サービスの提供タイミング
（2）経路計画
（3）位置

に関する情報支援を受け，出迎えと搬送サービスを実現した．

Fig. 7 Embedded sensors around house

Fig. 8 Appearance and control hardware structure of a
wheelchair robot
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実験環境を Fig. 9に示す．まずロボットが，A地点で TMS

にログインする．ロボットは TMS から経路地図を取得し，そ

の情報を元にして待機位置である RobotStation（B）へ移動す
る．その後，搬送サービスの起動トリガとするため，駐車場に
自動車が駐車した際に発火するイベントの通知依頼を TMS に
登録して待機する．車が駐車場（P or P’）に駐車すると，環

境埋込型のビジョンシステム（V）がそれを検知して，イベン
トの発生を TMS へ通知する．この検知には，Parzen 推定に
よる画像からのイベント抽出手法 [20]を用いた．駐車位置は P

または P’ の 2 通りあるが，この実験ではそれぞれを異なるイ

ベントとして扱うことで区別している．TMS からのイベント
通知を受けてロボットは出迎えおよび搬送サービスを開始する．
駐車位置に応じて，C or C’ へ移動して搭乗者を出迎え，荷物
を受け取った後，D-Gを経由して玄関 Hまで荷物を搬送する．

この経路中の F-G-H の区間はなだらかなスロープとなってい
る．住人に荷物を受け渡した後，ロボットは G-D を経由して
RobotStation（B）へ戻る．荷物の受け取りと受け渡しの確認
は，ロボットの液晶タッチパネルを通して行った．

実験の様子を Fig. 10に示す．(a)車が駐車すると，(b)環境
埋込型カメラがそれを検知して対応イベントを発火させる．(c)

TMS 経由でイベントの発生通知を受け取ったロボットが駐車
場へ，出迎えに出動する．ロボットは，(d) 車の前で荷物を受

け取った後，(e)スロープを登って，(f)玄関先で荷物を渡して
いる．
実験において，ロボットはTMSから距離と回転角度で表され

た経路計画（Fig. 11）を取得し，デッドレコニングによる自己

位置計測を行いながら移動する．その際，路面に敷設したRFID

タグの情報を用いて姿勢と自己位置の補正を行った．RFIDタ
グは I～IVの四つのグループに分け，Fig. 12のように配置し
た．グループ I，IVのタグを計測したら道の端に向かっている

と判断して，逆方向に姿勢を修正する．また，グループ II，III

のタグは，回転を行う転換点から一定距離（2.5 [m]）に配置さ
れており，デッドレコニング誤差の補正に用いた．なお，ロボッ
トの経路計画の修正周期は，120 [ms]であった．

Fig. 9 Overview of experiment house

4. 2. 2 衝突回避
ロボットが自己および周囲移動体の位置情報を TMS から取

得し，衝突を回避しながら屋内を移動する実験を行った．
使用したロボットは，Mobile Robots 社製の Pioneer3-DX

の上部に円筒状の台を設置したものである．ロボットの外観を
Fig. 13に示す．2輪駆動の移動ロボットであり，機体前方に配

置された超音波センサによる距離計測に基づく衝突回避が行え
る．しかし，超音波センサは機体前方にしか配置されていない

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Fig. 10 Experiment process

Fig. 11 Example of planned route

Fig. 12 Tag layout by 4 groups
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Fig. 13 Appearance of Pioneer3-DX

Fig. 14 Sensored room

ため，その測域範囲外の方向から近付く移動体は検知できない．
このような条件の下で，ロボットは TMS から，

（1）自己位置
（2）周囲移動体の位置
を取得することで全方位の衝突回避を実現した．
環境情報構造化された屋内の略図を Fig. 14に示す．部屋の

四隅にカメラ（Point Grey Dragonfly2 × 4台）と LRF（北陽
電機 URG-04LX × 2台，Sick LMS200 × 2台）が配置されて
おり，これらの異種センサを統合した計測エンジンが移動体の
位置を計測する [19]．その計測周期は 100 [ms]であり，計測さ

れた位置は，100 [ms]の周期で計測エンジンから TMS へ送信
され，TMSのDBが更新される．ロボットは自己位置と周囲の
移動体の位置を TMS から取得すると共に，他の移動体が自己
から一定距離内に近付くと警告音を発して停止し，離れるとま

た活動を続けることで衝突を回避する．実験の様子を Fig. 15

に示す．なお，屋内の床面と壁にはパッシブ型の RFIDタグが
設置されているが，本実験ではロボットがタグリーダを装備し
ていないため RFIDタグは利用していない．

4. 3 考察

4. 2. 1項と 4. 2. 2項の両実験を通して，3. 1節で明示した情報
管理の要件を TMSが満たすことを確認した．要件のうち（1），
（3）～（6）は TMS の基本機能として提供され，（2）と（7）は

APIよって，（8）はイベント定義により実現された．

Fig. 15 View of experiment

なお TMS を実装して実験で用いたサーバは，CPU が
Pentium-M 1.2 GHz，Memory 1.24 GBであった．また，前述
の二つの実験において各ロボットとTMSサーバとの通信は，eth-

ernetを介して行われ，TMSサーバは，有線LAN（100 [Mbps]）
で，各ロボットは，無線 LAN（IEEE802.11b，11 [Mbps]）で
ネットワークに接続していた．実験中，ロボットからの位置取
得APIの実行に対する TMSの応答速度は平均 34 [ms]であり，

ロボットが経路計画に用いるには，十分な応答速度が得られる
ことが確認された．なお，現状で DB処理や通信処理の最適化
などは行っていないため，TMS の応答速度は今後より高速化
される予定である．

5. ま と め

非整備環境である人間の日常生活空間でロボットが活動する
ために必要となるセンシング機能を，環境側に埋め込んだセン

サネットワークで代替し，ロボットの作業能力の向上およびロ
ボット開発の省力化を図る環境情報構造化プラットフォームの
実現例を示した．また，環境側とロボットが相互に情報をやり
取りするための情報管理機構を，設計・実装すると共に，ロボッ

ト作業シナリオの下で運用して，その機能を確認した．情報管
理機構を通して環境から情報を取得することで，ロボットは搭
載センサだけでは実行困難なタスクも実行可能となることを確
認できた．

今後の課題は，APIの追加による TMSの機能拡張と，TMS

の応答性の向上，および，ロボットと環境間で送受信される情
報の秘匿性の向上が挙げられる．
謝 辞 システム開発にご協力いただいた九州日本電気ソフ

トウェア株式会社の黒瀬光彦氏，殷中翔氏の両氏に感謝の意を
表します．また，本研究は，文部科学省の平成 17年度科学技術
振興調整費による「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推
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