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これまでの主な研究 

• 所内事情通ロボット(1996-2001) 
– オフィス内の情報サービス 

• 訪問者受付、案内、紹介、配達、連絡、人探し、メンバスケジュー
ル管理、ミーティングアレンジ等 

– いろいろなオフィス環境で、自律的に情報収集・学習し、事
情通になってゆく 

– 独自仕様のモジュール化システム 

 

• ヒューマノイド型知能ブースタープラットフォー
ム開発(2003-2005) 
– HRP-2に、知能情報処理研究、高度ヒューマンイン
ターフェース技術開発、人間の知的活動支援等のため
に必要なセンシング機能を追加・統合 
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生活活動支援デモ 
TV 

冷蔵庫 

ヒューマノイド型知能ブースタープラットフォーム開発 

○生活雑音の中でも音声で対話 

 

   

   

  ・依頼者横のテーブルにジュースを置く 

 

   

  ・冷蔵庫の中からジュースを取り出す 

  

○依頼された物を搬送 

   

 

 

 

  ・移動経路上の椅子を片付け 

 



音声インターフェース部の概要 



各ロボットのモジュールの特徴 

• 事情通ロボット 
– 固定ポートのSocket通信と共有メモリのハイブリッド 

– S式ベースのメッセージング 

– イベント駆動型メッセージング 

 

 

• 知能ブースタープラットフォーム（HRP-2) 
– 音響処理は、マルチキャスト通信（RMTP) 

– コマンド部は、事情通ロボットと同様のモジュール、通信方式
を利用（Raw Socket+S式） 

 

新規モジュールの追加、統合には、インテグレータがす
べて実施。管理、統合は、インテグレータに依存 

モジュール開発は、個別に実施。統合はインテグレータが実施。 

ロボット間の協調は、必要最低限のメッセージングへ落とし込み。 



RTMとRTC 
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ロジックを箱（フレームワーク）に入れたもの＝RTコンポーネント（RTC） 
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RTCの実行環境（OSのようなもの）＝RTミドルウエア（RTM） 
※RTCはネットワーク上に分散可能 

・デバイス制御 

・制御アルゴリズム 

・アプリケーション 

etc… 

 



OpenRTM-aistの開発環境 

• OpenRTP -  Eclipseを用いた統合開発環境 

– RTCビルダ （コンポーネントのひな形作成） 

– RTSエディタ （コンポーネントの操作、接続作成） 

 

• CUIの開発環境 

– rtc-template （コンポーネントのひな形作成） 

– rtshell （コンポーネントの操作、接続作成） 

 

• シミュレータ 

– OpenHRP3 (Eclipseベースの動力学シミュレータ） 

– Choreonoid （動作作成、動力学シミュレーション） 

 



RTミドルウェアの有用点と問題点 

• コンポーネントフレームワークが規定されている 

– コンポーネントの内部構造が統一され、デバッグポイントの検
出が比較的容易 

– コンポーネントの振舞が統一されている 

– 送受信するデータ構造が明確 

• RTC,RTSの開発環境が整備されている 

– Eclipseによる統合開発環境 

– Web上に集積されたRTC群 

 

【有用点】 

【問題点】 

• ターゲットプラットフォームがない 

– RTCを集積すべきハードウェアが未定 

– モジュール作成規範が不定 



RTMの問題点への対応 

• RTMを用いた持続的なシステム開発には、、、 

–再利用可能なコンポーネントのバリエーションを
増やす 

 

– コンポーネントを再利用したロボットシステムの例
を増やす 

 

– ソフトウェアのメンテナンス体制の構築 

• 商業化？ 

• コンソーシアムの設立 

• Web,クラウドシステムを利用したサポートコストの軽減 

 



RTMにおける開発環境のクラウド化 

• RTCビルダ on the Web  

– ＯｐｅｎＲＴＭ-ａｉｓｔのRTコンポーネント標準開発ツールであ
るRTCビルダをPHPを用いたASP化 

– 開発ソースコードの管理とリモートコンパイルをサポート 

• RTSエディタ on the Web 

– HTML5を用いたインタラクティブな操作 

– Eclipse版と同様の操作性を共存 

OpenRTM-aistのサポートコストの軽減とユーザの利便性
の向上のために開発環境をクラウドサービス化。 



ＲＴＣビルダ on the Web の概要 
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対話ＵＩでＲＴＣを開発する 

• ＲＴＣビルダとほぼ同じステップで実行 

–基本情報の入力 

–アクティビティの設定 

–データポートの設定 

– コンフィグレーションの設定 

–実行環境の選択＆ひな形作成 

– イベントごとのソースコードの実装 

• ダウンロード 

– コンパイルの実行 

–実行オブジェクトのダウンロード 



基本情報の入力 



アクティビティの設定 



データポートの設定 



データポートの設定 



コンフィグレーションの設定 



実行環境の設定とひな形生成 



コアロジックの実装 



コアロジックの実装 



実行オブジェクトの生成 



既存のＲＴＣプロファイルの利用 

• 既存のＲＴＣプロファイルを利用して開発 

– ＲＴＣプロファイルのアップロード 

–実行環境の選択＆ひな形作成 

– イベントごとのソースコードの実装 

• ダウンロード 

– コンパイルの実行 

–実行オブジェクトのダウンロード 



RTSエディタ on the Ｗｅｂの基本仕様 

• 要求 

–利用者は、Webブラウザ（FireFox, Chrome,IEのサ
ポートを行う）のみを想定 

– RTSエディタと同等のユーザビリティの実現 

–既存のＲＴSプロファイルの再利用 

• 実装 

– Webサーバ ＋ CGIスクリプト（Python) 

–オンラインエディタのみを実装 

– HTML5 (SVG+Javascript)によるGUI 

– タブレット端末でも利用可能なUIの工夫 



ＲＴSエディタ on the Web の概要 
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• WebサーバーとRTC,NSがIP Reachableであれば操作可能 

• RTSoWは、PythonスクリプトによるCGIであり、簡易Shellとして
も利用可能 



ＲＴSエディタ on the Web の概要 
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Online DiagramでＲＴSを作成 

• RTSエディタとほぼ同じステップで実行 

– NSへアクセスしRTCの一覧を取得 

– Drag＆DropでRTCをDiagramに表示 

– GUI操作によるコネクションの生成 

• マウスによる操作 

• 既存のRTSプロファイルの読込 

• ２つのRTCを選択し、コネクションマネージャによる操作 

– RTCのアクティブ化、動作のテスト 

– RTSプロファイルへシステム構成を保存 

RTSプロファイルは、サーバ上に保存時、再利用、
共有可能 



コネクションマネージャー 
• RTSoWの独自機能 

– タブレット等の制限された端末用に、タッチのみでコネクショ
ン生成を実現させるためのUI 

– SVG形式のシステムの保存 



SUIT 

• Simple User Interface for Test (SUIT) 

–簡単にテスト用GUI作成RTC 

– XMLによりフレームとボタンを定義 

– SEATと類似した構造 

 



SUIT 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<suiml> 

  <general name="guicommand"> 

    <agent name="command" type="rtcout" datatype="TimedString" /> 

    <agent name="intdate" type="rtcout" datatype="TimedLong" /> 

  </general> 

 

  <state name="isobot_mode"> 

    <label text="Mode:" /> 

 

    <button label="PPT Mode" bg_color="#ff0000" color="#ffffff"> 

      <command host="command">ppt</command> 

      <statetransition>ppt_mode</statetransition> 

    </button> 

 

   … 

 
  </state> 

</suiml> 



まとめ 

• モジュール型ソフトウェア開発について 

 

• OpenRT-aistの開発環境のクラウドサービス化 

– RTCビルダをサーバーサイドアプリケーション化 

• リモートコンパイルのサポート 

 

– RTシステムエディタをHTML5＋CGIスクリプトで実装 

 

– ゼロインストールOpenRTM-aist開発環境の実現 

 

– 詳細情報は、 

http://hara.jpn.com/_default/ja/Software/RTSEoW.html （RTSエディタ） 

http://hara.jpn.com/_default/ja/Software/RTCBoW.html （RTCビルダ） 

 

http://hara.jpn.com/_default/ja/Software/RTSEoW.html
http://hara.jpn.com/_default/ja/Software/RTCBoW.html


今後の展開 

• RTCBoWとRTSEoWの連携強化を行い、シームレ
スな開発環境の実現 

• RTCの検証のためにリモートテスト環境の構築 
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