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RTミドルウエアとは？	

•  ロボットシステム構築を効率化するためのソフトウエ
ア開発基盤 

•  OMGで国際標準化されたコンポーネントフレーム
ワークを提供（OpenRTM-aistは実装の名前） 

•  OSや言語、集中系・分散系に柔軟に対応 

RT 
コンポーネント	
フレームワーク	

ロジック	 RTC RTC 

RTM 

RTC・アプリ	

OS 

ミドルウエア（CORBA）	



RTコンポーネント化のメリット	
•  再利用性の向上	

–  同じコンポーネントをいろいろなシステムに使いまわせる	

•  選択肢の多様化	
–  同じ機能を持つ複数のコンポーネントを試すことができる	

•  柔軟性の向上	
–  コンポーネント構成をかえるだけで様々なシステムを構築でき

る	

•  信頼性の向上	
–  コンポーネント単位でテスト可能なため信頼性が向上する	

•  堅牢性の向上	
–  システムがコンポーネントで分割されているので、一つの問題

が全体に波及しにくい	



国際標準化の意義	

•  ソフトウェアモデルの共
有（開発者間の共通言
語） 

•  インタフェース標準のた
め、製品標準化による
差別化困難というデメ
リットが起こりにくい 

•  実装の多様性（ex. サ
ポート無しのフリー版と
サポート有りの有償版） 
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普及に向けた取り組み	

•  各種プロジェクト 
–  RTMの開発、RTCの開発、RTM対応ハードウェア、各種アプリケーション開

発の試行 
•  講習会 

–  ROBOMEC(2007～), 産総研、大学、国際ロボット展等で不定期開催 
•  サマーキャンプ(2011～) 
•  RTミドルウェアコンテスト(2007～) 
•  セミナー 

–  NEDO特別講座 
•  オーガナイズドセッション 

–  RSJ, ROBOMEC, SI 
•  イベント展示 

–  国際ロボット展、産総研オープンラボ 
•  委員会 

–  RTM普及委員会、RTM国際標準調査専門委員会	



2008	 2009	 2010	2005	 2006	 2007	2002	 2003	 2004	 2011	

RTミドルウエアプロジェクト	

RTM0.1 
リリース	

OpenRTM-aist 
0.2.0リリース	

OpenRTM-aist 
0.4.0リリース	

OMG RTC  
spec. approved	

FY	

OMG RTC 
spec. draft	

OMG RTC 標準
仕様リリース	

OpenRTM-aist 
1.0リリース	

ロボット大賞 2007 

RT-Middleware関連プロジェクト	

科振費 分散コンポーネントシミュレータ	

NEDO 次世代ロボット共通基盤開発	

産総研イニシアチブ UCROA	

科研費 若手（B)	

工業標準部　標準基盤研究	

NEDO 戦略的先端ロボット要素技術開発	

科振費 環境と作業構造のユニバーサルデザイン	

経済産業省・NEDO次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト	



RTミドルウエアPJ（FY2002.12-FY2004）	

•  名称：NEDO 21世紀ロボッ
トチャレンジプログラム 
–  「ロボット機能発現のために

必要な要素技術開発」 
•  目的： 

–  RT要素の部品化（モジュー
ル化）の研究開発	

–  分散オブジェクト指向開発	
–  RT要素の分類・モジュール

化に必要な機能・インタ
フェース仕様の明確化 

•  予算規模： 
–  65百万円 
–  全体267.3百万円	



NEDO基盤PJ（FY2003-FY2007）	

•  名称：「運動制御デバイスおよび
モジュールの開発」 

•  目的： 
–  運動制御デバイスの開発 
–  デバイスに搭載するRTCの開発 
–  その他モーションコントロールに

資するRTM/RTCの開発 
•  予算規模： 

–  15百万円/年 
–  371百万円、全体1,259百万円	

JavaVM

Eclipse	  Paltform

Java開発環境
プラグイン

C++開発環境
プラグイン

RtcLink
プラグイン

その他の

ロボット開発
ツール
プラグイン

追加・拡張

ツールのEclipseプラグイン化	

dsPIC版RTC-Liteの開発	
RTC-CANの開発	



NEDOオープンイノベーションプロジェクト	

RTミドルウエアを基盤として、多数の 
福祉機器同士を連携	



NEDO知能化PJ（FY2007-FY2012）	

•  名称：「次世代ロボット知能
化技術開発プロジェクト」 

•  目的	
–  ソフトウエアプラットフォーム

の開発 
–  作業知能、移動知能、コミュ

ニケーション知能に関するモ
ジュールの開発 

•  予算： 
–  400百万円 
–  全体7,000百万円	

•  研究グループ	
–  15グループ	



2013年講習会開催実績	

•  東京工業大学・機械科学科講義「ロボット技術」	
•  iREX2013 (国際ロボット展) RTM講習会	
•  RTミドルウエアサマーキャンプ2013	
•  RTミドルウェア強化月間(第1弾)：中央大学・RTミドルウェア講習会

(2013年7月10日)	
•  RTミドルウェア強化月間(第2弾)：大阪大学・RTミドルウェア講習会

(2013年7月11日)	
•  RTミドルウェア強化月間(第3弾)：名城大学・RTミドルウェア講習会

(2013年7月19日)	
•  RTミドルウェア強化月間(第4弾)：早稲田大学・RTミドルウェア講習会

(2013年7月24日)	
•  ROBOMEC2013 RTミドルウエア講習会(2012年5月22日)	
•  産総研・RTミドルウエア講習会（2013年3月29日）	
•  芝浦工大スプリングキャンプ(2013年3月26日～28日)	
•  大阪大学・JSTプロジェクトRTM講習会(2013年1月21日・22日)	



サマーキャンプ	

•  毎年夏に1週間開催 
•  2013年7月29日～8月2日 
•  募集人数：10名 
•  場所：産総研つくばセンター 
•  座学と実習を1週間行い、最

後にそれぞれが成果を発表 
•  産総研内のさくら館に宿泊し

ながら夜通し？コーディング
を行う！ 
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RTミドルウエアコンテスト	

•  SICE SI （計測自動制御学会 システムインテグレーション

部門講演会 ）のセッションとして開催 
–  エントリー〆切：9月ごろ 
–  ソフトウエア登録：10月ごろ 
–  講演原稿〆切：10月ごろ 
–  発表・授賞式：12月ごろ 

•  2012年度実績 
–  応募数：17件 
–  計測自動制御学会学会RTミドルウエア賞 

（副賞10万円） 
–  奨励賞（賞品協賛）：3件 
–  奨励賞（団体協賛）：10件 
–  奨励賞（個人協賛）：5件 

•  詳細はWebページ： openrtm.org 
–  コミュニティー→イベント をご覧ください 
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RTM・RTCセミナー（敬称略）	

① 5/28：産総研安藤、名城大大原、セック中本 
② 7/2：芝浦工大水川、デンソーウェーブ犬飼、

ミサワホーム飯島、三菱電機野田 
③ 9/3：高エネ研千代、ATR亀井、東大岡田、

産技大成田 
④ 11/12：産総研原、静岡大清水 
⑤ 1/7：JASA中村、チェンジビジョン岩永、産総

研金広	



RTM普及委員会	

1.  概要 
NEDO特別講座幹事会メンバを中心に、RTM・RTCセミ
ナー講師他関係者を交えて、今後の普及方策を検討 

2.  委員（敬称略） 
安藤慶昭（産総研）、犬飼利宏（デンソーウェーブ）、岡田慧
（東大）、金広文男（NEDO・産総研）、亀井剛次（ATR）、琴
坂信哉（埼大）、佐藤知正（東大）、清水昌幸（静大）、菅佑
樹（SUGAR SWEET ROBOTICS)、平井成興（千葉工大）、
真野敦史（NEDO）、水川真（芝浦工大） 
※産総研メンバーとして、比留川博久氏、原功氏も適宜同
席。	

3.  開催実績（計７回） 
2013.7.3, 2013.9.2, 2013.9.3, 2013.10.1, 2013.10.29, 
2013.11.12, 2013.12.3	
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RTM普及状況	



大学・研究機関	

•  産業技術総合研究所知能システ
ム研究部門 

•  高エネルギー加速器研究機構 
•  東大　佐藤先生、稲葉先生、岡田

先生 
•  芝浦工大　松日楽先生、水川先

生、佐々木先生 
•  千葉工大　平井先生、林原先生 
•  埼玉大　琴坂先生 
•  名城大　大原先生 
•  玉川大　岡田先生 
•  中大　國井先生、新妻先生 
•  静岡大　清水先生 
•  京大　松野先生 

•  電通大　末廣先生 
•  早稲田大学 尾形先生	

•  明治大学 森岡先生	

•  立命館大学 李先生、安積先生	

•  東京理科大学 溝口先生	

•  筑波大学 相山先生	

•  北海道大学 近野先生	

•  首都大学東京 山口先生、和田先
生	

•  九州工業大学 大橋先生	

•  奈良先端 小笠原先生	



企業	

•  Sugar Sweet Robotics 
•  MIDアカデミックプロモー

ションズ 
•  セック 
•  グローバルアシスト 
•  東京オープンソースロボ

ティクス協会 
•  とめ研究所 
•  有限会社ウィン電子工業	

•  ライフロボティクス	

•  未来技術研究所	

•  JS-ROBOTICS	

•  アドイン研究所	

•  キャッツ	

•  アイ・テー・シー株式会社	

•  株式会社ゴビ 
•  数理システム	



応用例（研究用プラットフォーム）	

HRP-4（川田工業）	 HIRO(川田工業）	

ビュートローバーRTC/RTC-BT(VSTONE)	 OROCHI（アールティ）	

HRP-2（川田工業）	



応用例（実応用その他）	

災害対応ロボット操縦シミュレータ： 
NEDO/千葉工大	

S-ONE：SCHAFT	
DAQ-Middleware: KEK/J-PARC 
KEK: High Energy Accelerator Research Organization 
J-PARC: Japan Proton Accelerator Research Complex	TAIZOU: GRX	

新日本電工他: 小型ベクレルカウンタ	

新日本電工他: Mobile SEM	

HRP-4C: AIST	

RAPUDA：Life Robotics	



RTM・RTCセミナーでのアンケート	

第1回、第2回セミナーで実施、回答数74, 内RTMの利用者15 % 
	

職業種別 RTM利用者のOSの種類	 RTM利用者の言語の種類	
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国際ロボット展でのアンケート1/2	

17 
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7 良く知ってい
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ROS 
RTM 
ORiN 
YARP 
利用無	

RTMの認知度	 ミドルウェアの活用状況	

国際ロボット展2013に出展した30機関（産ロボ系企業
14, 大学9他）を対象にアンケートを実施	



国際ロボット展でのアンケート2/2	

•  サービスロボットはより複雑なセンシング、画像処理、制御系
を有しているので、ロボット用ミドルウェアの必要性が挙がっ
た。 

•  産業用ロボットの製造大手メーカは、差別化と信頼性確保の
ため自社開発のプラットフォームにこだわりを持っている。 

•  企業は、大学などの共同研究先が使っているプラットフォー
ムを利用していることが多い。 

•  大学の研究室において、ミドルウェアが広く導入されている
わけではなかった。 ロボット用のミドルウェアの選定基準とし
て、機能的要件より世界標準かどうかを挙げる大学・企業が
複数あった。ROSはサポート体制がWillow Garageから
OSRFに移ったので動向を見極めている。	



企業ユーザからの意見	

•  事例が少なく、どう役に立つかイメージできない	

•  バージョンアップ、バグ修正、サポート体制が不十分	

•  品質保証がなく、モジュールの信頼性が不明	

•  既存のモジュールを使って特許侵害にならないか心配	

•  利用するにあたって専門知識が必要な一方ドキュメントが不
足	

•  既存のモジュールを組み合わせた時にライセンス上の問題
がないか不安	

•  オープンソースソフトウェアの利用に対する抵抗感が強い	

•  基盤ソフトウェアの必要性は認めるが、これまで蓄積してき
た資産があり、方向転換は困難	

※「RTMの普及（商用化）に向けたニーズ調査」等から抜粋	



ROS(Robot Operating System)	
•  2007年設立のロボットベンチャーWillow 

Garageが開発を開始、後にOSRFが開発
の主体に 

•  PR2を11台を無償で大学などに配布（PR2 
Beta Program） 

•  外部のオープンソースライブラリを取り込み
ライブラリ群として整備(Gazebo、MoveIt!, 
OpenCV,　PCL) 

•  SwRIを中心に産業応用向けにソフトウェア
を整備する団体、ROS-Industrialを設立 
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ユーザ数に差がついた要因	

1.  プロモーションの仕方やカルチャーの差 
–  Willow Garageの学会などでの大々的な宣伝、英語での

情報発信 
–  ネーミング 
–  Linux/Unix文化、オープンソース文化の浸透度 
–  ハードウエア(PR2, Turtlebot) の同時提供 

2.  技術的な差 
–  ナビゲーション用モジュールをWG主導で開発しいち早く

リリースした 
–  Linux/Unixに絞ったツール・開発方法の提供 
–  プログラミングモデルの差 



現状認識まとめ	

•  研究・教育分野を中心に一定のユーザを確
保 

•  商品への応用は研究用途向けが中心 
•  ROSは研究分野においてユーザ数を伸ばし

ているが、実応用の段階に至っていない点で
は同じ 

•  サポート体制、知財、ライセンス、ドキュメント、
事例等の不足が実応用の障害となっている	
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そもそもミドルウェアって必要？	

•  ソフトウェアの大規模化 
– ネットワーク化、デジタル化 
– 自動車、家電、携帯等 
–  1980年代に比べて家電のソフトウェア規模は1000倍 
– ハイブリッド車では電子部品が50% 

•  ニーズの多様化による変種変量生産 
–  3Dプリンタによる部品の生産 

•  他分野での取り組み 
– 自動車分野：AUTOSAR(2003～) 
– 携帯分野：iOS(2007～), Android(2008～)	



これからのキーワードは 
「ラピッドプロトタイピング」	

•  教育・研究の本質に集中 
•  多品種・少ロット・短納期生産に対応する生

産設備 
•  個人ニーズに応じたサービス機器 
•  現場の状況に応じた災害対応 



教育分野	

•  ニーズ 
–  OOP、分散オブジェクトシステム、モデルベース開発の教

材が必要 
–  卒業生の資産を継承する仕組みが必要 

•  RTMの活用の利点 
–  最低限の情報（コンポーネント仕様）で資産の継承が可能 
–  OOP、分散オブジェクトシステム、モデルベース開発の実

例を提供 
•  ボトルネック 

–  ドキュメント、事例の不足 
–  サポート体制	



産ロボ分野	

•  ニーズ 
– 多品種少量生産に対応するため、生産システムの短

期間での構築が必要 
– 人と共存できる産ロボを実現するには安全性が重要 
– 不確実性に対応するための知能化機能が必要 

•  RTMの活用の利点 
– コンポーネントの組み合わせによるカスタマイズ性 
– 機能安全のプラットフォーム（RTMSafety）の提供 

•  ボトルネック 
– 既存の開発手順・資産の再構築	



サービスロボット分野	

•  ニーズ 
– 対人サービスを提供するためには様々な知能処理

が必要 
– 個人のニーズに応じたサービスを提供するためには

高いカスタマイズ性が必要 
•  RTM活用の利点 

– コンポーネントの組み合わせによるカスタマイズ性 
– 機能安全のプラットフォーム（RTMSafety）の提供 
– 分散システムを容易に構築できる 

•  ボトルネック 
– サービスロボット産業の立ち上げ	



災害対応・インフラ点検分野	

•  ニーズ 
– 現場ニーズに応じたシステムを迅速に構築・投入 

•  RTM活用の利点 
– コンポーネントの組み合わせによるカスタマイズ性 
– 分散システムを容易に構築できる 

•  ボトルネック 
– ハード、ソフト両面で機能モジュールのインタフェース

標準化が必要 
– 災害対応ロボット産業の維持方法	



普及シナリオ	

1.  基盤ソフトウェア利用に対する意識の醸成とソフト
ウェア資産の充実フェーズ 
–  オープンソース版と研究者が主導	

–  意識の高まりに伴ってユーザ数が増加し、資産の充実、
機能の高度化、信頼性の向上が促進	

2.  商品への導入フェーズ 
–  商用版と企業技術者が主導	

–  オープンソース版をパッケージ化してサポートを提供す
る企業、サポートに対価を払ってでも自社商品にRTミド
ルウェアを利用したい企業、特定用途に特化したRTミド
ルウェアの実装を商品化しサポートを提供する企業も現
れ、商品への本格的な導入が始まる。	



現状	

ユーザの不足により成功

事例が生み出される土

壌がない	

ユーザが不足しており、改良・作り

込みの方向性が見えない	

成功事例の	
創出	

ユーザ 
裾野拡大	

RTM・RTC 
および 

サポート拡充	

成功事例が無く、ユーザにとって

利用インセンティブ低い	

用途やメリットがイメージし難い	

RTM・RTCおよびその

サポートが不十分	

成功事例が無く、ベンダにとっ

て開発インセンティブ低い	

「RTMの普及（商用化）に向けたニーズ調査」より	



あるべき姿	

ユーザの裾野拡大により

成功事例も増加	

ユーザからのフィードバックに基づ

く改良・作り込みの方向性明確化	

成功事例の	
創出	

ユーザ	
裾野拡大	

RTM・RTC 
および 

サポート拡充	

成功事例を呼び水に、ユーザ

の裾野が拡大	

用途やメリットの明示	

RTM/RTCおよびサポート

の充実により成功事例の

創出を促進	

成功事例を呼び水に、ベンダ

の裾野が拡大	

「RTMの普及（商用化）に向けたニーズ調査」より	



（一応の）まとめ	

•  当面は研究・教育分野を中心にユーザを拡大し
つつ、使えるRTCのラインナップを拡充、いわゆ
るロボット分野以外のユーザの取り込みも検討 
– RTM教材の開発を通じた教育コミュニティの形成 

•  平行して企業（RTMの利点が生きる中小を中心
に）ユーザに働きかけ、企業と共に商品の研究
開発を行い、成功事例を生み出す試みを行なう 
– ロボット介護機器開発・導入促進事業	



RTM関連仕様提案プロセス	

•  RTM関連のデータ型、サービス仕様等に関
する提案を標準に取り込むための手順 
1.  ML（openrtm-users）に提案を投稿、議論 
2.  RTM国際標準調査専門委員会で審議 

•  提案プロセスの詳細、初回の委員会での審
議の模様はOpenRTM-aistのHPに掲載中 

•  どなたでも標準化に参加できますので是非参
加を！ 



FAQ	

•  OpenRTM-aistを使ったら産総研にお金を払わないとい
けない？ 
–  OpenRTM-aistをそのまま使う分には無償 
–  OpenRTM-aistを改変した場合は、ソースの開示か産総研との

契約を選択 
–  開発したRTCのライセンスは自由に設定可。有償販売も問題

なし 
–  既存のRTCを使用する場合はライセンスの確認が必要 

•  サポートや品質保証は？ 
–  OpenRTM-aistに関してはボランティアベース。 
–  必要ならOpenRTM.NETやRTMSafetyの使用を検討してくだ

さい	


