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ネットワークサービスプラットフォームは、 
ロボットサービス 
ユビキタスサービス 
インターネットサービス 
の３つを融合し、様々なデバイスへのサービスを
実現するオープンなプラットフォームです。 
 
*本研究は、㈱富士通研究所との共同研究として進められています。 

NSPのアーキテクチャの特徴 
RSNPを用いて様々なデバイスと接続可能 
データ加工等の機能をマイクロサービスで提供 
アプリケーション等をモジュールとして提供 
インターネット上の様々なリソースを利用可能 
このようなアーキテクチャを用い、実世界データ
利用サービスの効率的な開発環境を提供します。 
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4.RSNPの利用 

3.NSPのアーキテクチャ 2.三つのサービス基盤の融合 

1.研究の概要 

RSNPの主な特徴 
RSNPの下位通信プロトコルとしてSOAPにバインド 
疑似Push機能を用いFirewall越し通信を実現 
画像や情報などの連続転送や遠隔操作など、ロボット
らしいサービスの提供 

 
基本プロファイル 
カメラ、音声入力などのマルチメディア機能、前後回転動作など単純かつ
パターン化されたロボットの動作、情報取得、タスク処理 
応用プロファイル 
情報サービス、天気サービス、防災情報サービス、見守りサービス 
 
*RSNPはRSi（ロボットサービスイニシアティブ http://www.robotservices.org/） 
により策定された、ロボットサービス向けのプロトコル仕様です。 

5.まとめ 
サービス構築を通し、NSPのフレームワーク上
で実世界データ利用サービスが実現可能である
ことを実装検証しました 
 
多くのモジュールが共通化され、NSP上で効率
的にサービス構築が可能であることを検証しま
した 
 

共通利用したモジュール 
 
 
 
 
 

 
 ディジタル旅日記の構築では、RSNPが携帯電話にも適用可能で
あることを検証しました 

 家庭用セキュリティサービスロボットのサーバ側機能は、 
システムに変更を加えることなくRSNPクライアントを搭載した
高機能ロボットでも利用可能です 

 この２つのサービス例を構築したことにより、今後他の 
プラットフォームとの比較検証が可能となりました 

本研究は、ロボットや携帯電話、センサーなど様々なデバイスを接続し、実世界データを利用した
サービスを提供するオープンなサービス基盤であるネットワークサービスプラットフォーム（NSP）
の構築を目的としています 
これまでの様々なサービス基盤では実現されていなかった、ロボットを含めたサービス基盤提供のた
めにロボットサービス向けの標準インターフェースであるRSNP（Robot Service Network Service 
Protocol）をデバイスとの接続プロトコルとして利用しています 

RSNPクライアント 画像送信機能 
サービスプラットフォームモジュール 画像蓄積,認証機能 
データ蓄積モジュール 完全共通 
アプリケーションサービスモジュール 画像検索(一部),表示機能 



基本機能 
Android端末を利用 
移動した軌跡を自動でアップロード 
端末で撮影した画像を軌跡データとともに
アップロード 
データアップロード後に現在地周辺の公共施
設情報を受信 
Webサイトから軌跡と画像を閲覧 

NSPの実装検証を目的として、モバイル端末とインターネットの連動
サービスを設計・実装しました 
各コンポーネントはNSPの概念に基づき、再利用性を考慮した設計を行
いました 
本サービスはGPS機能内蔵Android端末から旅の軌跡を自動記録し、

Webから閲覧するWebサービスです 

① サービスプラットフォームモジュールに画像とGPSデータを送信 
② RDBを検索し、ユーザー認証を実行 
③ ファイルストアに画像を格納 
④ RDBに画像のメタ情報と GPS データを格納 
⑤ Android端末に公共施設情報を送信 
⑥ ブラウザからアプリケーションサービスモジュールにアクセス 
⑦ Google Maps APIを利用したWeb画面をユーザーに提供 
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旅の軌跡を残したい時に
アプリケーションを起動 

認証・データ送付 
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RSNPサーバ 
RSNPクライアント ブラウザ 

GPSデータ
取得開始 

写真撮影 

計3回の実環境でのテストを実施 
2010年  9月23日 名古屋市 
2010年10月27日 日南市 
2010年11月21日 ワシントンD.C. 

軌跡データ閲覧 

クライアントアプリケーションの操作 

ブラウザからの操作 
①検索条件を入力し、検索を行うと記録したGPS 
ログを取得する 

②取得したログから表示するポイントを選択し、反
映ボタンを押下するとマップに軌跡が表示される 

① 

② 

今後の課題 
GPSセンサによる激しいバッテリー消費 
GPSセンサが測位できない場所でのエラー 
ハンドリングが適切でない 
Google Maps APIの制約により軌跡表示と 
ジオコーディングの件数に上限がある 

開発の概要 

サービスの流れ 操作イメージ 

システム構成 
実環境での利用テスト 



開発の概要 

顔の検出 

顔検出を 
メールで通知 

Internet 

記録画像検索フォーム 

画像の選択 

選択された画像の表示 

ロボット操作 
•前後進25cm 
•左右45°/90° 

超音波センサが物体を認識すると、画像に対し顔検出を行い、
顔が検出された場合にメールが送信されます。 

蓄積画像の 
検索と表示 

システム構成 

① 起動時にプラットフォームモジュールとセッションを確立 
② 認証機能を使って RDB を検索し、ユーザー認証を実行 
③ Android 端末は連続的に画像と動体検知情報を送信 
④ データ蓄積モジュールのファイルストアに画像を格納 
⑤ データ蓄積モジュールの RDB に画像のメタ情報を格納 
⑥ 動体検知があった場合、画像を使って顔検出機能を実行 
⑦ 顔検出があった場合、ユーザーにメールを送信 
⑧ ユーザーはブラウザからアプリケーションモジュールにアクセス 
⑨ ロボット操作があった場合、アプリケーションジュールは 
プラットフォームモジュールを経由してロボットを操作 

利用機材等 
ロボット部： LEGO MINDSTORMS 
PC部:     Windows PC（工人舎） 
顔認識:     OpenCV 

サービスの流れ 

NSPのフレームワーク上で、ロボットとインターネットの連動サービス
を設計構築し、サービス基盤の実装検証を行いました。 
開発に際しては、ディジタル旅日記にて開発した様々なモジュールを再
利用し、開発の効率性の向上、プラットフォームのアーキテクチャに
従った構築を行いました 
NSPプラットフォーム上でのロボットとインターネット連動サービスの
最初のプロトタイプとしての実装検証を行いました 

基本機能 
ロボット操作 
ロボットからストアへの画像連続蓄積 
超音波センサによる動体認識 
顔認識機能によるメール通知 
蓄積画像の検索参照 

インターネット 
サービス 

ユビキタス 
コンピューティング 

ロボットサービス 

ロボットからの画像は連続的にサーバへと送信され蓄積され、 
ブラウザからこれらの画像を検索し表示する事が可能です。 

超音波センサによる 
顔認識とメール送信 

ブラウザからの操作によりロボットを遠隔操作する事が
可能です。操作終了後に右側の静止画像が更新されます。 

左回転 右回転 

直進 

NSP向けデータストアの検討 

効率的なデータ収集と蓄積を実現する、 
NSP向けデータストアを検討・設計しました。 
 
NSP向けデータストアの構成要素 
データファーム:  大量データの永続化と一貫性のあるデータ保存 
ストアアプリケーション：  透過的なデータファームアクセスを実現 
RSNPインタフェース：  様々なデバイスからのデータストアアクセスに対応 
RESTインターフェース： インターネットサービス等のアクセスに対応 

画像撮影 人感センサ 

データストア 
メール通知 

顔検出 

ログ検索 

ロボットの制御 
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センサ 
検知 

  センサの流れ：  データの流れ：  ブラウザ操作の流
れ 

ブラウザからの操作 
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