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• 自己紹介

• ロボット屋がミドルウエアを使う経緯

• 海外の動向

• 海外でのロボット用基盤ソフトウエアの現状

• RTM応用事例集

• NEDOプロジェクト等でのRTMの利用

• 普及活動

• RTミドルウエアサマーキャンプなど

• 今後の展望
213年9月9日月曜日



• 2012〜～  株式会社SUGAR  SWEET  ROBOTICS
代表取締役

• 2010〜～2012  株式会社リバスト

• 2007〜～2010  早稲⽥田⼤大学総合機械⼯工学科助⼿手

菅 　佑樹 　(Yuki  Suga)

http://ysuga.net
http://sugarsweetrobotics.com

⾃自⼰己紹介

313年9月9日月曜日

http://sugarsweetrobotics.com
http://sugarsweetrobotics.com


林林業機械⽀支援システム

学習適応する
コミュニケーション

ロボット

• 2007〜～2010  早稲⽥田⼤大学総合機械⼯工学科助⼿手
http://www.sugano.mech.waseda.ac.jp

正面ステレオ
カメラ

走行台車下方カメラ

収穫マニピュレータ

⾞車車いす搭載型
ロボットアーム

いちご収穫ロボット

岐阜県・早稲田大学WABOT-HOUSE研究所による

前川製作所との共同研究
413年9月9日月曜日

http://www.sugano.mech.waseda.ac.jp
http://www.sugano.mech.waseda.ac.jp


•ロボット自体は要素技術の組み合わせ

•研究開発分野での要求

•機体の拡張

•外部計算機からの制御・データの集積

•マルチプラットフォーム

•シミュレータ

ハードウエアおよびソフトウエア・
プラットフォーム層の抽象化

513年9月9日月曜日



• 2010〜～2012  株式会社リバスト

•

アメリカMobile  Robot社
移動台⾞車車  Pioneerシリーズ

スイス  Neuronics社
Katana  ロボットアーム

カナダ  Inuktun社
探索索ロボット

フランス  Aldebaran  Robotics社
NAO

http://revast.co.jp

613年9月9日月曜日

http://www.sugano.mech.waseda.ac.jp
http://www.sugano.mech.waseda.ac.jp


会社のロボットをRTC化してみた

713年9月9日月曜日



ハードウエアの接続

813年9月9日月曜日



RTミドルウエア上では，すべて等
価なモジュールとして⾒見見える

• 2010〜～2012  株式会社リバスト

•

http://revast.co.jp

913年9月9日月曜日



1013年9月9日月曜日



海外でのロボット用
基盤ソフトウエア

1113年9月9日月曜日



• Microsoft Robotics Developer Studio
• Kinectでのモデリング

• 動力学シミュレータ．

• YARP
• 赤ちゃんロボットiCub．人工知能研究分野

• OROCOS
• コンポーネントモデル

• ロボット知能化のためのライブラリ

• OpROS
• コンポーネントモデル

• ORiN
• DENSOの産業用ロボット

• ROS
1213年9月9日月曜日



ROS

1313年9月9日月曜日



ROS & WillowGarage
• WillowGarage (Menlo Park, CA)

– 2006年 創立
当初は家庭用ロボット，ロボット車，ロボットヨットを目的

   Founder : S. Hassan : eGroups創業者。Google開発者
   CEO : S. Cousins　： IBM,Xerox研究マネージャ

– Milestone 1 2008/12/12 　3.14km のナビゲーション
– Milestone 2 2009/6/3 　ドアと電源プラグを指して移動 
– Milestone 3 2010/1/22 　ROS1.0
– Milestone 4 2010/6/29 　PR2 Beta Program 開始

• ROS (Robot Operating System) 
　　＝　plumbing + tools + capabilities + ecosystem 

– 2007年 Switchyard Stanford AI研 
             M.Quigleyが開発を開始

– 2008年 WillowGarage社がサポート開始
　　　　　B. Gerkey（Stage/Player）が参画

– 2012年　米国DARPAや欧州プロで採用

2008 K. Wyrobek, E. 
Berger, H.F.M. Van der 
Loos, K. Salisbury

ROS利用機関の分布

http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF&msa=0&msid=209668390659853657363.00049c608
b78bc7779683

1413年9月9日月曜日



Willow Garage to Shut Down?
Company Says 'No, Just Changing' (2013/2/11)

WillowGarage (2006-)
WillowGarage develops hardware and open 
source software for personal robotics application
- Scott Hassan, Steve Cousins

Open Source Robotics 
Foundation, Inc. (OSRF) is an 
independent non-profit 
organization founded by 
members of the global robotics 
community.
- Brian Gerkey, John Hsu, 
Roberta Friedman, Nate Koenig, 
Steffi Paepcke, Morgan Quigley

Industrial Perception is the 
second spinoff of Willow Garage 
where the founders were 
members of the research and 
software engineering teams. 
- Kurt Konolige, Gary Bradski, 
Ethan Rublee, Stefan 
Hinterstoisser, Troy Straszhei

We are an internationally 
renowned group of expert 
scientists and engineers, working 
together to solve complicated 3D 
perception problems.
- Radu B. Rusu, David 
Boardman, Steve Cousins, Frank 
Dellaert, Anwar Ghuloum, Ken 
Spratlin.

hiDOF was founded by a group 
of engineers from Willow Garage 
seeking to leverage advanced 
robotic technology and tools for 
commercial applications.
- Eitan Marder-Eppstein, Wim 
Meeusse, E. Gil Jone, Vijay 
Pradeep, Steve Cousins.

Suitable Technologies is a 
startup working to fulfill the 
promise of remote presence 
technology. Our mission is to 
connect people separated by 
distance in the most natural way 
possible.
- Scott Hassan, Josh Tyler, Bo 
Preising, Milan Bhalala

基盤ミドルウェア
支援財団

知能ロボットコンサル企業 テレプレゼンス販売企業 産業用視覚コンサル企業

三次元視覚支援NPO

1513年9月9日月曜日



ROS 
• ROS (Robot Operating System) とはいえOSではない

•通信のためのミドルウエアライブラリ

•パッケージ管理・ビルド

•ロボットを知能化させるツール群

•コミュニティ

http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF&msa=0&msid=209668390659853657363.00049c608b78bc7779683

http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF&msa=0&msid=202046448223103795061.0004af11ddd066defcdfb

1613年9月9日月曜日



RTミドルウエア
応用事例

1713年9月9日月曜日



•三菱電機株式会社　（ロボペディアより）
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•三菱電機株式会社　（ロボペディアより）
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•株式会社セック　（ロボペディアより）
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•株式会社セック　（ロボペディアより）

Copyright㙩 2013 Systems Engineering Consultants Co., LTD. All rights reserved. 29 
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•京都大学　松野研究室　（ロボペディアより）

2213年9月9日月曜日



ＲＯＳモジュール自動相互運用ＲＴＣ
ROSモジュールをRTMから利用する

• 稼動しているＲＯＳモジュールから自動的にＲＴＭコンポーネントを作成するプログラム
$	  roslaunch	  move_base_stage_tutorial	  robot.launch
$	  roslaunch	  rosnode_rtc	  stage_sample.launch

– 稼動しているＲＯＳモジュールの入出力メッセージを解析
– 対応するＯｐｅｎＲＴＭ用のＩＤＬファイルを出力
– 生成されたＩＤＬファイルを利用してＲＴＭコンポーネントを生成．ＲＯＳメッセージとＲＴＭデータポートの相互変換を提供

• ＲＯＳで記述された３０００のパッケージを全てＲＴＭから利用するための基盤を構築

ROSのナビゲーションノード
自動生成されたROSナビゲーション
機能を提供するＲＴＭコンポーネント

•東京大学　稲葉研究室　（ロボペディアより）

2313年9月9日月曜日



一般社団法人東京オープンソースロボティクス協会は，オープ
ンソースソフトウェアに基づくロボティクス領域の形成と発展をサ
ポートする組織です，ロボット分野におけるオープンソースの活
用に関わる諸問題の解決の支援と，ユーザコミュニティ，アカデ
ミア，インダストリーの関係を強化を通じて，新しいロボット社会

の創造を目指します．（2013年8月8日設立）

理事：

　安田恒，斉藤Isaac功，岡田慧

http://www.opensource-robotics.tokyo.jp

東京オープンソースロボティクス協会

2413年9月9日月曜日



普及活動

2513年9月9日月曜日



RTM講習会

2013年7月24日　早稲田大学理工学部にて
2613年9月9日月曜日



http://openrtm.org/openrtm/ja/tutorial/waseda2013

http://openrtm.org/openrtm/ja/tutorial/robomec2013
2713年9月9日月曜日

http://openrtm.org/openrtm/ja/tutorial/waseda2013
http://openrtm.org/openrtm/ja/tutorial/waseda2013
http://openrtm.org/openrtm/ja/tutorial/robomec2013
http://openrtm.org/openrtm/ja/tutorial/robomec2013


RTMコンテスト
[共同主催]　 ロボットビジネス推進協議会
[共同共催］　（社） 計測自動制御学会　シ ステムインテグレーション部門
[共同共催］　（独） 産業技術総合研究所　知能システム研究部門
[協賛］ 冠賞を提供いただく団体、個人など　（詳細は表彰(協賛)ページ参照）

2813年9月9日月曜日

http://www.roboness.jp/
http://www.roboness.jp/
http://www.sice.or.jp/
http://www.sice.or.jp/
http://www.sice.or.jp/%7Esi-div/
http://www.sice.or.jp/%7Esi-div/
http://www.aist.go.jp/
http://www.aist.go.jp/
http://unit.aist.go.jp/is/index_j.html
http://unit.aist.go.jp/is/index_j.html
http://www.openrtm.org/rt/RTMcontest/2011/award.html
http://www.openrtm.org/rt/RTMcontest/2011/award.html


2913年9月9日月曜日



3013年9月9日月曜日



◦ 計測自動制御学会学会RTミドルウエア賞　（最優秀賞）（副賞10万円）　（1件）
◦ 奨励賞（賞品協賛） 　（提供製品）　（2件）

■ maxon X drives 賞【提供：マクソンジャパン株式会社】
■ ウィン電子工業賞【提供：有限会社ウィン電子工業】 

◦ 奨励賞（団体協賛） 　（副賞2万円）（12件）　
■ チェンジビジョン賞　【提供：株式会社チェンジビジョン】
■ トヨタ自動車（株）パートナーロボット賞 【提供：トヨタ自動車株式会社】
■ ＮＴＴデータ賞 【提供：株式会社 NTTデータ】
■ グローバルアシスト賞 【提供：株式会社グローバルアシスト】
■ ＲＴイノベーション賞 【提供：株式会社グローバルアシスト】
■ ヴイストン ロボットショップ賞 【提供：ヴイストン株式会社】
■ ロボットサービスイニシアチブ(RSi)賞 【提供：ロボットサービスイニシアチブ(RSi)】
■ アドイン賞 【提供：株式会社アドイン研究所】 

■ PiRT-Unit賞【提供：有限会社ウィン電子工業】
■ SUGAR SWEET ROBOTICS賞【提供：株式会社SUGAR SWEET ROBOTICS】
■ ベストコンセプト賞 【提供：ロボットビジネス推進協議会】
■ 日本ロボット工業会賞 【提供：一般社団法人日本ロボット工業会】

◦ 奨励賞（個人協賛）（副賞1万円）（7件）　
■ 便利ツール賞 【提供：末廣尚士（電気通信大学）】
■ RTC再利用賞 【提供：平井成興（千葉工業大学）】
■ 女流RTC賞 【提供：平井成興（千葉工業大学）】
■ ベストサポート賞 【提供：神徳徹雄（産総研）】
■ 優秀ＲＴ技術賞 【提供：原功 (産総研）】
■ サマーキャンプ賞 【提供：大原賢一（名城大学）】
■ インタラクションコンポーネント賞 【提供：鈴川裕一（UDトラックス）】

3113年9月9日月曜日

http://www.sice.or.jp/
http://www.sice.or.jp/
http://www.maxonjapan.co.jp/
http://www.maxonjapan.co.jp/
http://www.win-ei.com/
http://www.win-ei.com/
http://www.change-vision.com/
http://www.change-vision.com/
http://www.toyota.co.jp/
http://www.toyota.co.jp/
http://www.nttdata.com/
http://www.nttdata.com/
http://globalassist.co.jp/
http://globalassist.co.jp/
http://globalassist.co.jp/
http://globalassist.co.jp/
http://www.vstone.co.jp/
http://www.vstone.co.jp/
http://www.robotservices.org/
http://www.robotservices.org/
http://www.adin.co.jp/
http://www.adin.co.jp/
http://www.win-ei.com/
http://www.win-ei.com/
http://sugarsweetrobotics.com/
http://sugarsweetrobotics.com/
http://www.roboness.jp/
http://www.roboness.jp/
http://www.jara.jp/
http://www.jara.jp/
http://www.taka.is.uec.ac.jp/
http://www.taka.is.uec.ac.jp/
http://www.furo.org/
http://www.furo.org/
http://www.furo.org/
http://www.furo.org/
http://staff.aist.go.jp/t.kotoku/
http://staff.aist.go.jp/t.kotoku/
http://hara.jpn.com/
http://hara.jpn.com/
http://mechatronics.meijo-u.ac.jp/study/ohara.html
http://mechatronics.meijo-u.ac.jp/study/ohara.html


RTMサマーキャンプ
2011年8月29日（月）～9月2日（金）
2012年7月30日（月）～8月3日（金）
2013年7月29日（月）～8月2日（金）

2012年

2013年

2011年
3213年9月9日月曜日



3313年9月9日月曜日



グループワーク化によるメリット
•上流からのシステム設計の教
育的意義

•システムを分割して開発

• RTMの意義を体感

•責任感の創出
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「ロボペディア」

続きはWebで。
3513年9月9日月曜日



http://www.openrtm.org/openrtm/ja/project/Recommendation_CommonIF

共通インターフェース仕様の策定
同等の機能を有するロボット
要素間のインターフェースの
共通化
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まとめ
• 開発ツールやプラットフォーム整備による研究開発のクリ
エイティビティの増強

• よりエレガントなロボット開発を

• 研究開発した技術の蓄積支援

• ３年たったら動かない問題

• 技術・情報・人材の交流 

• 研究所間，企業・大学間の連携

• 異業種（特にIT分野からの）ロボット分野への参入促進

• ロボット技術の普及促進
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ご清聴ありがとうございました
株式会社SUGAR SWEET ROBOTICS

菅　佑樹
ysuga@sugarsweetrobotics.com
http://sugarsweetrobotics.com
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