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•WG3のこれまでの活動内容

•２０２０年度の組織体制

•調査検討委員会活動報告
• ロボットソフトウェアアーキテクチャ調査検討委員会
• 移動ロボット評価指標調査検討委員会
• AI性能評価指標調査検討委員会
• ロボットセキュリティ調査検討委員会

•２０２１年度の組織体制
• 新規設置委員会

•２０２０年度成果公開について

•ロボットイノベーションシンポジウム

はじめに
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2015年度～ 次世代ロボット開発やロボット利活用の裾野を広げるためのロボット開
発・製造・導入改革を目指し、3つのサブワーキンググループ
（SWG）を設置・活動

①プラットフォームロボット サブWG （SWG１） ：
プラットフォームロボットを軸とした誰もが使いこなせる「Easy to Use」なロボットの実
現等を検討する。

②ロボット活用に係る安全基準/ルール サブWG （SWG２）：
国際展開を見据えたロボット活用に係る安全基準及びルール等について検討する。

③ロボット国際競技大会 サブWG （SWG３）：
ロボット国際競技大会の全体設計・競技などを検討する。

WG3
サブ
ＷＧ

●調査検討委員会
●ロボットイノベーションシンポジウム

2020年度～ SWGを終了し、次世代ロボット開発やロボット利活用の裾野を広げる
ためのロボット開発、製造及び社会実装に向けた取り組みと、 国際展開を
見据えたルール及び標準化の検討を実施

ロボットイノベーションWG （WG3）
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2020年の調査検討委員会の活動体制

ロボット安全設計開発調査検討委員会（休会）
委員長 中坊（産総研）・副委員長 櫛引（JQA)

ソフトウェア特許・ライセンス調査検討委員会（休会）
委員長 安藤（産総研）・副委員長（原）

ロボットシステム開発プロセス・品質管理調査検討委員会（休会）
委員長 増田（NEDO）・副委員長 佃（イーソル）

ソフトウェアアーキテクチャ調査検討委員会（継続）
委員長 大原（名城大）・副委員長 但馬（TORK)

次世代ソフトウェア実装手法調査検討委員会（休会）
委員長 岡田（東大）

【成果物】

ガイドライン

仕様書

ソフトウェア

標準化
移動ロボット評価指標調査検討委員会（継続）

委員長 阪野（産総研） ・ 副委員長 グエン ジュイヒン（パナソニック）

調査検討委員会
ステアリングボード

サービスロボットAI性能基準調査検討委員会（新設）
委員長 鍋島（JARA）・ 副委員長 中坊（産総研）岡本（パナソニック）

ロボットセキュリティ調査検討委員会（新設）
委員長 山崎（ネットワンシステムズ） ・ 副委員長 屋代（会津大）

WG3
ロボットイノベーションWG

RRI

WG1 WG2 CHERSI

ロボットイノベーションに関わる諸問題の解決

【副主査】
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
情報・人間工学領域 研究戦略部 招聘研究員
比留川 博久

【主査】
東京大学 名誉教授
佐藤 知正
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ロボットソフトウェアアーキテクチャ
調査検討委員会

委員長 大原賢一 （名城大学理工学部）

副委員長 安藤慶昭 （産業技術総合研究所）
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ロボットメーカー
周辺機器メーカー

アプリケーションベンダー

自社ロボット（機器・アプリ）が他
の機器・アプリ（ロボット）と連携
する場合のルールがない
→独自仕様・自社でSI（分業不可）

システムインテグレータ

ロボットと機器・アプリを繋げる場合、
双方の仕様と理解し、都度開発をしな
ければならない

→高度な知識必要

ソフトウェアアーキテクチャ調査検討委員会

機能要素をモジュール単位で構成するROSやRTミドルウェア
等ロボットミドルウェアの利用が普及しつつある。

現在のロボットシステム
システム構成手法にルールがないため、第三者が開発・変更するのは難しい
→ システム・ロボットハードの構成固定化、メーカー・SIer等の分業困難

ソフトウェアアーキテクチャの見える化・標準化
→ 分業・構成の柔軟性↑・多くの案件に対応可能
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インターフェース仕様書

ibd [block] 自律移動ロボットシステム [自律移動ロボットシステム]

«external»

: 運行管理機能

: ~移動状態

: ~機能状態

移動を制御する

移動完了を通知する

移動モードを切り替える

現在地のヒントを与える

地図データを自律移動

機能から取得する

地図データを削除する

地図データを設定する

地図データを取得する

移動機能プロパティを管理する

充電を制御する

異常停止を解除する

地図切替を実行する

«system»

: 自律移動機能

(Autonomous Locomotion Module)

: 移動状態

: 機能状態

外部指令: ~移動指令

移動を制御する

移動完了を通知する

移動モードを切り替える

現在地のヒントを与える

地図データを自律移動

機能から取得する

地図データを削除する

地図データを設定する

地図データを取得する

移動機能プロパティを管理する

充電を制御する

異常停止を解除する

«external»

: 地図配信

地図データを設定する 地図データを取得する

地図切替を実行する

«external»

: 外部システム

外部指令: 移動指令

移動機能I/F仕様書 人協働ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ機能I/F仕様書

stm [package] 自律移動機能 [運用]

初期化中 待機中

充電中

終了処理中
異常停止中

非常停止中

稼働中

自律移動中

自律制御中

手動制御中

一時停止中

遠隔操作中

障害物停止中

ユーザ指示停止中

非常停止指示

[対応不能障害物除去]

移動を中断する

移動を再開する

移動モードを切り替える

充電を終了する

終了指示

充電を指示する

移動を一時停止する

移動完了を通知する

移動モードを切り替える

異常停止指示

移動を指示する

異常停止を解除する

[対応不能障害物あり]

移動モードを切り替える

移動モードを切り替える

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⼈協働 

マニピュレーション機能 

インタフェース仕様書 

 

 

2 0 2 1年3⽉ 
ロボット⾰命・産業I oTイニシアティブ協議会 

ロボットイノベーションW G 
ソフトウェアアーキテクチャ調査検討委員会 

act [package] 人協働マニピュレーションモジュール [振る舞い概要]

:排出位置検出サブシステム

動
作

完
了

フ
ェ

ー
ズ

動
作

フ
ェ

ー
ズ

動
作

準
備

フ
ェ

ー
ズ

:周辺環境認識サブシステム:WS内環境認識サブシステム:ワーク検出サブシステム:人協働マニピュレーションモジュール:上位アプリ

ワークの種類および

置く位置を指定する :作業指令 ワークを認識する

:ワーク認識結果リスト

マニピュレーション計画

を実行する

:WS内認識結果[0..1]

:周辺環境認識結果[0..1]

:軌道

マニピュレーション動作

を実行する

:WS内認識結果[0..1]

:周辺環境認識結果[0..1]

周辺状況を確認する

:WS内認識結果

エンドエフェクタの動作計画も含む

周辺状況認識結果，人検出結果

によって再計画を行う場合がある

エンドエフェクタの動作も含む

周辺状況認識結果，人検出結果に

よって動作を中断/停止する場合がある

周辺状況を確認する

:周辺環境認識結果

ワークの認識を

開始する

作業結果を通知する作業結果を受け取る
:作業結果

動作途中に排出位置

を検出する場合もあり

排出位置認識を

開始する

:ワーク認識指令

排出位置を検出する:排出場所指令

:排出位置検出結果

[把持可能な対象物が存在しない場合，障害

物，人などの影響で動作を継続できない場合]

[else]

[else]

[実行可能な動作が残っている場合]

ibd [package] 人協働マニピュレーションモジュール [人協働マニピュレーションモジュール]

: 人協働マニピュレーションモジュール

: ~WS内認識結果

: ~周辺環境認識結果

作業指令を伝達する ワークを認識する

排出位置を検出する

監視エリアを設定する

: 上位アプリ

作業結果を伝達する

: ワーク検出サブシステム

ワークを認識する

: 周辺環境認識サブシステム

: 周辺環境認識結果

監視エリアを設定する

: WS内環境認識サブシステム

: WS内認識結果

: 排出位置検出サブシステム

排出位置を検出する

ibd [package] 人協働マニピュレーションモジュール [コンテキスト図]

«system»

: 人協働マニピュレーションモジュール

«external»

: 上位アプリ

«external»

: 搬入用搬送手段

対象物体を作業場所に一

定間隔で搬入する装置

«external»

: 搬出用搬送手段

プレースされた対象物体を

一定間隔で搬出する装置

«external»

: ワーク

・ワークは，複数種類存在する．

・各ワークの把持方法，把持可能範囲方法は，ワーク

検出サブシステムに事前に登録されている

:作業者

«external»

: 障害物

・接触検出の機能は含まれている

・マニピュレータの形状，可搬重量，大

きさ(リーチ)については，特に制限はなし

・マニピュレーション対象物体(ワーク)の形

状/大きさも特に制限はない

«external»

: 周辺環境認識サブシステム

・ある指定したエリアに作業者等想定外のモノ

が侵入してきたことを検出するシステム

・検出された情報に応じてマニプの動作モード

が変更される

«external»

: WS内環境認識サブシステム

WS内に存在する機材の位置・姿勢を検出するシステム

検出した情報に応じてプランニングが実行される

«external»

: ワーク検出サブシステム
ワークの位置・姿勢を検出するシステム：ワー

クの把持位置・姿勢，把持容易性を与える

«external»

: 排出位置検出サブシステム

«external»

: 排出位置

«external»

: 侵入物

0..*

0..*

1..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

Ver2.0版
として公開

Ver1.0版
として公開

上位アプリケーションと
移動ロボット間のI/Fを定義

正常時だけではなく，異常時も含め
た状態遷移を考慮

上位アプリケーション・ロボット・
認識系周辺機能間のI/Fを定義

典型的かつ抽象化された
ロボットの振る舞いを仮定し

機能要素間のやり取りを明確化

内部ブロック図

内部ブロック図

コンテキスト図

アクティビティ図

状態遷移図
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2021年度の活動方針

移動機能を運用・管理することを目的とした機能のアーキテク
チャおよびI/F仕様の検討

・複数台の運用・管理を行う場合の上位系のアーキテクチャ
・ビルなど，階層化された環境での地図の管理・運用

マニピュレーションインタフェース仕様書Ver. 2.0に向けた議論

・複数対象物を扱う場合の検討
・運用を考慮に入れたI/Fの検討

仕様書に基づいた実装事例の提示

ISO TC299/WG6での標準化に向けた活動

ISO22166のファミリー規格である301, 302が移動ロボット，マニピュ
レーションをターゲットにしており，本委員会の成果を英語化し、各委員会
へ打ち込み規格へ反映させる予定。
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移動ロボット評価指標
調査検討委員会

委員長 阪野 貴彦 （産業技術総合研究所）

副委員長 グエン ジュイヒン （パナソニック）
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本委員会の目的

移動ロボットナビゲーション技術
コモディティ化しつつある、ただし環境により性能に差

移動ロボット導入
現場での評価、アルゴリズム・パラメータの調整必要

移動ロボット機能（マッピング、ナビゲーション）が部品化されてない

•機能要素を部品として取り扱えるように…
• 環境情報の抽象化、ベンチマーク
• 各種アルゴリズムの性能評価指標の明確化→スペックの明確化

ユーザ・SIer・メーカーのためのロボット評価指標を示す

ユーザ
最適なロボットがわからない

SIer
選定基準不明・
現場合わせ必要

メーカー
どれを提案すべきか・最適な

スペック不明
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移動ロボット評価指標中間報告書

大空間 小売 オフィス

具体的な
想定シーン

駅
（高輪ｹﾞｰﾄｳｪｲ）

レストラン オフィス

タスク 案内 配膳・下膳 配送

自己位置推定
◆導入指標項目 『指定された目的地への到達』
◆性能評価項目 『指定された目的地までの移動中における自己位置推定の精度』

→ 生成した地図に基づき移動した結果を位置推定誤差の精度をもとに比較

経路生成
◆導入指標項目 『指定された目的地までの経路生成』
◆性能評価項目 『目的までの経路コストを用いてより良い経路生成を評価』

→地図・スタート・ゴール地点が与えられたときに生成される経路の妥当性により性能を比較

障害物検出
◆導入指標項目 『障害物を回避し、目的地へ到着 or 障害物前で停止』
◆性能評価項目 『検出できる物体の種類で評価』

→ISO 18646-2 に準拠し検知・（局所的に）回避できたか評価

実際の場面を想定しながら評価活用イメージを確立して、性能評価
項目の議論に活かす
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2021年度の取り組み予定

I 活用可能なシミュレーション環境整備

１：シュミレーションの整備と評価（利用法のレクなど）

２：評価によるシュミレーション環境の改善点の洗い出し

３：実環境に即した評価環境の構築

II 移動ロボットの理想的な環境定義

ロボフレタスクフォース、サービスロボットAIとの連携

III 評価指標の検討の継続

シミュレーションやロールプレイングを通してのブラッシュアップ
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サービスロボットAI性能基準
調査検討委員会

委員長 鍋嶌 厚太 （日本ロボット工業会 TC299 WG4 Convenor）

副委員長 中坊 嘉宏 （産業技術総合研究所）

副委員長 岡本 球夫 （パナソニック）

(2020年度新規設置委員会)
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サービスロボットAI性能基準調査検討委員会

近年、AI（機械学習）の技術は進歩をとげ、人の作業を代替す
るロボットの性能を各段に向上してきた。一方で、適切な効果も
なく、不必要にAIが導入されるケースも散見される。

本委員会では、AIの有効性を指標化し、効果を明確にすること
で、より効果的なAIの活用と、ロボットの進化と普及に貢献する
ことを目指す。

具体的には、JIS（ISO）の標準化提案に向けた、性能基準の検
討と、規格のドラフトを作成する。

活動目標：

サービスロボットのAI性能に関するJIS規格の発行、およびISO
国際標準化提案に向けて、以下に取り組む。

①AI性能に関する考え方の整理とコンセンサス形成

②規格に向けたドラフトの作成
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2020年度活動のまとめ

• 「移動作業型ロボットの知的ナビゲーション性能試
験」に焦点

• 各委員からニーズ、アイデアを募った

• 試験方法のコンセプトについて合意が形成された

• 実現可能かつ有効な試験環境について議論中

• オフィス

• 大規模空間

• 小売店舗

• ISO 18646-2の改訂に合わせて、現時点でのドラフト
を提案した
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2021年度の計画

•試験方法の実現性・妥当性の確認（実証実験）

•参加者募集

• ロボット、試験場所、オペレーター、アクターの提供

•国際提案時のエビデンス

•試験方法（環境）の確定

•大規模空間、小売店舗、オフィスの順に取り組む

•追加する｛環境, タスク｝の検討
• 例：レストラン, 追跡タスク

16
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ロボットセキュリティ
調査検討委員会

委員長 山崎 治郎 （ネットワンシステムズ）

副委員長 屋代 眞 （会津大学）

(2020年度新規設置委員会)
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委員会設立の経緯と目的

生活支援ロボットやサービスロボットの市場化広がりつつある一方、セキュリティに関

しては、体系的なガイドラインや指針は存在せず、個別のメーカー・サービス事業者に

任されている。個人情報を扱ったり、物理的に動くロボットは、セキュリティの脅威に

さらされた際に、IT・IoT機器とはまた異なるリスクが顕在化する。

本委員会では、既存のIT・IoT、あるいはFA機器等のセキュリティ標準やガイドライン

を援用しつつ、サービスロボット特有の守るべき資産・情報、システム構造やサービス

運用から想定される脅威や安全機能との関係、結果としてのリスクについて明らかにし、

ロボットシステムにおいてとるべきセキュリティ対策の指針を示すことを目的とする。

18
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① 対象のロボットシステム
• 広くユースケースを集め考察したあとに、ドメイン

（事業領域）・コンテキスト（環境・使われ方）、ロ
ボットの提供機能を元に対象を整理・抽象化

② 対象のセキュリティの範囲（脅威・リスク）

a. 物理的な要因・影響も考慮

– 要因{物理/サイバー}×影響{物理/サイバー｝
の組み合わせを考慮

– セーフティとセキュリティの関係性も議論

b. システム全体を対象として脅威・リスクを考
慮

– ロボット、周辺機器、ローカルサーバ、クラウ
ドサーバ、etc…

調査検討方針

ロボットシステムの構成イメージ

ロボット特有のスコープ＆広範なロボットシステムを対象として議論

19
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成果物
• 2020年度：骨子を固める

• 議論の結果を分担して執筆

• 75ページ
⇒ 1.0版 (WG3内部リリース)

2020年度成果物/2021年度計画

2021年度計画

• Ver1.0のブラッシュアップ
• チェックシート・ケーススタディ追加＆WG3内レビュー
→ 一般公開を目指す

• 新たな課題の検討による内容の拡充
• 被害分析 → 運用、金銭、プライバシー等

• 運用体制などへの言及 → 情報セキュリティ部門との連携等

• 他のガイドラインとの整合性

目次
1. はじめに
2. スコープ
3. セキュリティ検討フェーズとプロセス
4. コンセプトフェーズ
5. 設計フェーズ
6. 実装フェーズ
7. 運用フェーズ
8. 廃棄フェーズ
APPENDIX A．関連規格
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ロボットOSS普及・教育
委員会

委員長 琴坂 信哉 （埼玉大学）

副委員長 安藤 慶昭 （産業技術総合研究所）

（2021年度新規設立委員会）
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設立趣旨

RRI WG3調査検討委員会では、これまでに、安全・品質保証・ライセンス・
評価指標等のガイドと、移動ロボットアーキテクチャ仕様書等を一般公開し
てきた。こうしたコンテンツをユーザ・SIerを含むロボット業界全体に普及させ
るため、講習会・シンポジウムを実施することを目的とする。

具体的には、2021年1月から活動が始まったNEDO特別講座†に対して、
コンテンツを提供し講習会・シンポジウムを開催するとともに、そこからフィード
バックを得て、現行の調査検討委員会活動の方針に反映させることを目的と
する。

ロボットOSS普及・教育委員会

†NEDO特別講座：「ＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開／システム・インテグレー
ションを加速するロボット共通ソフトウェア技術を維持・普及・発展させていくための人材の育成・交流・研究の活性化に
係る特別講座」

• 2020〜2022年度, 代表者：埼玉大、再委託：東大・産総研、予算規模：3000万×3年程度

• 目的：OSS・ロボットプラットフォーム技術普及・教育、保守、コミュニティ

22
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ロボットOSSサポート
委員会

委員長 安藤 慶昭 （産業技術総合研究所）

副委員長 岡田 慧 （東京大学）

（2021年度新規設立委員会）
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設立趣旨

市場化PJ終了から1年経過しその成果物や依存OSS等も保守
が必要となっている。また、ROSコミュニティではROS1からROS2
へと移行が徐々に進み、こうした動きにRRI内コミュニティで対応す
る必要もある。

具体的には，会員企業が利用しているOSSの保守・改修・
OSSコミュニティへフィードバック、また、会員企業のソフトウェア
のOSS化を支援する。また、他の調査検討委員会から提案され
たガイド・標準を実装する必要もでてきており、これらの動きをサ
ポートすることも視野に入れる。

ロボットOSSサポート委員会
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2020年度ガイドライン等を公開

新規ロボットメーカー・SIerがシステム構築の際に参照でき
るシステムのテンプレートとして、ロボットとアプリケー
ションの間のインタフェース仕様を策定

25

※ 本WG会員にはデータも公開 ※ 本WG会員限りの公開

ロボットシステムにおい
て、とるべきセキュリ
ティ対策の指針を示すこ
とを目的として策定

自己位置推定、経路生成、
障害物検出についての導
入指標・機能項目を検討

https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/1882.html

ソフトウェアアーキテクチャ
調査検討委員会

移動ロボット評価指標
調査検討委員会

ロボットセキュリティ
調査検討委員会
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2019年度ガイドライン等を公開

次世代サービスロボット、
人共存ロボットの安全設
計、開発の指針となる安
全ガイドを開発

オープンソースS/Wを使
用する際に注意すべき特
許とライセンスに関して
ガイドをバージョンアッ
プ

オープンソースS/Wの導
入フェーズの活動に着目
した開発プロセス・品質
保証ガイドを策定

システム構築の際に参照
できるシステムのテンプ
レートとなる、ロボット
とアプリケーション間の
インターフェース仕様を
策定

26

https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/1392.html

ロボット安全設計開発
調査検討委員会

ソフトウェア特許・
ﾗｲｾﾝｽ調査検討委員会

ﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑ開発プロセス･
品質管理調査検討委員会

ｿﾌﾄｳｪｱｱｰｷﾃｸﾁｬ
調査検討委員会
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ロボットイノベーションシンポジウム

●2021.2.19
『先進都市に学ぶロボットビジネスの未来 ～with 

コロナ時代の地域戦略とは～』（相模原市様と共催）

第１部 講演会：「日本×アメリカ ロボットビジネスの現
状と今後」

第２部 座談会：「ロボットビジネスを語ろう！」
ジャーナリスト 瀧口 範子氏
東京大学名誉教授 佐藤 知正氏

米国でのロボット開発やビジネス拡充を推進するしくみに関
する事例を紹介、ディスカッションなどを実施した。

(参加登録者数:173、聴講者数:150)

●2021年度
ステアリングボードで企画し、数回の開催を策定する。

• WG3会員向けでの企画
• Web形式で開催
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•新規参加者募集中
• ロボットOSS普及・教育委員会

• ロボットOSSサポート委員会 （毎月第3金曜日開催）

• お申し込みはRRI事務局まで

•他の調査検討委員会 （毎月第3火曜日開催）
• アーキテクチャ、セキュリティ、移動評価、AI評価

• いずれも新規参加者募集中

おわりに

ガイド策定、仕様策定・標準化、OSS自社利用時の課題共有のため
ぜひともお気軽にご参加＆ご協力をお願いします
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