
 
 

 
 

サービスロボットenonの開発とその応用 

Development of Service Robot “enon” and Its Applications 

あらまし  

少子高齢化社会による労働力不足が懸念されており，人が行っていた様々なサービス業

務を代行するサービスロボットが求められている。このようなサービスロボットでは，不特

定多数の人と共存してサービスを提供する必要があり，状況に合わせた効果的なサービス提

供が重要となる。富士通研究所では，2005年にネットワークに接続し，情報提供や案内業

務などのサービスを提供できるサービスロボットenonを開発した。本サービスロボット

enonは，3次元視覚を使って自律移動が可能で，場所を変えたサービス提供ができる。展示

施設での案内業務などを行うとともに，現在，多数の人が集まるショッピングセンタで試行

運用を行い，効果的なサービスの見極めを行っている。 
本稿では，サービスロボットenonが行ったショッピングセンタでの試行運用と結果，

サービス提供のためのネットワーク仕様，3次元視覚処理技術とその処理結果を紹介する。 

Abstract 

There are concerns that there will be a labor shortage caused by the declining birthrate 
and aging society in Japan.  Therefore, a service robot is required as an alternate measure 
to provide service functions in place of humans.  Such a service robot has to coexist with a 
number of people so that it can provide various services at the same time.  The robot must 
be able to provide effective services suitable for the situation.  In 2005, Fujitsu Labs 
developed a service robot called “enon” that can provide guidance and information via a 
network.  This robot has an autonomous locomotion function using 3D vision to provide 
services in various locations.  In addition, we are currently conducting practical tests on 
enon in a shopping center to verify that it can provide effective services.  In this paper, we 
describe the results of the practical test performed in the shopping center, the network 
specifications for providing services, and the 3D vision processing technology and its 
processing results. 
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サービスロボットenonの開発とその応用 

ま え が き 

 少子高齢化による将来の労働力不足が懸念されて

おり，人が行ってきたサービス業務を代行するサー

ビスロボットが求められている。サービスロボット

の開発は，各社で進められており，安川電機は，

7自由度のアームを使って人の作業支援を行う

SmartPalV，(1)トヨタ自動車は，病院などにおいて介

護支援業務などへの適用を目指したトヨタパート

ナロボットなどの研究開発を進めている。(2) また，

富士重工は，ビル内でゴミ収集ができるロボット

RFS-1/RFS-2によるビル清掃システムを販売し，

実績を上げている。(3)

 富士通研究所では，人の役に立つロボットを開発

することを目的とし，不特定多数の人がいる環境で，

サービスを提供するサービスロボットenon（以下，

enon）を2005年に開発し，富士通フロンテックよ

り販売を行っている。(4) このenonは，3次元視覚処理

機能をベースとしたナビゲーションによる自律移動

が可能で，場所を変えた案内や情報提供などのサー

ビスを行う。また，ネットワーク経由で天気情報，

防災情報などを受けることもできる。 
 本稿では，enonのショッピングセンタでの商品

案内などのサービス試行運用と結果，また，enon
にも適用している情報や各種サービスをネットワー

ク経由でロボットに提供できるネットワークプロト

コルについて述べる。さらに，enonに適用した3次
元視覚処理技術とその処理結果について述べる。 

enonの概要とソフトウェア基盤 

● enonの概要  

図-1 ショッピングセンタでの試行運用状況 
Fig.1-Trial at shopping center. 

 enonは，オフィスや商業施設などの公共の場

で案内・搬送・巡回などのサービスを提供するこ

とを目的とした実用的な自律移動型サービスロ

ボットとして開発された。(4) enonは，頭部の3組の

ステレオカメラの画像から得られる距離情報と間

取り地図情報を利用して自身の位置を同定しなが

ら自律移動できる。現在，ショッピングセンタの

ような不特定多数の人がいる場所で，人とふれあ

いながら多目的なサービスを提供するロボットと

して，実現場で適用を進めている。以下，enon
によるサービス提供を容易に実現したソフトウェ

ア基盤，およびそれを使ったショッピングセンタ

でのサービス提供の結果を紹介する。 
● 様々なサービスに対応するソフトウェア基盤 
 多様化するサービスアプリケーションを容易に構

築するために，状態遷移形式での作業記述が可能な

XML形式のスクリプト言語と，Flashなどの標準的

GUIと連携できるミドルウェアを開発した。(5)これに

より，ロボットを制御するための基本ソフトウェア

と，適用業務に応じて開発するサービスアプリケー

ション部分を明確に分離できた。さらに，このよう

な基盤技術は，ネットワークとの親和性も高く，後

述するRSNP（Robot Service Network Protocol）
仕様に準じた遠隔からのサービス提供も受けられる。 

ショッピングセンタでの試行運用と結果 

 富士通研究所はenonを，博物館をはじめ，

ショールーム，オフィスでの受付業務などへ適用す

ることを進めている。一方，ショッピングセンタの

ような商業施設は，子どもから高齢者まで数多くの

人が様々な目的で来店するため，どのようなサービ

スを提供するか，安全性に問題がないかなど難しい

課題が多く存在する。 
 そこで，効果的なサービスの見極めと安全性につ

いて検証するため，2005年12月よりイオン様の協

力のもと，ショッピングセンタでの試行運用を進め

ている。(6) 2007年9月からはイオン与野ショッピング

センタ様において常設稼働を実現し，音声認識によ

る商品検索・フロア案内などの取組みを継続的に実

施した（図-1）。この結果，試行運用開始から3年間，

一度も事故なく運用でき，高い安全性を実証できた。

また，様々なサービスアプリケーションを試し，多
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くのデータ収集を行い，以下の結果を得た。 
（1） 店舗前の呼込みでは，ほぼ100％，人の注意

を引き，81％の人が足を止めて商品情報を視認

した。また，enonが特定商品の前で商品説明を

行う販売促進実験では，通常の4～5倍の販売と

なり，ロボットによる販売促進は効果が高いこ

とを確認した。 
（2） 同じコンテンツで比較した結果，マルチメ

ディアキオスク端末は前を通り過ぎる人の80％
は気づかないが，ロボットは80％の人の注目を

集めることが分かり，集客力が高く，コンテン

ツへの誘導能力が高いことが立証された。 
（3） ロボットの利用客数は，年間を通じて減少す

ることなく，ロボットのプレゼンスが持続して

いた。 
 これらの結果から，ショッピングセンタにおける

ロボット活用の有効性が確認でき，ロボットは，買

い物客の注目を集め，商品情報などを提供すること

で新たな形の販売促進サービスの可能性を示せた。 
 enonは，ショッピングセンタでの案内などの

サービス提供以外にも，ネットワークと接続して，

天気・防災情報などの情報サービスを提供すること

ができる。 
 次章では，通信ネットワークを活用したロボット

サービスについて述べる。 

ネットワークを介したロボットサービス 

 今後，ロボットは，ネットワーク経由で，サービ

ス業者から種々の情報提供やサービスコンテンツを

取得し，また，ロボット自身が取得した画像，セン

サ情報，ログ情報を発信することで，サービスの幅

を広げることができる。 
 そこで，ロボットが通信ネットワークを活用した

情報/物理的サービス（ロボットサービス）を利用

するためのネットワークプロトコル仕様，その実証

実験，普及促進などを行うロボットサービスイニシ

アチブ（RSi）を2004年に富士通研究所，ソニー，

三菱重工業が主導してサービス事業者などと設立し

た。(7)これまで，2006年8月には基本的な通信方式と，

天気情報などの情報取得/提供のインタフェースを

規 定 し た RSNP1.0 （ Robot Service Network 
Protocol仕様1.0）(8)を公開し，普及に向けた実証実

験などを行った。さらに，実証実験の結果，今後の

ロボットサービスの方向性，標準化の動向などから，

「ロボットらしいサービスの実現」を目指した

RSNP2.0(9) を2008年9月に公開し，これら活動を通

して，RSNPはロボットの共通プラットフォームと

して認知されつつある。 
 RSNPの構成とアーキテクチャを図-2に示す。

RSNPは，ロボットがネットワークに接続して通信

 

サービス
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RSi共通サービス
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プロファイル

基本情報
プロファイル

動作
プロファイル

・・・

サービスプロファイル群

マルチ
メディア

プロファイル

情報提供プロファイル

・・・気象情報

タスク
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情報
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（a）RSNPの構成 （b）RSNPのアーキテクチャ

・・・

・・・・・・

 

図-2 ロボットサービスネットワークプロトコルの概要 
Fig.2-Overview of Robot Service Network Protocol (RSNP). 
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するための「RSi共通サービス」とロボットの機能

に対応するサービスプロファイル群から構成されて

いる。通信方式はWebサービスで標準として使われ

ているSOAPをベースとしている。 
 RSNP2.0では，ロボットの画像・状態・センサ

のアップロード，認証，さらに，ロボット動作指示

の枠組みなどの機能をRSNP1.0に比べ強化し，よ

りロボットらしいサービスを実現できるプラット

フォームとなっている。 
（1） 通信機能 
 サービス提供側からロボットへの緊急情報の提供

などでは，ロボット自身によるファイアウォール管

理，ロボットの24時間運用などの運用面，および

サービス側の認証機能のサポートを含めたサーバ機

能のロボット内蔵による資源増加が課題となる。そ

こで，上位プロトコルであるRSNPと下位プロトコ

ルであるトランスポートプロトコルの関係を明確に

分離し，下位層にlong TERM HTTP技術を採用し

た。これによって，インターネット経由でセキュア

にロボット起点型のPUSH技術を実現した。(10)

（2） ロボット動作指示の枠組み 
 ロボットで様々なサービスを提供する場合，各

サービスをリモートで提供，動作させる枠組みが必

要である。この枠組みとして，商品宣伝・巡回・記

念撮影などをサービスパッケージとして定義し，

サービスのカスタマイズ・ダウンロード・予約・実

行・スケジュール実行・イベント実行・状況の監視を

行うことができるタスクプロファイルを追加した。(11)

 以上のように，RSNP2.0では，ネットワークを

介した様々なサービスをロボットに提供できるよう

になった。富士通では，RSNP2.0仕様のサーバ側，

ロボット側のそれぞれのライブラリを開発し，RSi
会員へ提供している。このライブラリを使うことで，

容易にRSNP2.0を使ったロボットサービスを実現

でき，ロボットの応用範囲を広げる役割を担うこと

ができる。 

ロボット視覚技術とその応用 

● 視覚認識技術開発の方向性 
 人と共存して人を補助するサービスロボットには，

人の生活空間で，自ら認識・判断して作業を遂行す

る自律機能が必要とされ，人間の目と同じように，

周囲の物体の形や動きをリアルタイムに3次元で認

識する視覚認識技術が不可欠である。 
 サービスロボットの視覚認識技術の課題は，バッ

テリで駆動されるため，小型・低消費電力なハード

ウェアで，膨大な画像データをリアルタイムで処理

する，高性能な計算機に匹敵する計算能力をいかに

実現するかにある。 
 著者らは，富士通の半導体技術の強みを生かし，

3次元計測，動き計測，パターン認識に共通で，か

つ処理量の多い画像処理アルゴリズムを専用ハード

ウェアで高速化するハードウェアオリエンテッドな

アプローチで研究開発を進めている。 
● enonの3次元視覚認識技術 
 enonでは，頭部に設置した3組のステレオカメラ

を用いて周囲環境を3次元認識により自律走行する

技術を実現した。 
 当初，ステレオカメラによる3次元計測は，処理

量が多く，ロボットに搭載可能な低消費電力の組込

みプロセッサでは，リアルタイム性の確保が困難で

ある点に課題があった。 
 そのため，特徴抽出，ステレオマッチングを高速

処 理 す る 専 用 プ ロ セ ッ サ （ FPGA ： Field 
Programmable Gate Array）を開発し，高性能プ

ロセッサに匹敵する高い画像処理性能を低消費電力

で実現し，さらに，そのプロセッサと DSP
（Digital Signal Processor）を搭載したビジョン

ボードを開発した。(12) このビジョンボードの消費電

力は13 Wと，ペンティアム4と比較して約1/5であ

るが，相関演算や空間フィルタなどのステレオ処理

の基本画像演算はペンティアム4の約3倍の性能を

有する。このビジョンボードを使って， 
（1） ステレオ画像計測 
（2） ステレオ計測で得られた3次元情報と地図との

照合によるロボット走行位置認識 
（3） 走行位置から目的位置までの安全な経路計画 
を，約1秒の周期で繰り返すことで自律走行を実現

した。 
● ステレオビジョンLSI 
 enonで開発したFPGAプロセッサをベースに，

3次元計測の高速化に加えて，照明条件に応じた階

調補正処理，特徴抽出やノイズ除去のための各種

フィルタリング処理，肌色分布などの人の特徴を識

別するカラー処理などロボットの視覚認識全般に多

用される処理を高速化するステレオビジョンLSIを
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表-1 ステレオビジョンLSIの主要諸元 

テクノロジ 0.13μm，CMOS ASIC 

動作周波数 最大200 MHz 

パッケージ TEBGA 676ピン（27 mm□） 

動作温度範囲 0～70℃（ヒートシンク不要） 

電源電圧 ＋1.2 V（コア），＋3.3 V（I/O） 

消費電力 約30 W 

画像入力I/F YUV16ビット（4：2：2） 

開発した。(13)

 ステレオビジョンLSIと同LSIを搭載した汎用視

覚処理モジュールの外観を図-3に，主要諸元を表-1
に示す。開発したLSIは，パターンマッチング処理，

特徴抽出処理，フィルタリング処理，カラー処理を

実行する専用の演算回路と，画像データ管理，外部

プロセッサインタフェースを1チップに内蔵した低

消費電力のLSIである。このステレオビジョンLSI
の基本処理の処理時間は，Core2 Duo（X6800，
2.93 GHz）によるソフト処理（OpenCVライブラ

リ）との比較においても，正規化相関によるパター

ンマッチングでは，約9倍の処理性能であることを

確認した。この性能は，先のFPGAプロセッサの

約5倍の性能である。ステレオビジョンLSIによる

処理結果を図-4に示す。コーナ抽出｛同図（a）｝で

は，画面内の3256の領域に対する処理を14 ms，線

分抽出｛同図（b）｝では，1064の領域に対する線

分の抽出と方位の計算を29 ms，ステレオマッチン

グ｛同図（c）｝では，2852の領域からのコーナ特

徴の抽出と，ステレオマッチング（視差0～63画
素）を27 ms，とフレームレート（33 ms）内で実

行できる性能を確認した。 

ステレオ2系統同期/非同期に対応 

 
 

（a）コーナ抽出 （b）線分抽出

（c）ステレオマッチング処理（左図：左カメラ，右図：右カメラ）
 

図-4 ステレオビジョンLSIによる処理結果 
Fig.4-Processing result of stereo vision LSI processor. 

 

 今後，自律制御技術の高度化に適用するほか，汎

用視覚処理モジュールとして，監視システム，FA
への適用など各種応用分野への展開を推進する。 

図-3 ステレオビジョンLSIと汎用視覚処理モジュール 
Fig.3-Stereo vision LSI and general purpose vision  

processing module. 
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む  す  び 

 本稿では，サービスロボットenonのショッピン

グセンタでの試行運用の状況とその結果を述べ，適

用可能性を示した。また，サービスロボットの適用

拡大のために進めているRSiの取組み，RSNP2.0の
概要について述べた。さらに，ロボットを自律動作

させるための重要な3次元視覚技術についても述

べた。 
 ロボットは，ネットワークを介することで，適用

範囲が拡大され，ネットワークを介したソリュー

ション展開が期待される。今後，ロボット本体の販

売だけでなく，ネットワークを介したロボットソ

リューションへの展開を図りたい。一方，ロボット

に適用されている視覚技術は，要素技術として，ほ

かの分野の適用も可能である。今後，視覚処理技術

の監視システムや人の行動分析などへも応用展開を

進めていく予定である。 
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