
は じ め に

我が国において， 年代後半から始まったロボッ
トブーム， 年代のユビキタスネットワークに関す
る技術革新は目覚ましいものがある．ロボットではホン
ダの 足歩行ロボット P ，ソニーのペットロボット
AIBOなどがロボットブームの火付け役となった．ユビ
キタスコンピューティング技術も Mark Weiser が提唱
した概念（ ）の時代から，光ブロードバンドへの利用拡大，
携帯電話の急速な普及，小形無線タグリーダ，加速度セ
ンサなどの超小形デバイスなどの技術革新によって，実
際に我々が利用できる時代になった．このユビキタス
ネットワーク技術は，サイバー空間だけでなく実環境や
人の内的情報も扱えるため，ロボット技術との親和性が
増してきた．このような流れから，ネットワーク技術と
ロボット技術を融合するネットワークロボットの考えが
生まれた．
ここでは，本特集記事への導入として，ネットワーク

ロボットという考えが生まれた背景，ロボットの タイ
プ，技術課題，国内外の最新動向などを紹介する．

ネットワークロボットが生まれた背景

ロボットの技術課題とは

ロボットに対する潜在的ニーズは人によってまちまち
だが，近い将来，ロボットが生活の必需品になるのは間
違いないだろう．例えば，携帯電話のボタンや PCのキー
ボードは入力しづらいと感じる人はいまだに多く，ロ
ボットに話しかけるだけで必要な情報提供や物を運ぶ
サービスをしてくれれば，便利だと感じる生活シーンは
たくさんある．しかしながら，これを実現するには多く
の課題が残されている．ロボットはセンシング機能，コ
ミュニケーション機能，アクチュエーション（用語）機能な
どを装備している．センシング機能では，混雑した雑音
下の音声認識が難しい．コミュニケーション機能では，
対話行動パターンのバリエーションが少ないために，す
ぐに飽きがくるものが多い．アクチュエーション機能に
ついても，途中で動きが止まると，その原因が何か，次
にどうすればいいのか，ユーザには分かりづらいシステ
ムになっていた．これらの課題を解決する新しいアプ
ローチが望まれていた．

トリガとなった先駆的な研究

ネットワークロボットという考え方は 年
にかけて，総務省で実施した「ネットワークロボットに
関する調査研究会」の議論を通じて，その骨子が出来上
がった（ ）．しかしながら，それ以前から，ネットワーク
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1.

ネットワークロボットとは，ネットワークとロボットが融合した複合語である．ネットワークロボットでは，単体の

ロボットだけでなく，環境にあるカメラや無線タグリーダ， GPS，サイバー空間のキャラクタエージェント，ウェアラ

ブルコンピュータなどもロボットの一種と考え，これらが協調・連携して，単体ではできないロボットサービスを実現

することを目指している．現在までに，異種ロボットがネットワークに接続できるロボットプラグアンドプレイ技術，

親しみやすい会話で人々に合った情報を提供するロボット対話技術などが開発され，単体ではできない対話サービスを

実現できることが実証実験で確かめられつつある．ここでは，ネットワークロボットの考えが生まれた背景，あるべき姿，

技術課題，国内外における最新動向などを紹介する．
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ロボットの発想につながる先駆的な研究があった．佐藤
ら（東大）は 年以来，ロボットのセンシング機能，
アクチュエーション機能を部屋全体に拡張した「ロボ
ティックルーム」（部屋がロボットという考え方）を提
案していた（ ）．石黒らは，全方位カメラを研究室や京都
市街の定点観測箇所に設置し，携帯端末等からカメラに
アクセスし，それぞれ，研究室内や市街の様子を見るこ
とができる「知覚情報基盤」の研究を行っていた（ ）．人
がその場に行かなくてもロボットの目を遠隔から操作で
きる点が興味深い．同様にテレイグジスタンス（遠隔操
作）やテレサージェリー（遠隔手術）などもネットワー
ク技術との融合例として興味深い．
バーチャル世界でも，このアバタ（仮想身体）やキャ

ラクタエージェントを実世界の空間内に登場させ，実世
界と仮想世界がクロスオーバする実世界指向インタ
フェースの研究が進められていた．この仮想世界のリ
ソースをロボットのいる実世界でも利用できる可能性が
出てきた．
ウェアラブルコンピューティング技術も小型化が進展

し，腕輪，下着，体内埋込センサなどを用いて，人の内
的情報（心拍数，呼吸数，血圧など），外的情報（体の
位置，姿勢など）を計測できるようになっていた．

ロボット定義の拡張

これらの先駆的な成果から，ネットワーク技術とロ
ボット技術の融合は，人間がその場に行かなくてもロ
ボットが代行してくれる，実環境やサイバー空間の情報
を補うことで単体ロボットの機能向上が図れる，などの
可能性が出てきた．一方，ビジョンセンサ，アバタ，ウェ
アラブルセンサなどは知能化システムの一種であり，ロ
ボットとは無縁であると考えられてきた．様々なコン
ピュータがネットワーク化することでWeb のような新
しい情報流通が起きたのと同様に，これら知能化システ
ムが，ネットワークによって既存のロボットと相互連携
できるようになると，単一の知能化システムではできな
かったサービスを実現できるようになるという利点も出
てくる．このような事例を統合することによって，新し
い市場創出やロボット技術の向上をねらって，ネット
ワークロボットの考えが生まれた．

ネットワークロボットとは？

ネットワークロボットの定義

ネットワークロボットとは，異種ロボットがネット

ワークを介して協調・連携して，単体ではできないサー
ビスを実現するロボットである．
ネットワークロボットからなるシステムには，以下の
構成要素が含まれている．

・ ソフトウェアとハードウェアの機能を持った，少
なくとも 台の物理的なロボットを含む．
・ 物理的なロボットは自律能力を持つ．
・ このシステムでは，ネットワークを介して，環境
センサや人と協調・連携することができる．
・ 物理的なロボット以外に，環境にもセンサやアク
チュエータが点在している．
・ 人とロボットのインタラクションができる．

ネットワークロボットのあるべき姿

前記の調査研究会のまとめでは，ネットワークロボッ
トは，人に，わくわく感，当たり前感，安心感を与える
ロボットで，次のような将来イメージを挙げている（ ）．

・ 実世界と仮想（サイバー）世界とを融合して，人
に新しい価値観，インパクト（わくわく感）を与え
てくれる．
・ ネットワークロボットのプラットホーム上では，
アプリケーションソフトがニーズに応じて自在に流
通・追加することができる．
・ 親しみの持てるヒューマンインタフェース（当た
り前感）を実現して，人の意図，感情が理解できる．
・ 自在に最適なネットワークを選択し，共通知識
ベースやソフトウェアライブラリなどにアクセスし
て，情報や知識を共有できる．
・ ローカルなルールに柔軟に対応し，プライバシー
やセキュリティを守ってくれ，ユーザが安全で安心
にネットワークを利用できる（安心感）．

ネットワークロボットの タイプ

及び の議論を反映して，多様化するロボット
を ビジブル， バーチャル， アンコンシャスの 種
類に分類して，ロボットの概念を拡張した（ ）．
図 に示すように，ビジブル（実在）型は姿形のある

ロボットで，人間形（ヒューマノイド），ペット，ぬい
ぐるみ，アンドロイドなど，目，首，腕，脚などの身体
性を持つ．ビジブル型は人の名前，問いかけなどを実体
のある腕や首がジェスチャを交えて親しみやすく話しか
けるメディアという点が携帯電話や PC と大きく異な
る．自律動作または遠隔操作などを併用して情報提供，
道案内・誘導などのサービスを行う．バーチャル型は
ネットワーク上のサイバー空間やバーチャル空間の中で
活動するロボットで，携帯電話，パソコン，ディスプレ
イ上のキャラクタエージェント，セカンドライフのアバ
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■ 用 語 解 説

アクチュエーション モータの回転，スピーカの音出力，
ライトの点滅など，機械などが実空間に作用すること．

■
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エレベータのように壁の中のスピーカを鳴らして人に情
報を提供することができる．
これらを組み合わせると，例えば，ロボットや人の周
りの情報（ロボットが 階にいた場合の 階の情報など）
をアンコンシャス型が観測して，その結果をビジブル型
に情報提供する．ビジブル型が空いていない場合は，ア
ンコンシャス型が近くの壁内のスピーカを鳴らして情報
を提供することも可能である．バーチャル型がインター
ネット情報（例えば天気）を検索して，その情報を基に

タなどが CGによってジェスチャを交えて話しかける．
スピーカを鳴らして話すこともアクチュエーション機能
の一つと考える．エージェントは携帯端末・電話や情報
家電のシンボルとして登場し，音声対話をしたり，操作
命令を受け付ける．アンコンシャス型は，カメラ，レー
ザレンジファインダなどの環境センサ群，衣服や装身具
に埋め込まれたウェアラブルセンサなどとこれらを制御
する CPU が一体化したロボットである．さりげなく人
を見守り，他タイプのロボットに情報を送信することや

図 ネットワークロボットの タイプ

表 ネットワークロボットの技術課題（ ）

技術課題 詳細な技術課題

ネットワークシステム技術
・ネットワーク・ロボット共通システム技術（ロボット相互間連携技術等含む）
・自律協調ネットワーク技術（異種ネットワーク共通利用技術等含む）
・リアルタイム制御技術（遠隔制御技術等含む）

ロボットプラットホーム技術

・ロボットサービス管理技術（ロボット台帳技術，機能管理，知能化制御等含む）
・自律的行動蓄積技術（行動学習・検索等含む）
・高度ロボットコンテンツ流通技術（モーションメディアコンテンツ流通技術等含む）
・高機能データマイニング技術（情報要約，メタ情報の記述体系等含む）
・高度知的エージェント技術（P P を利用した知識流通プロトコル等含む）

アンコンシャスセンシング技術
・高度センシングシステム技術（環境状況理解・識別技術，ロバストネス向上等含む）
・位置特定技術（位置情報に基づく環境状況記述方法等含む）
・行動認識技術（状況記述フォーマット等含む）

ロボットコミュニケーション技術

・インタラクティブコミュニケーション技術（マルチモーダルデータの表現言語仕様等含む）
・高度対話技術（インタラクティブビヘービア記述方式等含む）
・多言語翻訳技術（対話向け知識表現言語等含む）
・ナビゲーション高度化技術（ナビゲーション用基本行動辞書等含む）
・体感型インタフェース技術（存在感対話技術，アバタコミュニケーション技術等含む）

ロボットセキュリティ認証技術

・高度認証技術（個人認証，権限認証，高度エージェント認証技術等含む）
・伝送情報保護技術（分散型符号化変換技術等含む）
・高度情報セキュリティ技術（ロボット連携プロトコル等含む）
・ロボットソフトウェア転送技術
・耐タンパ技術（ネットワークロボット用セキュリティポリシー等含む）

メカトロニクス安全性確保技術

・安全メカニズム技術（衝突回避技術，衝突時安全保障技術及びその評価技術等含む）
・安全性制御技術（人と物理的インタラクションを行う際の安全性を考慮した制御技術等含む）
・フォールトトレラント技術（復帰アルゴリズム等含む）
・高機能エネルギー供給技術（高効率燃料電池等含む）
・自律的動作制御技術（脚腕協調運動制御技術，自律的身体表現制御技術等含む）
・アクチュエーションシステム高度化技術（機構超小型化技術等含む）
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ビジブル型が人に情報提供する，など様々な連携サービ
スが生まれる．

技術課題

表 にネットワークロボットを実現するための技術課
題を示す．各ロボットは固有コマンドで動いているので，
ネットワークにこれらのロボットをつなぎ，協調・連携
するためには，ネットワークロボットのプラットホーム
が必要である．表 のネットワークシステム技術，ロボッ
トプラットホーム技術がネットワーク側にかかわる技術
課題である．ロボット側の課題としては，状況に応じた
対話を実現するために，人々の行動や環境状況を認識す
るアンコンシャスセンシング技術，親しみやすい対話行
動（音声とジェスチャ）を実現するロボットコミュニケー
ション技術が必要になる．人に安心感を与えるという意
味で，ネットワーキングにおけるロボットセキュリティ
認証技術，ビジブル型を中心とするロボット本体の安全
性にかかわるメカトロニクス安全性確保技術が必要にな
る．

諸外国のネットワークロボットの定義

韓国では日本の タイプとほぼ同様の概念を採用し，
ネットワークロボットという代わりに，URC（Ubiquitous
Robot Companion）と呼んでいる（ ）．
欧米でのネットワークロボットの対象範囲は日本と異

なる．欧州では，ビジブル型，アンコンシャス型
（ambient intelligence disappear ing computer など）は対
象に含むが，バーチャル型は対象から外している．これ
はロボット工学がいうアクチュエーション機能は実空間
だけを対象とするので，バーチャル型はロボット工学で
扱う内容ではないという見解である．EU では，バーチャ

ル型のエージェントの代わりに携帯電話などの無線通信
を利用することを前提にした欧州版ネットワークロボッ
トプロジェクトが推進されている．
米国 NSF（National Science Foundation）も 年か
ら 年にかけて日本，韓国，欧州などに調査団を派
遣し，Networked Robots などの世界動向を調査した（ ）．
この報告書では Networked Robots を次のように定義し
ている．やはりバーチャル型は入っていない．
「センサ，環境に埋め込まれたコンピュータ，人間と
連携することによって単体のロボットではできないタス
クをこなす複数ロボット」

国内の研究動向：総務省の研究プロジェクト

総務省のネットワークロボット技術に関する研究開発
プロジェクトは 年度から 年間の計画で， ATR，
NTT，東芝，三菱重工業，松下電器産業の 社が連携
して取り組んでいる．その目的は，ロボット単体に比べ
て，実世界認識や対話機能の大幅な水準向上を図るネッ
トワークロボット技術の基盤技術を確立することにあ
る．これまでに，次の二つの基盤技術が確立しつつある
（図 ）．

ロボットプラグアンドプレイ技術

第 は タイプのロボットがネットワークにつながる
技術，すなわち，ロボットプラグアンドプレイ（Robot
PnP）技術である．様々なタイプのロボットから上がっ
てくる W（When Where Who What）情報をプラッ
トホーム側が理解できるように， FDML（Field Data
Markup Language）と呼ばれる共通言語を用いる．各ロ
ボットは固有コマンドで動作しているので，接続ユニッ

図 総務省ネットワークロボット研究プロジェクト



ト（図 ）を通じて， FDMLに変換され，プラットホー
ムに情報が送られる（ ）．この W 情報は認証データベー
スにある，ロボット ID（図中「ロボットデータベース」），
ロボットを利用できる利用者 ID（図中「利用者データ
ベース」），サービスとしてあらかじめ用意してあるサー
ビス（図中「サービスデータベース」）の各認証データベー
スと照合して，対応するサービスを決定し，各ロボット
に送付して協調・連携サービスを実行する

高度対話技術

もう一つの基盤技術は，人々の行動や環境状況を認識
して，ロボットが状況に応じた対話行動（音声対話とジェ
スチャ）を行う「高度対話技術」である．これも大阪市
立科学博物館，近鉄学研奈良登美ヶ丘駅内，秋葉原，イ
オン高の原店などで実証実験を行っている（ ）． 年
月から 月に行ったイオン高の原の実験では，あらか
じめ実験に協力して頂いた参加者が無線タグ（ロボット
の携帯ストラップ）を持って来店し，ビジブルロボット
にそのタグを近づけることで，ロボットが参加者の名前
（ニックネーム）を呼び，続いて，ジェスチャを交えて，対
話履歴に基づいた店舗の道案内やお得な情報を提供した．

ユビキタスネットワーク技術との融合

総務省のユビキタスネットワーク技術の研究プロジェ
クトが開発したユビキタスデバイスとの接続実験につい
ても， CEATEC （ 年 月），秋葉原実証実験
（ 年 月）を実施した．電子タグプロジェクト（総
務省）が行っている個人情報の開示アクセス制御技術と
の連携する実験を秋葉原実験（ 年 月）で行い，

相互乗り入れがうまくいくことを確認している（ ）．

その他の国内動向

内閣府による環境情報構造化の共通プラットホームに
関するプロジェクトもネットワークロボットの典型例で
ある．長谷川らは，九州地区のアイランドシティにロボッ
トタウンの実証実験システム（町がロボット）を構築し
た（ ）．カメラやレーザレンジファンダを用いた家周りの
建物構造情報などを継続的に計測できる．西尾らは，け
いはんな地区（研究所エントランス）や大阪のユニバー
サルシティウォーク大阪（商業施設）に複数カメラやレー
ザレンジファインダ，無線タグリーダなどを敷設し，人
の位置と行動を計測するための環境情報構造化プラット
ホームを 年 月に構築した（ ）．このプラットホー
ムから，ビジブルロボットが人の位置や行動パターンを
読み取って，人に近づき，道案内や近くの店舗情報を提
供できる．大場らは，ものの計測を目的とした室内にお
ける環境情報構造化プラットホームを構築している（ ）．
これらについては，研究機関や企業，大学が実証実験や
フィールドマーケティング場所として利用できる体制を
整備することになっている．

海 外 の 動 向

韓国の動向

年 月から 月の か月間， 名の主婦にブ
ロードバンド環境と 種類のロボットを提供し，使い勝
手を実証実験した． 年 月からは， 人の主
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図 ネットワークロボットプラットホーム



婦とソウルとその近郊の幼稚園が選ばれ，ブロードバン
ド環境で 種類の移動ロボットを用いて，数か月にわた
る実証実験を実施した（ ）．実証実験の内容は大きく 種
類のタイプに分けられる．
第 のタイプは URCサーバ側のサービスが提供する

基本サービス（音声認識，テキスト音声変換，画像認識，
ロボット／個人認証等）と共通サービス（情報提供，エ
ンタテインメント，家のモニタと遠隔制御）である．
第 のタイプは，ロボット自身が提供するサービスで，
人の誘導，自動課金，自動掃除などである．その結果，
ロボットの機能の一部を外部サーバに分散することで，
ロボットそのものの構造を簡単にできること，日常必要
となるユーザサービスを今までよりも効果的に提供でき

ることが明らかになったという．参加者の満足度も高く，
家の監視・安全・日常エデュテイメントサービス，自動
清掃サービスについてはネットワークロボットにとって
最も適切なサービスではないかと感じている．参加者か
らは，価格 ドル以下でないと購入しないという意
見が多かった．

EU の動向

年から EU の EURON II（European Robotics Net
work）内に Research Atelier on Network Robot System

が創設され，バルセロナの街中を中心に欧州版のネット
ワークロボットプロジェクト URUS（Ubiquitous Net
working Robotics in Urban Settings）が 年 月か

ネットワークロボット最前線特集 ネットワークロボット概論

図 EU 版ネットワークロボット（URUS）プロジェクト（バルセロナ，スペイン）

図 EU 版ネットワークロボット（DustBot）プロジェクト（イタリアなど）



ら 年プロジェクトとしてスタートした（図 ）（ ）．現在，
フランス，イタリア，スイス，ポルトガル，英国，スペ
インなどの か国で研究が進んでいる．実証実験は
年から開始される．
もう一つは，イタリア，ピサ州のペッチョリー市で展

開し始めた DustBot プロジェクトがある（ ）．この市が
ごみの焼却施設を持ち，普段から道端にごみが放置され
ていて，高齢化対応，衛生面，道狭隘の問題を改善する
ことが急務であった．これらを解決策として，高齢者が
ごみを出す労力を改善するために，携帯電話で呼び出せ
ば，オンデマンドでごみを収集するロボット（DustCar t）
が取りにきてくれるロボットと，石畳の旧市街をいつも
衛生面を清潔に保つために，広場を清掃するロボット
（DustClean）を開発することを目的にしている（図 ）．

年までには，イタリアの他 都市，スウェーデン，
スペインなどで模範都市を設定して，DustBot を実用化
することを目指している．興味深い点は，ロボットの設
計に 年間の住民へのモニタ調査を実施して，分別ごみ
のロボットにはしゃべる機能を追加する，人の目玉に相
当するような顔を付けるなどの意見を取り入れた設計に
なっている点である．いかにもイタリアらしい施策であ
る．日本にもこのような住民の意見が反映されるデザイ
ンが必要なのかもしれない．

米国の動向

軍事，宇宙，情報家電関連で Networked Robots が進
展している．軍事では，複数の無人車が他の複数台から
収集した知能情報を基に遠隔操作によってプログラムを
書換え可能にして機能向上を図れる無人車を配備してい
る．ホーム家電ではセンサやネットワーク化が進んでい
る．米軍では大形の未来戦闘システムズイニシアティブ
が複数台の自律自動車を遠隔操縦するための研究が進め
られている．この自律自動車の究極のゴールはネット
ワークを介してユーザ一人で無人機，地上車，路面車，
水中機など複数台を操縦できることである．
IEEE Society of Robotics and Automation の中にも
年に Networked Robots に関する Technical Commit

tee（ ）が立ち上がっている．

お わ り に

ネットワークロボットの背景・定義・技術課題・技術
提案などについて概説した．ネットワークロボットはロ
ボット技術とネットワーク技術が融合することで，単体
ではできないサービスを実現するロボットである．今後
のユビキタス社会に重要な技術として利用されていくと
予想される．
本特集では，他稿に標準化動向や実証実験の詳細など

電子情報通信学会誌 Vol No

萩田 紀博（正員：フェロー）
慶大大学院工学研究科電気工学専攻修

士課程了．同年電電公社（現 NTT）武蔵野電
気通信研究所入所． NTT 基礎研究所， ATR
メディア情報科学研究所長などを経て，現在
ATR 知能ロボティクス研究所長．ネットワー
クロボット，コミュニケーションロボット，環
境知能，インタラクションメディア，パターン
認識などの研究に従事．工博．

が述べられているので，参照頂きたい．
謝辞 本稿の一部は総務省の研究委託により，実施し

たものである．

文 献

（１） M. Weiser, The computer for the twenty first century, Sci.

Am., vol.256, no.3, pp.94 10, Sept. 1991.

（２） 総務省「ネットワーク・ロボット技術に関する調査研究会」報
告書，平成 15年 7月．
http: www.soumu.go.jp s news 2003 pdf 030724 1 01.pdf

（３） 佐藤知正，“生活を支えるネットワーク知能機械─ロボティック
ルームの試み，”東芝レビュー， vol.56, no.9, pp.28 32, 2001.

（４） K.C. Ng, H. Ishiguro, M.M. Trivedi, and T. Sogo, An integ

rates surveillance system human tracking and view synthesis us

ing multiple omni directional vision sensors, Image Vis. Com

put., vol.22, no.7, pp.551 561, July 2004.

（５） H. Kim, Y. J. Cho, and S. R. Oh, Implementation and ap

plication of URC server framework, Proc. of Workshop on

Network Robot System at 2007 IEEE International Conference

on Robotics Automation (ICRA 07 WS), no.SF 2 5, pp.23

27, Rome, April 2007.

（６） G. Bekey, R. Ambrose, V. Kumar, A. Sanderson, B. Wilcox,

and Y. Zheng, International assessment of research and de

velopment in robotics, WTEC Panel Report, pp.73 79, U.S.A.,

Oct. 2005.

（７） ネットワークロボット最前線特集，信学誌， vol.91, no.5, May

2008.

（８） 長谷川 勉，“ロボットタウンの実証的研究，”第 8回計測自動
制御学会システムインテグレーション部門講演会，システムイ
ンテグレーションフォーラム「次世代ロボット共通プラット
フォーム技術」資料， pp.29 30, Dec. 2007.

（９） 西尾修一，宮下敬宏，神田崇行，山崎達也，萩田紀博，“施設内
外の人計測と環境情報構造化プラットフォーム研究の進捗状況
について，”第 8回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，システムインテグレーションフォーラム「次世
代ロボット共通プラットフォーム技術」資料， pp.13 14, Dec.

2007.

（ ） 大場光太郎，音田 弘，菅原隆行，大原賢一，李 在勲，冨沢
哲雄，梁 雪峰， H.M. Do，金 容植，金 奉根，谷川民生，
北垣高成，阪口 健，横井一仁，園山隆輔，“環境・作業構造の
ユニバーサルデザイン，”第 8回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 システムインテグレーション
フォーラム「次世代ロボット共通プラットフォーム技術」資料，
Dec. 2007.

（ ） A. Sanfeliu and J. Andrade Cetto, Ubiquitous networking

robotics in urban settings, Proc. of Workshop on Network

Robot Systems at 2006 IEEE RSJ Int. Conf. on Intelligent

Robots and Systems (IROS 06 WS), no.WS 5 3, pp.14 18, Beij

ing, Oct. 2006.

（ ） DustBot プロジェクト．
http: www.dustbot.org

（ ） IEEE Society of Robotics and Automation s Technical Com

mittee on Networked Robots.

http: faculty.cs.tamu.edu dzsong tc index.html

（平成 年 月 日受付 平成 年 月 日最終受付）


