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本研究課題の背景
（従来技術とその問題点）
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従来具体例
• 遠隔会議
• 出張の代行
• 在宅勤務

従来型テレプレゼンスロボット

既存のテレプレゼンスロボットは，既に米国で市場が立ち上がり
つつある．米国では，自宅で働く人が600万人以上存在しており，
そのような人に動くＴＶ会議システムとしてテレプレゼンスロボッ
トが売れている．調査会社の米ABIリサーチによると，テレプレゼ
ンスロボット市場は2016年末までに世界中で131億ドル（約1兆3300
億円）まで拡大する見込みという．図1に，2013年まで販売されて
いるテレプレゼンスロボットの代表例を示す．この代表例は，以下
の文献から抜粋したものである．

Annica Kristoffersson, Silvia Coradeschi, and Amy Loutfi, 
“A Review of Mobile Robotic Telepresence,” Advances in 

Human-Computer Interaction, Vol. 2013, Article ID 902316, 17 
pages, 2013. doi:10.1155/2013/902316.

既に実用化されているものには、
用途が右記、このため、日本にお
ける「介護者と離れて暮らす独居
老人」他の用途に必須の五感伝
達に問題があり、広く利用される
までには至っていない。
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・従来技術の問題点
テレプレゼンスロボットは，遠地にいるにも関わらず，現場にいるような感覚を相互に伝えるような臨場感を

与えるロボットである．
現 状）これまでのレプレゼンスロボットは，現場の視覚と聴覚を獲得し，再現することで臨場感を得ている．

問題点） 手による仕草は，伝達されていない．お互いのモニターには顔が映し出されているため，相手が，
その化身であるロボットに何をしているかを伝えられていない．例えば，お年寄りが孫をあやすような仕草は，
相手に伝達されない．次に，遠隔操作されたロボットから体を触られるというのは，遠隔操作により生じる時間
的遅延が少なからずあるため，安全性の面から問題がある．利用者に接触する部分にアクチュエータを導入
した場合，上述のように安全面の問題がある．

・発明の目的（発明の解決課題）
テレプレゼンスロボットに，触覚を得るセンサと感触を伝えるデバイスを装備させることで，安全な五感の臨

場感の本格度の向上を目指す．

・技術的説明（どの部分が発明か)
1）テレプレゼンスロボットに，利用者に安全な意思伝達用のデバイスを装備

通常は，アクチュエータに取り付けた回転角を取得するセンサ，またはアクチュエータにかかる負荷から握手
行為を推定する．今回の提案は，アームやハンド部にアクチュエータを装備せず，アームまたはハンド部分に
取り付けたセンサを用いることで，接触検知や同意を表す握手行為を検知させる．また，ハンド部に視覚デバ
イス（LEDなど）と触覚デバイス（振動）を装備させて，視覚と触覚で利用者に伝達させる．
2）テレプレゼンスロボットに，非接触で触覚を得るセンサと感触を伝えるデバイスを装備

非接触型の触覚センサと出力装置を装備させる．一例として，空中超音波振動子アレイによる方法がある．
この方法は，センシングと出力を一つのデバイスで実現できる．

新技術の特徴（概要）
（従来技術との比較）
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新技術の特徴（概要）

人と人をテレコミュニケーションでつなぐロボットを用い
て、遠隔の人々の五感対話を安全に行うため、非接触
で触覚をえるモードに変化する機能で、安全な五感臨
場感を得るテレプレゼンスロボットの提案

イ ンタ ー

ネッ ト



新技術の特徴（概要）
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1）テレプレゼンスロボットに，利用者に
安全な意思伝達用のデバイスを装備

通常は，アクチュエータに取り付けた
回転角を取得するセンサ，またはアクチ
ュエータにかかる負荷から握手行為を
推定する．今回の提案は，アームやハ
ンド部にアクチュエータを装備せず，ア
ームまたはハンド部分に取り付けたセ
ンサを用いることで，接触検知や同意を
表す握手行為を検知させる．また，ハン
ド部に視覚デバイス（LEDなど）と触覚デ
バイス（振動）を装備させて，視覚と触
覚で利用者に伝達させる．

2）テレプレゼンスロボットに，非接触で
触覚を得るセンサと感触を伝えるデバ
イスを装備.

非接触型の触覚センサと出力装置を
装備させる．一例として，空中超音波振
動子アレイによる方法がある．この方法
は，センシングと出力を一つのデバイス
で実現できる．

触覚センサ
非接触感覚伝達装置

触覚センサ

カ メ ラ センサ

表示 ロボッ ト アーム

振動センサ

安全な意図伝達と触覚共有を装備した
テレプレゼンスロボット



新技術の特徴（実装の一例）
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インターフェイス部

移動ユニット部

インターフェイス部
と

移動用ユニット部



新技術の特徴（実装の一例）
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お孫さん、息子さん
または

コールセンター 下部にＲＴＭ対応
制御用ＰＣ内蔵
移動ユニット

裏面に操作用
小型ＰＣ：ＮＵＣ

Sk
yp

eで
画

像
対

話

見守り
対象の

お年寄り

ＺｉｇＢｅｅ
入出力

ロボット操作
データ

と
ＺｉｇＢｅｅ入出力
データ（手振り
＆ＬＥＤ出力）

手振りデータなど
ＺｉｇＢｅｅの加速度センサ
で入力、さらに、先方ＬＥＤ出力

ＺｉｇＢｅｅ
入出力

裏面に操作用
小型ＰＣ：ＮＵＣ

小型ＰＣ：
ＮＵＣ内
の処理

ＬＥＤ出力



新技術の特徴（従来との比較）

（五感モーダル変換：動作＝＞ＬＥＤ）
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意図・ 触覚伝達フ ロー

テレプレ ゼンスロボッ ト B

意図・ 触覚伝達フ ロー

テレプレゼンスロボッ ト A

触覚センサ
検知

解析
・ 部位（ 頭頂， 頭右側面， 頭左側面）
・ 押す／撫でる／握手

送信
・ 部位（ 頭頂， 頭右側面， 頭左側面）
・ 押す／撫でる／握手

受信
・ 部位（ 頭頂， 頭右側面， 頭左側面）
・ 押す／撫でる／握手

非接触感覚伝達装置
出力）
・ 部位信号→出力部位の決定
・ 押す／撫でる→出力方向

イ ンタ ー

ネッ ト

カ メ ラ デバイ ス
顔位置の検知

カ メ ラ センサ
検知

OR

解析
・ 部位（ 頭頂， 頭右側面， 頭左側面）
・ 押す／撫でる／握手

送信
・ 部位（ 頭頂， 頭右側面， 頭左側面）
・ 押す／撫でる／握手

受信
・ 部位（ 頭頂， 頭右側面， 頭左側面）
・ 押す／撫でる／握手

非接触感覚伝達装置
出力）
・ 部位信号→出力部位の決定
・ 押す／撫でる→出力方向

カ メ ラ デバイ ス
顔位置の検知

振動センサ
検知

触覚センサ
検知

カ メ ラ センサ
検知

OR

振動センサ
検知

押す・ 撫でる　 or 握手

押す・ 撫でる

握手

意図伝達装置
出力）
・ ハンド 部LED点灯

押す・ 撫でる　 or 握手

押す・ 撫でる

握手

意図伝達装置
出力）
・ ハンド 部LED点灯

意図伝達（ロボットに握手）と触覚共有（ロボットに撫でるなど）の手順

握手などのノン
バーバルコミュ
ニケーションは
重要であるが、
遠隔をつなぐロ
ボットを通じて
のコミュニケー
ションでは、時
間遅れなどの危
険要素を含む。
この改善のため
に、非接触で触
覚をえるデバイ
スを装備し、接
触のモーダルを
非接触に変換し、
五感の対話臨
場感を実現する。



新技術の特徴（詳細）
（実証実験）
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イメージ写真にある“振動センサ
による握手検知”のみ実現）

実施例
ＶＴＲ
紹介

案内例
ＶＴＲ
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新技術の特徴（詳細）
五感の臨場感のある対話可能なテレプレゼンスロボット
を物理的駆動系なしに実現可能。

五感の臨場感のある対話可能なロボット機能を、顔の
スマートフォンと無線接続スマートウォッチ等による手で
実現可能

五感の臨場感のある対話可能なロボット機能を、顔のタ
ブレットPCと無線接続センサーIOの手で実現可能

デザイン
の

自由度
が増大スマート

デバイス



想定される用途（ネットワークへ）
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遠隔にいる人と人をつなぐ、安全なテレプレゼン
スロボットの実現

遠隔で見守りをおこなう、見守りロボット（見守り
コールセンター代理）

遠隔から案内をおこなう、案内ロボット（案内ボ
ランティア推薦ロボット）

ロボット並みの
本格度の高い
五感の身体性
を持ち、＆、ス
マホのように
ネットワークで
きる新デバイ
スの提案本格度の高い

「五感コミュニケーション」
が可能なネットワーク型
新ロボットデバイス



実用化に向けた課題
（企業に期待すること）

●実用化に向けた課題

現在、機能面では可能なところまで開発済んでいる。
しかも、機能要素を絞り、デザインの自由度が増えてい
る。しかし、

ロボットの身体性を感じる「五感に響くコミュニケーショ
ン」を具現化する

未来的なデザインの点が未解決である。

今後、このシンプルな機能構成で、普通のロボットとコ
ミュニケーションしているような、本格度の高い身体性
まで含む「五感コミュニケーションロボット」の未来デザ
インを模索して行っていく。
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シンプル
機構

未来
デザイン
必要

五感
コミュニ
ケーション



企業に期待すること
●大手キャリア各社；

ネットワークの新デバイスとなりえるため、

スマホに不慣れなお年寄りを支援する

ネットワークデバイスの普及がある。

介護、観光、異常事態時防災などコミュニティ形成の事業

化を見据えた連携、ソーシャルロボット技術に関する
共同研究

●防災・介護・観光などの分野の各社；

情報コンビニの新デバイスとなりえるため、このロボット
基盤の

情報推薦＆ボランティアマッチングに関する共同研究。

さらに、ロボット版LINEのような新展開が考えられる。

13



（１）既存技術及び技術分野
1）テレプレゼンスロボット

テレプレゼンスロボットは，既に米国で市場が立ち上がりつつある．米国では，自宅で働く人が600万人以上存在しており，そのような人に動くＴＶ会議システム
としてテレプレゼンスロボットが売れている．調査会社の米ABIリサーチによると，テレプレゼンスロボット市場は2016年末までに世界中で131億ドル（約1兆3300
億円）まで拡大する見込みという．図1に，2013年まで販売されているテレプレゼンスロボットの代表例を示す．この代表例は，以下の文献から抜粋したもので
ある．
Annica Kristoffersson, Silvia Coradeschi, and Amy Loutfi, “A Review of Mobile Robotic Telepresence,” Advances in Human-Computer 
Interaction, Vol. 2013, Article ID 902316, 17 pages, 2013. doi:10.1155/2013/902316.

2）握手機能を有するロボット
【参考】
2-1）ロボットと握手することによる，ロボットに対する抵抗感の低減
・神田崇行，今井倫太，小野哲雄，石黒浩, “人-ロボット相互作用における身体動作の数値解析,”情報処理学会論文誌, Vol.44，No.11, pp.2699-2709, 
2003.
・神田祟行, 石黒浩, 小野哲雄, 今井倫太, 中津良平, “人間と相互作用する自律型ロボットRobovieの評価,”日本ロボット学会誌, Vol.20, No.3, 
pp.1-9, 2002.
・神田祟行,石黒浩, “対話型ヒューマノイドロボットからの日常生活の中の友達関係の推定”，情報処理学会論文誌, Vol.41, No.6, 2000.
2-2）ロボットと接触することによる“セラピー効果”
・山岡久俊, 今井岳, 渡辺一郎, 中島亨, 古賀良彦, “認知症高齢者を対象とした親和的ロボットによるロボット・セラピー,”The 24th Annual Conference 
of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2010.

3）臨場感を与える技術
【参考】
3-1）非接触で触覚センシングと伝達
・星貴之,岩本貴之, 篠田裕之, ”空中超音波振動子アレイによる触覚提示,” ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2009, pp.1A1-A14(1)-1A1-
A14(4), 2009-05-25.
・星貴之,”非接触触覚ディスプレイによる手掌部への情報提示,” 日本バーチャルリアリティ学会大会論文集(CD-ROM) , Vol.16th pp.ROMBUNNO.34C-7

（２）この発明に近いと思われる特許または論文等。
1）Annica Kristoffersson, Silvia Coradeschi, and Amy Loutfi, “A Review of Mobile Robotic Telepresence,” Advances in Human-Computer 
Interaction, Vol. 2013, Article ID 902316, 17 pages, 2013. doi:10.1155/2013/902316.
2）神田祟行, 石黒浩, 小野哲雄, 今井倫太, 中津良平, “人間と相互作用する自律型ロボットRobovieの評価,”日本ロボット学会誌, Vol.20, No.3, 
pp.1-9, 2002.

関連する学術文献
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関連する知的財産権
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【知的財産権】
発明の名称 ：テレプレゼンスロボット

出願番号 ： 2014-216628

出願人 ：公立大学法人首都大学東京

発明者 ：山口亨 藤本泰成



お問い合わせ先
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首都大学東京 URA室
主任URA  柴田 徹

ＴＥＬ 042－677－2759

ＦＡＸ 042－677－5640

e-mail soudanml@jmj.tmu.ac.jp


