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1. 概要 
通知Nodeとは、専用APIを実行することで、API経由でメッセージなどをNodeに受け渡すこ

とができます。 

2. API仕様 
APIの仕様は下記のとおりです。 
アクセスURI https://<ホスト名>:<ポート>/api/<バージョン>/<メソッド名> 

HTTPメソッド POST 

2.1.1 ホスト名 

API サーバのホスト名を指定します。具体的には以下のホスト名となります。  

● distribution.unibo.info 

2.1.2 ポート 
API サーバのポートを指定します。具体的には以下のポートとなります。  

● 16009 

2.1.3 バージョン 
API のバージョンを指定します。具体的には、v1を指定してください。 

●  v1 

2.1.4 メソッド名 
API のメソッド名を指定します。具体的には、下記のメソッド名になります。 

● distributions 

2.1.3 JSON形式データ（入力データ） 

JSON Key 型 サイズ 必須 説明 

targetSkillpackPackageName 文字列  ◯ パッケージ名 or nodeId を指定 

user 配列  ◯  

　identifier 文字列  ◯ gold_developer を入力 

　password 文字列  ◯ golddevunibo2017 を入力 

contents 配列    

　textMessage 文字列 500  任意の文字列を入力 
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3. 使い方 

3.1  サンプルコードのインポート 
下記のサンプルコードをインポートして、デプロイしてください。 
 
[{"id":"1b6f80f2d0.c6dd7c","type":"debug","z":"1b8f9da095.b60cc","name":"","active":true,"co
nsole":"false","complete":"true","x":477.5,"y":222,"wires":[]},{"id":"1b9d2cca7c.9d5d58","type":
"notification","z":"1b8f9da095.b60cc","name":"","version":1,"x":273.5,"y":222,"wires":[["1b263
2f1ed.38e8ee","1b6f80f2d0.c6dd7c"]]},{"id":"1b1fb807fa.3ac168","type":"speech","z":"1b8f9d
a095.b60cc","word":"","subtitle":"","name":"","edit":false,"version":1,"x":470.5,"y":380,"wires":[
[]]},{"id":"1b2632f1ed.38e8ee","type":"function","z":"1b8f9da095.b60cc","name":"","edit":"","fu
nc":"msg.word = msg.data.message;\nreturn 
msg;","outputs":1,"dummy":"1","noerr":0,"x":315.5,"y":381,"wires":[["1b1fb807fa.3ac168","1b6
f80f2d0.c6dd7c"]]}] 

 

3.2 NodeIdの確認 
デバッグするために、APIに必要となる通知NodeのNodeIdを確認します。 
確認方法は、下記の手順で行います。 

1. 通知Nodeをマウスで選択する 
2. 情報タブに表示されているIdがNodeIdに該当するので、こちらを控える 
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なお、通知ノードから出力されるmsgデータは下記のようなデータになります。 
 

JSON Key 型 説明 

data  パッケージ名 or nodeId を指定 

　message 文字列 testMessageに入っていた文字列 

　status 真偽値 成功したかどうか 
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3.3 通知ノードをデバックモードにする 
通知ノードの左側にあるボタンをクリックすると、デバックモードになります。 
なお、デバッグモードはスイッチを押して後、5分間のみ有効となります。 

 

3.4  APIを実行する 
通知ノードがデバッグモードとした上で、コマンドエディタやPostmanなどのツールを使

い、APIを実行してください。 
 
たとえば、「テスト」と喋らせる場合には、下記のようなcurlコマンドを実行します。 

 
curl -X POST \ 

  https://distribution.unibo.info:16009/api/v1/distributions \ 
  -H 'accept: application/json' \ 
  -H 'cache-control: no-cache' \ 
  -H 'content-type: application/json' \ 
  -d '{ 
  "targetSkillpackPackageName": "1b9d2cca7c.9d5d58", 
  "user": { 
    "identifier": "gold_developer", 
    "password": "golddevunibo2017" 
  }, 
  "contents": [ 
    { 
      "textMessage": "テスト" 
    } 
  ] 
}' 
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3.5 スキルパックとして使用する場合 
先程のアプリをスキルパック化して配布した上で、通知Nodeを実行させる場合には、下記

のような手順で行います。 
 

1. スキルパックを公開 or 非公開でユニボストアでスキルパック公開申請を行います 
2. ユニボストアで申請したスキルパックのパッケージ名を控える 

（申請後は、「スキルパックの更新」から該当スキルパックの「更新」より確認す

ることができます） 
3. 対象のスキルパックをユニボにインストールする 
4. APIのtargetSkillpackPackageName に、控えていたスキルパックのパッケージ名を

入力し、実行する 
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例えば、上記のように「com.unirobot.unibo.notification.test」というパッケージ名でスキル

パックを申請した場合には、下記のようなcurlコマンドとなります。 
 

curl -X POST \ 
  https://distribution.unibo.info:16009/api/v1/distributions \ 
  -H 'accept: application/json' \ 
  -H 'cache-control: no-cache' \ 
  -H 'content-type: application/json' \ 
  -d '{ 
  "targetSkillpackPackageName": "com.unirobot.unibo.notification.test", 
  "user": { 
    "identifier": "gold_developer", 
    "password": "golddevunibo2017" 
  }, 
  "contents": [ 
    { 
      "textMessage": "テスト" 
    } 
  ] 
}' 
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