ゲームエンジンを用いた移動ロボット
遠隔操作手法の提案
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概要：本稿では，インターネットを介したロボットの遠隔操作を対象に，ソフトウェアプログラマが開発
する遠隔操作のための仮想環境と，ロボットが動作する現実世界を分離し，インターネット上に設置され

たサーバ上でこれらのマッピングを行う手法を提案する．ここでは，ゲームエンジンを利用し，仮想世界
の画像と，ロボットが撮影する実世界の画像の一致度合いにより，サーバ上でのマッピング処理を実現す
る．キャンパス案内サービスへの提案手法の適用方法を考察し，手法の有効性を検証する．

1. はじめに

を介したロボットの遠隔操作を対象に，ソフトウェアプロ
グラマが開発する遠隔操作のための仮想環境と，ロボット

スマートフォンやタブレットを中心としたモバイル端末

が動作する現実世界を分離し，インターネット上に設置さ

の普及と，それらを活用した SNS などの各種サービスの

れたサーバ上でこれらのマッピングを行う手法を提案して

普及が著しい．これらのモバイル端末は，GPS や加速度セ

きた [1][2]．ここでは，ロールプレイングゲーム風の操作画

ンサ，ジャイロスコープ，カメラなどの多くのセンサを具

面を利用し，サーバ上に実装されたマッピング機能を介し

備しており，ユーザの利便性を向上するサービスの実現に

て，実環境のロボットを操作した．実世界とのマッピング

寄与している．これらセンサから収集される情報は，実世

は，ロボットが移動する通路をマス目に区切り，ロボット

界での事象を反映したものであり，データの分析，活用が

を双六方式でマス目に沿って移動させることにより，自己

期待されている．一般的な家電製品でも，スマート家電と

位置（滞在するマス目）を決定している．このマッピング

呼ばれる製品が出荷されるようになってきており，センサ

機能を利用することにより，ソフトウェアプログラマは，

情報を活用した低消費電力化やネットワーク接続による外

仮想環境（操作画面）を構築するだけで遠隔操作サービス

部からの制御等が実現されている．

を提供可能になった．しかし，この手法では，環境側への

ロボット工学の分野においても，家庭用を始めとした実

マス目（マーカ）の設置が必要であり，位置推定の精度を

用的なロボットが登場してきており，家電同様，制御の対

上げるためにはより多くのマーカが必要になるという問題

象として意識されるようになってきた．このとき，各種

があった．

サービスの開発は ICT 分野のソフトウェアプログラマが担

本稿ではこの問題を解決するために，ゲームエンジンを

うと考えられるが，そこには問題が存在する．ロボットの

利用し，仮想世界の画像と，ロボットが撮影する実世界の

遠隔操作では，遠隔地において現実世界におけるロボット

画像の一致度合いにより，サーバ上でのマッピング処理を

の位置決め（座標と姿勢の推定）を行いながら，目的地ま

実現する方式を提案する．既存手法では，仮想環境の構築

でロボットをナビゲートする必要があり，物理的な制約，

にロールプレイングゲーム風の操作画面を利用したが，提

環境の影響等，ロボット工学に関する知識が必要になるこ

案手法では，ユーザインタフェースの記述性に優れ，高い

とである．これはソフトウェアプログラマには困難な場合

環境シミュレーション構築能力を持つゲームエンジンを活

が多い．インターネットを介した遠隔操作では，これらに

用して仮想環境を構築する．このとき，ゲームエンジン内

加えて，ネットワーク遅延の問題も考慮する必要がある．

では，オブジェクトの位置を一意に決定できる絶対座標が

このような背景から，我々はこれまで，インターネット

存在するとともに，オブジェクトの動作は物理的な制約を
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受けない（指定したとおりに移動する）
．一方，現実世界の
ロボットは，スリップやタイヤの微妙な径の違いによる偏
差が発生し，長距離移動時にはこれが蓄積してしまう（目

的地に到達しない）．提案手法では，この補正を画像の一
致度合いにより行う．
なお，本稿では，ロボットの遠隔操作の中でも特に，ロ
ボットによる遠隔地の案内サービス（観光地，博物館，大
学など）を考察対象とする．ロボットの遠隔操作には，災
害救助，宇宙空間での作業，見守りサービスなど様々な種
類が存在し，作業の種類により，要求機能，性能等が大き
く異なるためである．災害救助等では，未知の環境におけ
るロボットの操作が必要になるが，案内サービスの場合，
事前に案内地の情報を十分に蓄積しておくことが可能であ
る．そのため，提案手法では，事前にゲームエンジンによ
り環境のモデリングを行う方式を採用した．
図 1 対象とするロボット

Fig. 1 A target robot.

2. 関連研究
2.1 ロボットの遠隔操作に関する研究

System[7] などがある．ここでは，ロボットにより撮影さ

ネットワークを介してロボットを遠隔操作するシステム

れた周辺環境の画像データをあらかじめサーバに蓄積して

としては，これまで様々な提案が行われてきた．テレオペ

おき，仮想環境（CG）として生成された画像と比較を行う

レーションと呼ばれる技術では，複数視点のカメラやセン

ことで，視覚移動用ロボットのシミュレーションを実現し

サ情報を利用し，遠隔地のロボットを制御する様々な技術

ている．ロボットのナビゲーションへの適用可能性も示さ

が開発されている [3]．また，テレイグジステンスと呼ば

れているが，計算機環境等が限定されており，容易に導入

れる一連の研究では，操作者にロボットの視覚や聴覚など

可能な手法にはなっていない．

の情報を提示し，あたかも自身の体のように感じさせる遠
隔臨場感を提供することで円滑な操作を実現している [4]．
いずれの研究も，遠隔地の状態をいかに忠実にネットワー

2.3 ロボットの測位に関する研究

ロボットが実環境で移動するためには，何らかの方法で

ク上に再現するかに注力している．提案手法では，操作す

自己位置を把握する必要があり，これまでも様々な手法が

る側と操作される側を分離し，そのマッピング方式を提案

提案されてきた．例えば，無線 LAN の電測情報から位置

するため，これらの研究とは考察対象が異なる．

を推定する手法 [8] や，ランドマークデータベースを用い

2.2 仮想環境を利用したロボット制御に関する研究

提案手法では，ゲームエンジンを利用し，遠隔操作用の

たカメラの位置・姿勢推定手法 [9] などである．近年は，

SLAM[10][11]，Visual SLAM[12] 等を用いて自己位置推定
と同時に環境地図を構築する手法も多く利用される．いず

仮想環境を構築するが，ロボット制御のための仮想環境や

れも周辺環境に左右されやすく，万能な手法は存在せず，

シミュレータについても，多くの研究が存在する．例えば，

用途に応じて適切な手法を採用する必要がある．本稿で

ロボット自身の動作のシミュレーションや行動計画の作成

は，あらかじめ環境側のモデリングが可能であるという前

を行うためのツールが提案され [5]，広く利用されている．

提条件の下，ロボット内での処理をできるだけ少なくする

ゲームエンジンを利用したロボットのシミュレーションと

方式を採用している．

しては，RoboCup

Rescue*1 のシミュレーション部門で利

用される Epic 社の UnrealEngine*2 などがあり，開発者は
アプリケーションやアルゴリズムの開発に専念することが

3. 提案手法

できるようになっている．近年はこれらを支援するライブ

3.1 想定環境

ラリ [6] も提供されている．ただし，これらの研究は，ロ

本稿では，インターネットを介した移動ロボットの遠隔

ボットの動作自身をシミュレートし，ロボット開発に利用

操作，特に案内サービスを対象に，ゲームエンジンで生成

することを目指しており，操作のためのインタフェースに

される仮想環境と，実世界でのロボットの動作をマッピン

仮想環境を利用するという本稿の立場とは異なる．

グする手法を提案する．まず，考察対象となるロボット，

本稿と同様，仮想環境が生成した画像をロボットの制御

ゲームエンジン，モデリング対象，仮想環境について説明

に適用する研究も行われており，例えば View Simulation

する．

*1

3.1.1 ロボット

*2

RoboCup: http://www.robocup.or.jp/
UnrealEngine: http://www.unrealengine.com/jp/

本稿では，入手が容易な簡易型ロボットとして，iRobot

図 2 ロボットの移動

Fig. 2 Moving of a robot.
図 3 ゲームエンジンによるモデリングのイメージ

社の Roomba と Android タブレットを組み合わせた移動

Fig. 3 A modeling image using a game engine.

ロボットを想定する．ロボットのイメージを図 1 に示す．
ここでは，シリアル通信で接続されたタブレット PC によ

特に，CPU/GPU で行う物理計算に特化したサブシステム

りロボットをコントロールする．具体的には，USB-Serial

は物理エンジンと呼ばれ，ゲームで使われる各オブジェク

変換デバイスを利用し，Roomba Open Interface（ROI）を

トに物理法則を適用することによりゲームのリアリティ向

介して制御を行う．環境側の画像の取得には，タブレット

上に寄与している．

内蔵のカメラ（図 1 においてロボットの内側に配置された

最近では，入出力のレスポンスや表現力の向上が著し

背面カメラ）を利用し，インターネットを介したサーバへ

く，提案手法における画像比較処理のリファレンス画像を

の接続には，タブレット PC の WiFi 機能を利用する．

リアルタイムに生成可能である．ゲームエンジンは，元々

物理的な移動に関しては，車軸の回転数を計測するエン

ファーストパーソンシューティング（FPS）用に開発され

コーダなどは搭載せず，前後の移動はそれぞれのモータを

ており，ゲームで操作するキャラクタをロボットに置き換

同方向に，旋回は左右のモータに逆方向のスピードを与え

え，キャラクタが活躍するゲーム内環境を案内サービスの

ることにより実現する．Roomba の車輪の配置を図 2 に示

対象エリアと定義すれば，ロボット操作のフロントエンド

す．ロボットの移動方向とモータの回転方向には注意が必

環境と成り得ることが理解できる．
本稿では，ゲームエンジンとして Unity*3 を用いる．

要である．左右それぞれのモータは相対するように配置さ
れているので，モータの回転方向とロボットの進行方向は

Unity による環境モデリングのイメージを図 3 に示す．

逆になる．具体的には，左右のモータの速度をコマンドと

3.1.3 モデリング対象

して与えることになる．左モータの速度を vL ，右モータの
速度を vR としたとき，以下のようになる．
移動の開始：vL = vR （vL > 0, vR > 0）

提案手法では，ロボットが動作する環境をモデリングす

ることになる．ユーザ向けに提供されるサービスの情報
（博物館における展示物の案内情報など）だけではなく，地

移動の停止：一定時間後に同時に vL = 0, vR = 0

形や建物内の部屋，廊下の長さ，天井の高さ，窓枠の大き

ブレーキ：vL = vR （vL < 0, vR < 0）

さなどの幾何学的な情報が含まれる．具体的なモデリング

旋回：同時に vL = −vR または −vL = vR

対象を以下に示す．

旋回に関しては，単位角をあらかじめ設定しておくことに
より，回転しすぎを防止する．

フィールド： ゲームエンジン内でロボットを動作させる

領域を指す．床と壁の要素で構成されており，ロボットが

3.1.2 ゲームエンジン

前後左右に移動できる環境である．各辺には壁を立て，ロ

するため，ここで対象となるゲームエンジンについて概要

通路と部屋を構成することができる．

を説明する．ゲームエンジンはビデオゲーム開発に特化し

物理特性： 実世界をモデリングする場合は，各要素に物

提案手法では，仮想環境の構築にゲームエンジンを利用

たフレームワークであり，ビデオゲームの効率的な開発を

ボットがそれ以上進まないようにする．床上に壁を立て，

理特性を持たせる必要がある．床には重力と反発係数を，

目的としている．ビデオゲームに必要な入力・処理・出力

壁には反発係数を設定する．これらはゲームエンジン内に

の各機能を抽象化することにより，機種の違いを吸収し，統

あらかじめ定義されたパラメータとして設定する．

一的な開発・操作環境を提供している．各種のグラフィッ

光源： 光があたる角度や強さの設定を行うことにより，

クサブシステム（ビデオカード）やサウンドなどの AV シ

視覚情報をシミュレートすることができる．窓からの光に

ステムの取り扱いや，ビデオカードに演算処理をオフロー

時間変化を付けることにより，外来光をシミュレートする

ドさせる GPU のフロントエンドとしての役割も果たす．
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Unity: http://unity3d.com/

ことも可能である．

tS0 – tF0

操作オブジェクト： ユーザが操作するオブジェクトを定
義する．本稿では対象ロボットである Roomba を定義する
（図 3 参照）．オブジェクト自身にも物理特性を与える．
カメラ： ゲームエンジン内のフィールドを自由な角度で
見ることができる．

イベント： 操作オブジェクトが指定した地点に到達した

Key - action

ときに発生するイベントを定義することができる．

3.1.4 仮想環境

モデリングの結果，実環境と同じスケールで仮想環境が

生成される．この結果は，各プラットフォーム（Windows，

MacOS，Linux，iOS，Android）で実行可能なアプリケー

Stop: tS0

Forward:
tF0
図 4 状態遷移の例

Fig. 4 An example of state transition.
表 1 シナリオの例

Table 1 An example of an scenario.

ションソフトウェアとして提供され，遠隔操作を行うユー

Event

ザの端末上と，サーバ上で同時に実行される．ただし，サー

Forward

00:04.00

Right

00:01.00

Forward

00:05.00

バ上のゲームエンジン内のカメラは固定し，実世界で動作
するロボットのカメラと同じ画像を取得する．ユーザ端末

...

上では，仮想的なロボットを自由に移動できる他，操作し
やすいカメラアングルを自由に選択することができる．
仮想環境中でのロボットの移動は，自身が持つ座標に，
単位時間あたりの移動量をインクリメント/デクリメント
し，最終的にその座業をフィールド座標にマッピングする
ことにより行われる．方向転換は，実ロボットと同様の旋
回方法をモデリングし，オブジェクトそのものを旋回させ
る．旋回させた方向がロボットの進行方向になるので，ロ

Time

...

（vwImage）を生成する

( 2 ) 同時に，実環境上のロボットの行動計画（モータ回転
時間）を作成し，ロボットに送信する

( 3 ) 実環境上のロボットが取得した画像（rwImage）をサー
バに送信する

( 4 ) vwImage と rwImage を比較し，実ロボットに位置補
正命令を送信する

ボットに与えた旋回角から，ロボットの座標を決定する．
これらの演算には，ゲームエンジン内で定義されている

Domain Specific Language（DSL）を用いる．
3.2 手法の概要

3.3 処理のフロー

本節では，具体的な処理のフローについて説明する．こ

こでは，遠隔地のロボットを移動させる方法として，2 種
類の移動を考える．一つはユーザからの移動要求に対する

提案手法では，仮想環境，実環境ともに，ロボットは 2

同期制御に相当する逐次移動であり，もう一つは非同期制

つの状態を持つと仮定する．停止状態と移動状態（前進，

御に相当する自律移動である．仮想環境内では，興味のあ

右旋回等）の 2 種類である．停止状態から移動状態への遷

る地点の周辺を手動で探索する処理と，ある地点を指定し

移は，ユーザからの移動要求がトリガとなり，移動状態か

て自動で移動する処理を組み合わせることが一般的である

ら停止状態への遷移は，ユーザからの停止要求またはシス

と考えられるためである．どちらの移動方法でも，基本的

テムからの停止要求がトリガとなる．トリガの発生時刻は

には前述したステップに従い処理が行われるが，自律移動

ユーザ端末上で記録され，移動状態の滞在時間をサーバに

の場合は，指定された地点への経路は，サーバ上で作成さ

送信することで，サーバ上で実環境のロボットの行動計画

れる．以下，それぞれについて説明する．

を作成する．

3.3.1 逐次移動

例えば，停止状態にあるロボットが，時刻 tF 0 に Forward

逐次移動の処理フローを図 5 に示す．逐次移動では，1

命令を受けて移動状態に遷移し，時刻 tS0 に Stop 命令を

回の状態遷移が終了するとシナリオがサーバに送出され，

受けて停止状態に遷移した場合の例を図 4 に示す．このと

そのシナリオを基に生成されたロボット制御命令がロボッ

き，ユーザ端末上では tF 0 と tS0 が記録され，サーバには

トに送出される．その後，レンダリング画像とロボットカ

移動状態（Forward）が tS0 − tF 0 の間続くというシナリオ

メラで取得した画像を比較し，位置補正が行われる．

が送信される．なお，ここでは 1 回の遷移の例を示してい

るが，複数回の状態遷移をまとめて 1 つのシナリオとする

3.3.2 自律移動

自律移動の処理フローを図 6 に示す．自律移動では，指

ことも可能である．複数回遷移のイメージを表 1 に示す．

定された地点までの移動のシナリオをサーバ上で生成し，

その後の処理は，以下のステップに従い実行される．

それを順番にロボットに送出していく．レンダリング画像

( 1 ) シナリオに基づき，サーバ上のゲームエンジンが画像

とロボットカメラで取得した画像の比較は，状態遷移の単
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図 5 逐次移動の処理フロー

Fig. 5 Process flow of sequential move.
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図 6 自律移動の処理フロー

Fig. 6 Process flow of autonomous move.

位ごとに行われ，その都度位置の補正が行われる．

3.4 マッピングの手順

仮想環境のロボットと実環境のロボットのマッピングは，

レンダリング画像（vwImage）とカメラ画像（rwImage）の
比較によって行う．マッピングの手順を図 7 に示す．リ
ファレンス画像と比較し，オーバラン/手前で止まった/向
きの違いを検出し，ロボット制御コマンドを生成する．

4. サービス例
4.1 ROCS
提案手法の適用例の一つとして，我々がこれまで研究を
進めてきた Remote Open Campus System（ROCS）[13]
を考える．ROCS は，ロボットの遠隔操作を用いた大学案
内サービスであり，遠隔地のユーザが，インターネット経
由でサーバに接続し，そのサーバに接続されているカメラ
を搭載したロボットを操作して，学内の見学を可能にして

vwImage

rwImage

vwImage

Image&
comparison&
dDistance

dDistance = +500mm

rwImage

Image&
comparison&
dAngle

dAngle = 0 deg

Robot&Adaptor&for&Roomba&
図 8 ROCS のシステム構成

Robot specific commands (ROI)

Fig. 8 System architecture of ROCS.

図 7 マッピングの手順

Fig. 7 Mapping procedure.

いる．場所（図書館，実験室等）に応じて案内や各種のイ
ベントを起動できるサービスも提供している．ROCS のシ
ステム構成を図 8 に，インタフェースのイメージ図 9 に
示す．

Danger!!

提案手法では，ゲームエンジンを用いて仮想環境の構築

Danger!!

を行うが，ROCS の案内対象となる大学のキャンパスを

Danger!!

ゲームエンジンでモデリングすることはそれほど難しいこ

SPEED 10km
Battery 78%

とではない．これまでも事前に地図を用意する必要があっ
たので，この作業をモデリング作業に代替させることが考
えられる．ある場所に到達したことによって発生するイベ

MAP
North Head

MAX SPEED

図 9 ROCS のインタフェース

Fig. 9 User Interface of ROCS.

ントについても，ゲームエンジンが機能として保持してい
るため，それを利用可能である．以下に ROCS に提案手法

トの移動はユーザがユーザ端末を通じて入力した操作を基

を適用した場合の，処理の流れを示す．

本とし，サーバとロボットの連携・調整により実現される．

( 1 ) ROCS のアプリケーションを Android タブレット等，

この操作は仮想環境とは分離して行われるため，ユーザや

ユーザ端末にダウンロードする

( 2 ) アプリを起動すると，ユーザ端末上にゲームエンジン

ソフトウェアプログラマから実世界処理を隠蔽したいとい
う，当初の目的を達成できると考えられる．

の画面が表示される

( 3 ) ユーザは，画面内のロボットを操作する．このときカ
メラを調整することにより，視線を適宜変更すること
ができる

5. おわりに
本稿では，ゲームエンジンを用いて仮想環境を構築し，そ

( 4 ) 仮想世界での操作はシナリオとして記録される．実世

の中で動作させる移動ロボットと実環境で動作するロボッ

界のロボットは，仮想環境中のロボットの動作が停止

トの制御をマッピングする方式を提案した．特に，ユーザ

した時点で移動を開始する

からの操作を仮想環境内で完結させることにより，実世界

( 5 ) ユーザからの指示により，仮想環境とライブカメラの
映像の切替も可能である

で動作するロボットが受けるノイズや物理的な制約を隠蔽
し，ロボット工学の知識を持たない一般ユーザや ICT 分野
のソフトウェアプログラマでも，容易にシステムの利用，

4.2 考察

構築が出来る方式を考察した．

ゲームエンジンで作られた仮想環境は，ユーザやロボッ

今後，提案手法の実システムへの実装を進め，有効性を

トに対して入力の遅延やスリップなどの不確実性を伴っ

検証していく予定である．案内サービスとしてのユーザビ

た外的要因が起こりえない理想的な環境である．提案手法

リティの他，性能評価も行う予定である．提案手法では，

は，この理想環境を可視化しユーザに提示できるので，遠

逐次移動の場合は，ユーザが操作を行ってから 1 回の動作

隔操作における操作性の向上が期待できる．また，ロボッ

分遅れて実環境でのロボットが動作するが，距離に応じて

ユーザの待ち時間が長くなってしまうという問題がある．
遠隔操作におけるネットワーク遅延の影響はなくなるが，
意図的に挿入した遅れについて，ユーザの許容範囲につい
て評価を行う必要があると考えている．
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