「エンタテインメントコンピューティングシンポジウム (EC2014)」2014 年 9 月

となりの INAMO:お互いを踏み台にしながら
ゴールを目指すパネル型ロボット群
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概要：集団でのあそびの場は, 仲間との協力や競争の中で生み出され, 発達していく. その中で, 参加者同士
は他の人の次の手 を予想し, それに対応するための手段を作り上げていく. このことは, 人と人の間だけに
あるものではなく, ロボット-人との間にも成り立つのではないだろうか. 本研究では, お互いにつながりな
がら, 相手を足場にして移動するパネル型ロボット群「INAMO」を構築している. 本発表では, 相互に「相
手を利用するか, 利用されるか」を競い合うことを特徴とする「INAMO」を介した遊びの場とその性質に
ついて議論する.

Tonari-no-INAMO: Panel-type Swarm Robots to Achieve Goal
With Cooperative and Competitive Strategies
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Abstract: In the playground, team members are cooperate/collaboration within their members, but simultaneously opposite-team execute the competitive behaviors toward success each other expectation. Throughout
the experienced in the context, each member is incrementally learning desired behaviors and coordination in
dynamic interactions to archive their goal and expectation. These executions are eﬃciently grounding among
the human-human interaction, because their expert in social interactions. How are they gradually grounding
those desired behaviors and coordination and why don t we determine those potentiality in human-robot
interaction. Since, in this study we developed panel type robots called INAMO that can be execute variety
of patterns and indication through its unique mechanism of fastened panel. Since, our motivation to explore
how human-robot ground their desirable behaviors and coordination in the competitive contexts.

1. はじめに
私たちは日常で様々な遊びを行っている. 積み木やパズ
ルのように達成感を味わうものもあれば, スポーツのよう
に競争を楽しむものもある. このような遊びは, 現実では味
わえないような楽しみを私たちに感じさせ, 時に休息を与
えてくれる. また, 子どもに限らず, 遊びは大人でさえも夢
中にさせてしまうような力を備えている.
ここでは, ロボットを用いた遊びについて考える. 今まで
のエンターテイメントロボットと呼ばれるものは, 人が一
方的にロボットで遊ぶことのみで成り立っていた. しかし,
このような作り込まれた反応しか返さないようなロボット
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Fig. 1 INAMO
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に対して, 人は最初楽しそうに遊ぶものの, いずれ飽きを感
じてしまう. 本来, 人と人が遊ぶ状況を考えると, そのよう
な一方的な関係ではなく, 相互に関わることが大切なよう
に思える. 筆者らは, ロボットと人の間に相互の「遊び⇔遊
ばれる関係」を生成し, 私たちが単にロボットで遊ぶだけ
ではなく, 時にはロボットに遊ばれるようなコンテンツの
制作を考えている.
本研究では, 人とロボットの関係を議論する前に, ロボッ
トを用いて人同士が遊びにおいてどのように関わり合いを
図 2

持つのかについて考える. 特に本稿では, 我々が開発してい

システム構成

Fig. 2 System configuration of INAMO

る INAMO(図 1) と呼ばれるパネル型ロボット群を用いて,
遊びにおいて人と人の間にどのような関係が形成されるか
について考察するためのコンテンツを制作し, その様子を

もつ制約に導かれる事によって, 場当たり的に生成された

観察する.

行為と言える. このような場当たり的な行為があることで,

2. 遊び

遊びに予測不能性が生まれ, より面白いものとなると考え
られる.

遊びは私たちが生活していく中で必要不可欠なもので

また, このように創発された行為には, トップダウンに設

ある. ホイジンガは人間が遊ぶ動物であることから自らを

計者が作りこんだものではなく, 人とロボットの間で身体

「遊ぶ人 (ホモ・ルーデンス)」と呼んだ [1]. 遊びは無数にあ

性を伴う関わり合いをもたらすことが期待できる [8][9].

り, その種類も様々ではあるが, こうした多様性にもかかわ

様々な遊び方を提供する遊具も, デザイナーがそれを使っ

らず, 遊びという言葉はつねに, くつろぎ, リスク, 巧妙とい

て子供たちがどのように遊ぶかをすべて予見しているとは

った観念をよびおこし, 休息あるいは楽しみの雰囲気をと

考え難い [10]. このような何が起こるかわからないような

もなう [2].

遊具には, 遊びたくなるような気持ちを引き出す力がある

また, カイヨワは遊びをアゴン (競技), アレア (賭け), ミ

と考えられる.

ミクリ (模倣), イリンクス (渦巻) の四つに分類した [2]. ほ
とんどの遊びはこの 4 つに振り分けられる. この中でも, 本
研究で提案する INAMO はアレアの偶然による遊びの面を

2.2 遊び⇔遊ばれる関係
今まで, 人の相手をするロボットは, 常に人に「遊ばれる」

持っており, 他者の動きを予測しながらも, 思いがけない動

存在であった. つまり常に受け身な姿勢であり, 一方的な人

きに対して, その偶然を楽しみながら遊ぶことのできるコ

からの関わりに一定の反応を返していたにすぎない. 人と

ンテ ンツである. このような側面から,INAMO には創発的

人の遊びには, そのような一方向の関係ではなく, 相互に遊

な面白さもあると考えられる.

びの中で他者の次の手を予想しながら, それに対応するた
めの手段を作り上げていくという過程が存在する。こうし

2.1 相互行為と創発

た関係が, ロボットと人の間にも形成できると面白いので

「遊び⇔遊ばれる関係」を形成するような相互行為のリ

はないだろうか. 本研究では, ロボットが人に遊ばれるだけ

アリティを支えるものは何だろうか. この問題の典型例と

でなく, 時にはロボットが人で遊ぶようなコンテンツにつ

して「サイモンの蟻」と呼ばれる議論がある [3][4][5].

いて考える.

私たちは「砂浜を歩く蟻の残した足跡は, なぜ複雑な絵
模様を描くのか」と考えるとき, その複雑さの要因を一方
的に蟻個体へと帰属させやすい. 一方で, その要因は砂浜と
いう環境の複雑さにあるという考え方もある.

3. INAMO
INAMO はパネルのような形状を持ったロボット群であ
る. 複数体集まることで群れのように行動できる. 慣性を利

同様に, 私たちの日々の振る舞いは必ずしもすべてが意

用した回転動作により移動し, 角についている電磁石の切

識的に成されるわけでなく, 自身をとり囲む環境や状況か

り替えにより他の INAMO と接続, 分離することができる.

ら制約をうけた結果として, 行われていることも数多くあ

このような動作原理を用いることで, 一体のみではその場

る [6]. 例えば, 街中で横断歩道を渡る際に白線を踏み外さ

で回転することしかできないが, 複数体で連結することで

ないよう踏み出す足取りや, 路地に敷き詰められたタイル

群れとして移動することができる.

のパターンに気をとられ歩幅を変えるという調整を, なに

形状は正六角形を変形した形状をしており, 平面充填 (平

げなく行なっている経験はないだろうか. 私たちの一見複

面内を平面図形 (タイル) で隙間なく敷き詰める操作) が可

雑な行動も「サイモンの蟻」と同様に, 周囲の「場」[7] の

能である.
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3.1 INAMO の構成
INAMO のシステム構成を図 2 に示す.INAMO には以下
のような機能が搭載されている.

• フライホイール (ブラシレス DC モータ)
INAMO に内蔵されているフライホイールと呼ば
れる金属製の円盤を回転させてから逆回転することで
生じる慣性モーメントにより INAMO 自身を回転させ
る. 身体的なインタラクションを伴うコンテンツにお
いて, この機構は, 外部にアクチュエータ等が露出して
いないため, タイヤ等に比べ安全である.

図 3

• 電磁石

コントローラ

Fig. 3 Controller

タル型の電磁石が INAMO の頂点 6 か所に取り付
けられている. この電磁石の極性を切り替えることで
他の INAMO と接続, 分離を行う. また, どの電磁石が

ON となっているかをわかりやすくするために電磁石
上部に LED を搭載しており, 視覚的に励磁状態を確認
することができる.LED は 2 色あり, 電磁石の極性に
よって色が変化するようになっている.

• 制御回路

図 4

INAMO 内部には以下のような様々な機能を持つ制

2 体による群体移動

Fig. 4 Dynamic locomotion of INAMOs

御回路が搭載されている.
統合制御回路
以下の全ての回路が接続されており, 搭載されてい
るマイコン (Renesas 社製 SH7125) によって管理・制
御される. モータドライバ INAMO に内蔵されている
ブラシレス DC モータからの 回路信号を基に, モータ

ントローラからのデータは,PC へ送られ処理されたあ
と INAMO に送信され,INAMO の動作に繋がる.

4. 動作原理
4.1 動作

の駆動・管理を行う. ここでは, モー タの速度・加速度

INAMO は 3 章で述べたフライホイールと電磁石により

を自由に変えるために, モータにかかる電圧・電流を

動作する. フライホイールを高速回転させ, 逆回転に切り替

調整している.

えることで発生する慣性モーメントにより INAMO 自身が

IR 通信回路

回転する.

INAMO 間通信を実現するための通信処理を行う.

1 体のみの動作では, その場で回転するのみであるが, 複

統合マイコンから送られてきた信号を赤外線通信用に

数体集まることでお互いを踏み台として利用しながら移動

加工する. また, どの方向に送信するかを決めるチャン

することが可能である. ここでは群体移動の基本動作を 2

ネル制御を行っている.

体の場合を例に説明する (図 4).

無線通信回路

( 1 ) 図のように 2 体の個体が電磁石により相互に接続され

INAMO と制御用の PC を接続するための回路であ

ている状態からスタートする.

る.PC からの命令を各 INAMO に送信することが可能

( 2 ) 回転したい方向を考慮し, 電磁石の切り替えを行う. こ

である. コントローラからの命令も, 一度 PC で処理し

の状態でフライホイールを回転させ, 逆回転 による慣

た上で ZigBee により INAMO へ送信される.

性モーメントにより回転する.

バッテリー保護回路

INAMO に内蔵されている LiPo バッテリーを常に

( 3 ) 回転先では再び電磁石により接続され, 移動が完了
する.

監視し, バッテリーの不具合を未然に防ぐ役割を持つ.
特に,LiPo バッテリーは厳密な電圧の管理が必要であ
り, 本回路によって多重の保護を行う.

• コントローラ

4.2 コントローラによる操作
各 INAMO にそれぞれ対応したコントローラを用いるこ
とで, 手動で INAMO を操作することができる. コントロー

各 INAMO を操作するためのコントローラを用意し

ラのジョイスティックにより,INAMO のフライホイールの

た (図 3). コントローラにはジョイスティックがつい

回転量, 回転方向, 逆回転のタイミングをコントロールする

ており, 直感的に INAMO を操作することができる. コ

ことができる. 倒した量に比例してフライホイールの回転
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5.2 インタラクション事例
INAMO は, 昨年の Entertainment Computing2013(高松
市) にてデモ展示を行っている (図 5, 図 6). この際は, イン
タラクティブパズルとして提案し,INAMO のパズルとして
の可能性について述べた. これは,INAMO 自身が自律的に
動きながらも, そこに人が介入し, さらには周りの環境から
制約を受けることで思いがけない模様などが創発されると
いうものである. 人とロボットと環境が互いに関わり合い
ながら次々と新しい状況を生み出していく様子を,INAMO
図 5 インタラクション事例 (1)

による共創とした. 実際のデモでは, どのように操作するか

Fig. 5 Interacting with INAMOs (1)

と言った教示は特に与えていなかったが, 遊んでいた子ど
もたちはそれぞれに遊び方を生み出し, 楽しんでいた.

6. おわりに
本論文では, パネル型ロボット群 INAMO を用いて, 人と
人の間での遊びを通した関係形成について議論した. 操作
者に各 INAMO をコントローラで操作してもらい, 相手と
の探り合いの中で協力, 競争動作がどのように行われるか
について述べた. 今後は, データ収集等を行い, 定量的評価
も進めていきたいと考えている.
また,「遊び⇔遊ばれる関係」についてもさらに議論を深
図 6 インタラクション事例 (2)

め, 実装に取り組みたい. 今回は完全に手動による操作のみ

Fig. 6 Interacting with INAMOs (2)

であったが,INAMO が自律的に動きながら, 時には人で遊
ぶような状況を作り出したいと考えている.

数が決まり, ジョイスティックを元に戻したタイミングで

さらに,INAMO というプラットフォームの, 群ロボット

モータが逆回転する. また, 電磁石の切り替え等は IR 通信

としての特性を生かして共創的な場を構築するメディアと

により自動的に行う. これにより, 操作者はモータの操作の

してのはたらきにも注目している. どのように振る舞うと,

みに集中できる.

人と人との協調を引き出す要因となるのか. また, コミュニ

タイミングよく INAMO を操作しなければ, 他の INAMO
と上手く連携が取れず, 群れから離れてしまったり, 思った

ケーション場において構成される関係性への影響について
も議論したいと考えている.

ように勢いよく回らなかったりと一種のもどかしさのよう
なものを感じる.

5. INAMO によるコンテンツ
5.1 提案コンテンツ
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