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タッチ指示によるお供ロボットナビゲーション
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概要：家庭用ロボットは，自動掃除ロボットのように人間に役立つ機能を搭載し，浸透を始めている．ユー
ザのパートナーとなり手助けを行なえるお供ロボットを，ユーザの簡単なアクションにより任意の場所に
移動させることができれば，ユーザの視野の拡大や，おつかいをさせることや，人間が地図を見なくても
目的地までロボットが先導するようなシステムへと応用できる．我々は，スマートフォン上の地図をタッ
プするという簡単な UI で，ネットワークサービス連携により移動先設定及び経路設計情報を得て，ロボッ
トが自身の GPS センサとコンパス情報を元に自律して目的地に向かうシステムを提案・開発した．開発
したシステムにおいて，ロボットが目的地に向かうための飛行実験を数種類行うことで，GPS センサとコ
ンパス情報を元にロボットの自律制御を行えることを示した．また験者に開発したアプリケーションを利
用，や使いやすさや操作性のアンケート回答を求めることで我々が提案する UI の簡易さを評価した．結
果，被験者全員が本アプリケーションの操作が簡単であると答えた．

Realizing An Attendant Robot Navigation
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ベストショットを撮影する機能，ディスプレイ上に書かれ

1. はじめに

た手書きメモを視界内にいる他のユーザのもとへ届ける伝

ロボットは，産業や原子力施設保守，宇宙開発のような

言機能などが実現している．また浮遊ノートにより，ユー

特殊な環境での利用が主流であったが，近年，医療・福祉

ザに調理時のレシピをディスプレイ表示することや，携帯

や自動掃除といった人間が身近に感じることのできる個人

情報端末に入力したメッセージを離れたユーザのもとへ伝

用サポートとしての利用が目的であるロボットの浸透が始

達することができる．

まっている．家庭への浸透を目的として松日楽らが開発し

我々は，さらなる浮遊ノートのユーザ支援拡充案として，

たロボットには，人間を見つけ追従する機能が備わってい

現在お使い機能の追加について検討している．我々が目指

る [3]．このロボットは特定の人間を追従し，搭載されたカ

すお使い機能とは，ロボットがユーザの望む地点に向かう

メラで幼児や老人の行動を撮影することで，家族に見守り

ことでその場所まで荷物を届けることや，ユーザの見えな

機能を提供できる．また，荷物を運ばせることもできる．

い箇所へ移動することでユーザの視野拡大を可能とするこ

我々は，将来人間のパートナーとなりユーザを手助けで

とである．本論文では，ユーザの望む地点を簡単な指示で

きる「お供ロボット」の実現を目指しており，携帯情報端

設定することにより家庭用ロボットが目的地へ移動する

末の機能を有しながら，ユーザに対して最適な場所に位置

ようなインタフェースの構築に関して述べる．実装におい

して，手が離せないユーザへの情報提供や作業支援を行う

て，ユーザはスマートフォンアプリ上に表示される地図を

お供ロボットとして，小型の飛行ロボットと携帯端末を組

タップするだけで，ロボットの目的地や経路設計を行い，

み合わせた「浮遊ノート」システムを提案している [1]．既

飛行指示をロボットに促すことで，目的地到着を目指す．

に我々が行った実装では，ジェスチャ指示によりユーザの

以下，本論文は次の様に構成される．第 2 章では関連研
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究を紹介し，第 3 章で我々の提案するアイデアを述べる．
第 4 章，第 5 章で実装に関する記述を行い，第 6 章で評価
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実験の内容及びその結果を示す．第 7 章で考察を行い第 8

されてしまう．また GPS 情報をロボットに搭載すること

章で本論文をまとめる．

で，経路通りに移動させることや目的地に到達させること
ができるが，関連研究における実装例では，設定には緯度

2. 関連研究

経度の数値入力が必要となり，これはユーザが手軽に行え

2.1 マーカを利用した自律動作

るものではない．例えば，ユーザを目的地まで案内するこ

Wenhui Xiang らは，離着陸が不安定となってしまう四

とや，ユーザから離れた地点の様子を見に行くといった要

翼の飛行ロボットが自律的に安定した離着陸を行えるよう

求に即座に応えることができない．また，お供ロボットは

にしている [4]．飛行ロボットの底に赤外線（IR）カメラを

ユーザのパートナーとなりユーザの生活を支えることを前

搭載し，IR マーカ上にロボットが設置された状態から離陸

提としているため，お供ロボットの操作は日常生活のあら

することで，IR マーカのパターン認識を行う．認識したパ

ゆるシーンで指示ができるよう，簡単に行えるようにする

ターンの中心点や視野の角度から機体の傾きを計算するこ

必要がある．

とで，機体を水平に保つように自律的に調整する．着陸す

そこで，ユーザがロボットの目的地設定のために緯度・

る際もマーカの状態から機体の状態を計算することで機体

経度を数値入力するのではなく，視覚的にどの場所に移動

を安定させた状態で着陸させている．

させるかを指定するだけで，ロボット内で数値入力やデー

また，我々が提案した「浮遊ノート」システムでは，カ

タの取得・処理が完結するシステムを開発する．

メラを搭載した飛行ロボットがユーザの正面に回り込み，

システム実現のための課題として，

その人物の顔が映像の中心で捉えるような写真撮影を実現

• 簡単なユーザインタフェース（UI）の設計

している [1]．ユーザは体の前後にマーカをつけ，飛行ロ

• 指定地点へのナビゲーションアルゴリズム

ボットをそのユーザの背面から飛行させる．カメラから映

• 自律的な危険回避

し出される映像内にマーカを見つけた場合，ユーザの正面

が挙げられる．本論文では，上二つの課題，簡単な UI の

のマーカを見つけられるように回り込む．正面のマーカ発

設計と指定地点へのナビゲーションアルゴリズムの解決に

見後，ユーザの顔を検出するため上昇する．映像の中心に

取り組む．

顔が映し出されるように調整しながら飛行を行い，一定時

3.2 直観的な目的地設定

間撮影した写真の中から，ブレの一番少ない画像をベスト

我々は，場所や道路などが視覚的に適切に表現されてい

ショットとして選出する．

るものとして地図に着目した．地図を開いて任意の地点を

2.2 GPS を利用した自律動作

指差すことで，目的地を設定でき，その地点までロボット

Jean-Christophe Zuﬀerey らは，飛行ロボットが障害を

を移動させることができるようになれば簡単な UI となる．

避けながら自律制御できるようにしている [5]．GPS セン
サと 7 つのオプティカルフローセンサを飛行ロボットに搭
載することで，あらかじめ指定された GPS の経路を飛行
する．また，オプティカルフローにより静的な障害を検出
した場合，7 つのセンサのうち障害が検出されていない方
向へと旋回することで，避けながら飛行できる．

Jasmin Velagic らは，GPS とネットワークを用いたロ
ボットのナビゲーションシステムを開発している [2]．ユー
図 1

ザは PC 上のソフトウェアで目的地の緯度経度の数値を設

実現したいアイデア

定し，ネットワーク経由で GPS センサを搭載した車輪移
動ロボットを移動させる．ロボットは 4 秒前と現在の GPS

上記の UI に必要なことは，

データから目的地までの GPS データよりそれぞれの距離

• 地図に目的地として印をつけることができること

を算出・比較し，目的地に近づいていればそのまま走行し，

• ユーザが示した地点の情報を家庭用ロボットに送信で
きること

遠のいている場合は左に 60 度回転し，再び移動すること

である．これらを実現するために，地図はタッチパネルを

を繰り返し，目的地に到着させる．

有し，インターネットに接続することが必要である．

3. 簡単な目的地設定と自律制御

そこで，我々はスマートフォンに着目した．スマート
フォンはタッチパネルを搭載し，インターネットに接続で

3.1 お供ロボットとしての課題
関連研究より，マーカを利用することで，機体の離着陸

きるだけでなく，GPS センサや電子コンパス，加速度セン

や人物特定を行うことができるが，利用できる状況は限定

サ，ジャイロセンサといった様々なセンサを有する携帯情
報端末である．スマートフォン用の地図アプリケーション
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を作成すれば，ユーザがタッチして目的地の情報や制御指

表 1
OS

示を家庭用ロボットに送ることが可能となる．

3.3 ネットワークサービスの利用
ユーザが設定した目的地に家庭用ロボットを移動させる

iPhone4 のスペック
iOS4.3.5

ROM

32GB

RAM

4GB

CPU

Apple A4 1GHz

重量

137g

表 2
OS

PC のスペック
Mac OS X 10.6.8

ROM

250GB

RAM

4GB

CPU

2.4GHz Intel Core 2 Duo

ために，目的地と家庭用ロボットの位置情報を利用する
必要がある．そこで，我々はネットワークサービスである

表 3 ローカルサーバのスペック
ROM
8GB

Google Map[6] を利用する．
Google Map は，地点情報と位置情報がリンクしている

ROM

1GB

ため，Google Map 上でユーザが任意の地点を指定すれば，

CPU

PC に依存

Web サーバ

その地点の位置情報を取得できる．また，任意の 2 地点を

PHP バージョン

示すことで，その 2 地点間の経路設計を行うこともでき

データベース

apache2.2.22
5.5.24
MySQL

る．そのため，家庭用ロボットの位置情報を取得すれば，
ロボットの現在地から目的地までの経路の自動設計を行

iPhone を，AR.Drone に制御指示を促す端末はノート PC

える．またネットワークサービスにおける地図更新，API

を利用して実装した．また PC 上にローカルサーバを設置

アップデートなどにより，ナビゲーション機能・情報を常

して情報の中継点とし，ユーザ手持ちの端末による目標点

に新しい状態にすることができる．このように既存のネッ

指示や緊急操作情報，PC によって算出される自律制御情

トワークサービスや，そのマッシュアップを取り入れるこ

報，Ar.Drone 付属のセンサによる GPS, コンパス情報な

とで，機能拡張が容易となる．

どを集積し，相互のやりとりを可能とする．iPhone，PC，

3.4 家庭用ロボットの選択

ローカルサーバのスペックを表 1-表 3 に，全体のシステム

家庭用ロボットには，ユーザのお供ロボットとしてユー

構成図を図 2 に示す．

ザが通常見に行けないようなところに移動させ，映像を出
力してもらいたいため，カメラを有しながら飛行できるロ
ボットを選択する．このロボットを目的地まで移動させる
ためには，ロボット自身の位置情報，ロボットの向いてい
る方角を利用する．そのため飛行ロボットは GPS センサ
と電子コンパスを搭載し，インターネットに接続できる必
要がある．
以上のことから，小型飛行ロボットである AR.Drone に
着目した．AR.Drone は自身の前方と腹部にカメラを搭載
し，スマートフォンや PC と Wi-Fi 接続することで，操縦す
ることができる．また，4 翼で飛行するクアッドリコプター
であるため，安定した飛行を行える．さらに，AR.Drone
図 2 システム構成図

は安価で手に入れることができるため，ソフトウェアやア
プリケーションの開発・導入が行いやすい．

ユーザが利用する iPhone より，HTTP 通信を行うこと

3.5 提案するシステム
以上より，

で目的地のデータがローカルサーバに送信・格納される．

• ユーザがスマートフォン上の地図を指でタップするだ

このとき，同時に AR.Drone の現在地情報を利用すること
で，現在地から目的地までの 2 地点間のデータ及び Google

けで目的地を設定できること

• ロボットの現在地と目的地の位置情報を利用し，2 地

Map の API を利用して自動的にルート設計を行う．また，
iPhone から出される AR.Drone への制御開始のための飛

点間の経路設計を自動的に行うこと

• 飛行ロボットが自身に搭載した GPS センサと電子コ

行指示は HTTP 通信でローカルサーバを経由した後，ソ

ンパスを利用し，目的地までの距離・方角を計算しな

ケット通信を用いて PC に制御信号が送信され AR.Drone

がら目的地へ向かうこと

へ指示が届く．

AR.Drone には，GPS センサや電子コンパスが搭載され

が可能となる．

ていないため，図 3 のように iPhone を AR.Drone に装着

4. システムの構築

することで実装を行った．取得した現在地情報，コンパス

4.1 全体構成図

情報は HTTP 通信でローカルサーバに送信することで格

提案したシステムを構築するため，スマートフォンには

納される．その際，サーバではこれらの送信された情報と
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図 3 スマートフォンを装着した AR.Drone

目的地の位置情報を利用することで，目的地までの距離・
方角を算出し，AR.Drone への指示を定め，ソケット通信
で PC に制御信号を送信し AR.Drone を制御する．

AR.Drone に指示を送るための PC は，一定の間隔で
AR.Drone の傾きや高度，バッテリー残量，AR.Drone か
ら見える映像といった現在の情報を HTTP 通信でローカ
ルサーバに格納する．これらの最新の情報は，ユーザが利

図 4

目的地設定の手順

用する iPhone から確認することができる．

4.2 ユーザによる目的地設定
iPhone を利用して飛行ロボットの目的地設定を行うた

calcDistance(gpsA, gpsB)
= sqrt((M × ∆P )2 + (N × cos(P ) × ∆R)

め，地図入力アプリケーションを開発した．
ユーザが行う動作は

×(N × cos(P ) × ∆R))
(gpsBlat − gpsAlat)
P =
2
∆P = gpsBlat − gpsAlat

• 目的地となる目印の表示
• 目印の微調整
• 目的地の決定
の 3 つだけである．
地図アプリケーションを開き，おおまかな目的地を 2 回
タップすると，目的地の目印としてピンが表示される．そ
の後，表示されたピンを押しっぱなしにすると，ピンが移

(1)

∆R = gpsBlng − gpsAlng
6334834
M=
sqrt((1 − 0.00674 × sin(P ) × sin(P ))3
6377397
N=
sqrt(1 − 0.006674 × sin(P ) × sin(P ))

動可能状態となるため，指を動かしてピンを移動しながら
微調整を行う．調整を終え，指を離すとゴールの位置を決

calcHeading(gpsA, gpsB) = 90 − atan2(∆x, y)

定するための選択肢が表示されるため，OK ボタンを押す．

∆x = gpsBlng − gpsAlng

OK ボタンは自動ルート設計を行うか否かの 2 種類存在す
る．自動ルート設計を行うことを選んだ場合，設計された

y = cos(gpsAlat)tan(gpsBlat)
− sin(gpsAlat)cos(∆x)

ルートの進行方向が変わる箇所に経由地点としてピンが表
示され，AR.Drone はこのピンを順番に経由することで，
目的地へと向かう．図 4 は自動ルート設計を行った際の目
的地設定の手順である．

自律制御中，サーバではロボットの現在地から目的地ま
での 2 地点間の距離をもとめ，算出した値が目的地の到着
許容範囲内となった場合，目的地に到着したものとみなし，

4.3 ナビゲーションの実現方法
ロボットは現在地から経由地点まで直線的に進むことを
繰り返すことで，目的地の到着を目指す．飛行指示が出さ
れた後，飛行ロボットの現在地と目的地の 2 地点の位置情
報を利用し距離と方角の算出を行う．これらのデータの計
算は，ヒュベニの距離計算公式や球面三角法を利用するこ
とで実現した．図 5 で実装した関数の式を以下に示す．
距離計算を（1）
，方角計算を（2）に示す式によって実装
する．ここで，gpsXlat は gpsX の緯度，gpsXlng は gpsX
の経度の数値を示す．また，M は子午線曲率半径，N は
卯酉線曲率半径である．

(2)

到着した地点が目的地の場合は着陸，経由地点の場合は一
時停止の指示を促す．到着の許容範囲の値は変更できる．
目的地や経由地点に到着していない場合は，2 地点間の
方角を算出し，現在のロボットの電子コンパス情報と比較
することで，図 6 のような条件で飛行指示が出される．算
出した方角に任意の値を加算・減算し，もし算出された範
囲内に電子コンパス情報が含まれれば前進，加算した角度
よりもコンパスの値が大きければ左旋回，減算した角度よ
りもコンパスの値が小さければ右旋回の指示が出される．
範囲を決める任意の値は変更できる．
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後は，GPS・電子コンパスのデータをサーバサイドへ送り，
データを格納するとともに目的地までの方角と距離計算を
行い，計算結果から導出された制御信号を飛行ロボットに
送信することを繰り返し，目的地到着を目指す．

図 7 目的地設定から制御が行われるまで

5. 手動経路の作成
本システムにおいて，飛行ロボットは自身の現在地から
図 5

経由地点，または目的地まで直線的な移動を行うことで，

制御信号決定までのフロー

目的地を目指す．そのため図 8 左のように，2 地点間上に建
物等の障害がある場合，飛行ロボットは経路を通過するこ
とができない．そこで，このように経路探索に失敗する場
合は，スマートフォン上でユーザ自身が経路を指定できる
よう改善した．ダブルタップにより表示されたピンを経由
地点と設定することで，図 8 右のように通過可能な経路を
設定できる．これにより，経路設計に失敗するようなルー
トや，敷地内の細かいルートも設計できるようになった．

図 6 前進・旋回の指示が出される条件

4.4 処理の流れ
以上より，目的地設定から飛行ロボットの自律制御まで
の流れを図 7 に示す．ユーザがスマートフォンで目的地設
定を行った際，そのデータをサーバサイドで格納，Google

Map の API を利用し経路データをスマートフォンで表示
する．その後，飛行指示をサーバサイド経由で飛行ロボッ
トに送ることで，ロボットの自律制御が始まる．制御開始
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図 8

飛行ロボットの通過不可能な経路と可能な経路

的地の 2 地点間の方角を表す．飛行ロボットと目的地まで

6. 評価実験

の 2 地点間から算出されたデータに近似するようにロボッ

6.1 家庭用ロボットの飛行実験

トに搭載されたコンパスが修正を行う．図 10 のグラフは

図 9，図 10 にロボットが経由地点を経由し，180 度方向

実際のコンパスデータと算出された方角の関係から飛行ロ

転換を行い元の地点へと戻ってくる実験の成功データを示

ボットに対して出力された指示を示す．本実験は，経路地

す．目的地到達の許容範囲を 3m，方角の許容範囲を 10 度

点の 90 度西を向いた状態から自律制御を行ったため，開始

としている．

20 秒ほど算出された方角を向くよう右旋回を行っている．
この時，およそ 250 度の方角から 360 度を経由して 20 度
の方角への旋回を行っているが，これは 250 度から 20 度
へ旋回するよりも，360 度を経由し 20 度の方角を目指す方
が旋回する角度が小さいためである．経由地点到着後，算
出される方角の情報が大幅に変わるが，これは目的地とな
る地点が経由地点から目的地へと更新されたためである．
目的地が更新された直後，右旋回の指令が出され続け，そ
れに伴いロボットの方角が算出される方角に近づいていき
許容範囲内まで近づくと前進する指示が送られている．こ
のことから，目的地と異なる方向を向いていても修正を行
え，また経由地点の境での大幅な方角の変化にも対応でき
ることが示せる．
さらに構築したシステムにおいて，家庭用ロボットが目

図 9

緯度・経度と経路・目的地までの残りの距離

的地まで飛行することを確認するため，

• 経由地点がなく，ロボットが目的地を向いた状態から
の飛行（計 5 回）

• 経由地点がなく，ロボットが目的地とは異なる方向を
向いた状態からの飛行（計 5 回）

• 経由地点を 1 つ設定し，目的地まで飛行を行えるかど
うか（計 4 回）
の 3 種類の実験を行った．
本実験において，現段階の実装では飛行ロボットの危機
回避が行えないため，人や障害物にぶつかりそうになった
場合は，やむを得ず手動で回避している．しかし，ごくわ
ずかな左右の移動と一時停止の指示のみであり，危険を回
避したところで手動制御を終え，再び自律飛行によるナビ
図 10 コンパスデータの比較と制御指示

ゲーションを開始する．地点間移動に関わるような連続移
動指示は一切行わないため，GPS 情報から観測できるレベ

図 9 では，移動中の緯度・経度の情報と経路や目的地ま

ルでは出力される結果のデータへの影響はない．

での残り距離の関係を表す．この図から，目的地に向かっ

経由地点がなく，ロボットが目的地を向いた状態での実

て進むことで，目的地までの距離が縮まっていることがわ

験では任意のスタート地点 A,B の 2 つを定めている．地点

かる．緯度経度の値に変化が無く距離が縮まらないとき

A から自律動作を開始した場合，3 回中 2 回成功したが，

は，前進の指示が出されておらず，代わりの指示が出され

1 回は目的地に到達することができなかった．成功時，ロ

ている．経由地点通過直後，残りの距離が大幅に上昇する

ボットは目的地に向かいながら前進した．風や iPhone の

が，これはロボットが向かう地点が経由地点から目的地へ

重みなどが影響して次第に目的地と異なる方向を向きなが

と更新されたためである．この直後，目的地までの距離が

ら移動を行うこともあったが，目的地の方向へと旋回する

変わらない状態が続き，次第に目的地に向かって前進し始

ことで，自動的に方角を補正した．失敗時の状況として，

めている．このことから，目的地変更に伴い前進以外の指

コンパスデータが正確に取れず，目標方向を見失ってし

示がしばらく送られてから，前進の指示が出され始めてい

まい左右の旋回を繰り返し続けた．地点 B から自律動作

ることがわかる．

を 2 回行った結果，2 回とも失敗してしまった．地点 B で

また図 10 では，実際のコンパスの方角とロボットと目

は GPS の観測精度が悪く，緯度経度情報が失われてしま
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うと，位置関係がわからなくなってしまうため，導出して

かを調査した．なお，この調査では目的地設定までを行い，

ほしい指示とは全く異なった指示が出され続けることがわ

飛行ロボットは飛行させない．しかしアンケート調査中

かった．

は，ルート設計において，飛行ロボットの代わりにユーザ

経由地点がなく，ロボットが目的地とは異なる方向を向

の現在地と目的地の 2 地点間を利用することで飛行ロボッ

いた状態で自律動作を行った場合，3 回目的地に到達し，2

トの位置情報を利用した際のフィードバックと同じような

回失敗した．成功した 3 回のうち 1 回は，目的地の方角 90

結果を得ることができるようにした．

度異なる向きから，残りの 2 回は目的地の方角と 180 度異

6.2.1 目的地の設定の「しやすさ」と「わかりやすさ」

なる向きから自律動作を行った．自律動作直後，目的地を
向くまで旋回を繰り返し，その動作後に前進を始めた．ま
た 2 回の失敗のうち，1 回はコンパスデータの不具合であ
り，残りの 1 回は GPS の精度が原因で失敗していた．
経由地点を 1 つ設定し，目的地まで飛行を行えるかどう
か検証した結果，2 回成功し 2 回失敗した．また経由する
とき，今までの進行方向と 90 度左旋回を行わなければな
らない場合と，180 度方向転換し元の地点へ戻る場合の 2

図 11

設定しやすいかどうかの調査結果

つのルートで実験を行ったが，どちらも 1 回成功し 1 回失
敗する結果となった．成功時，ロボットは前進・旋回を繰
り返しながら経由地点に達した．その直後にロボットが目
指す地点は経由地点から目的地へと更新され，ロボットは
目的地の方角へと旋回し，前進することで目的地に到着し
た．失敗時の原因として，経由地点で 90 度旋回する場合
での原因は，GPS 情報が取得しづらいような狭い道への経
路だったためである．目的地周辺を前進中に最新の位置情
報が見つからず，目的地を通り過ぎてしまい旋回し，再び
戻ってくるといったことを繰り返す最中に，飛行ロボット
の電池切れで自律動作が終了した．

図 12

設定方法がわかりやすいかどうかの調査結果

目的地を設定しやすいか調査を行った結果，1 回目でお
よそ 80 ％以上の人が設定しやすいと答え，2 回目では，半

180 度方向転換する場合での失敗は，自律飛行中，飛行

数を越える被験者が最高数値と評価した．

ロボットに搭載したスマートフォンが不具合を起こしたた

また設定のわかりやすさの評価では，1 回目で 70 ％以上

めである．経由地点を通過した後，データを送信できなく

の人がわかりやすいと答え，2 回目では 1 名を除く全ての

なり，目的地に向かう途中で飛行状態のまま停止した．

人がわかりやすいと答えた．このことから，1 度目的地設
定までの手順がわかれば，2 回目以降はスムーズに目的地

6.2 スマートフォン UI に関するアンケート

を設定できると言える．

構築したシステムにおける目的地設定がユーザにとって

6.2.2 GPS 情報を設定することに対する意識

簡単な操作であるかを評価するために，本研究で開発した
アプリケーションを iPhone4 端末に導入し，それを用いて

20-70 代の被験者 14 名（男性 11 人，女性 3 人）に自由に
目的地の設定を行ってもらった後，アンケートに回答して
もらうことで調査を行った．
アンケート内容は

• 目的地を設定しやすいかどうか
• 設定方法はわかりやすいかどうか

図 13

• 設定時に緯度・経度の数値データを意識したかどうか
• 総合的な操作の難易度はどの程度か

GPS 情報を意識しないかどうかの調査結果

目的地設定を行う際 GPS の緯度・経度情報を意識する

であり，それぞれ 5 段階で評価を行い，現在利用している
携帯電話や気付いたことや要望・感想を記載してもらった．

かどうかを調査した結果，1 回目でおよそ 8 割の人が，2
回目では 9 割の人が緯度・経度の情報を意識しないと答え

目的地の設定・アンケート調査を 1 セットとし，各被験

た．このことから，目的地を設定するときに，ユーザは緯

者には 2 セット行ってもらうことで，１セット目と 2 セッ

度・経度の数値設定を意識することなく，目的地の情報を

ト目で使いやすさや操作性の評価に変化が見られるかどう

設定することができると言える．
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しながら，旋回や前進を行う様子が多々見られた．実用的

6.2.3 総合的な評価

なお供ロボットアプリケーションの実験を行うためには，
人や障害物との接触に関連する制御も行う必要があるた
め，今後，人や物に当たらない仕組みや風に流されてもあ
る程度元の位置に戻れるようにロボットの制御アルゴリズ
ムを改善する．

8. まとめ
図 14

本研究では，ロボットを自律制御させるための簡単な UI

総合的な難易度の調査結果

の構築や，ユーザにより指定された地点へのロボットのナ

総合的に見て，本アプリケーションの操作の難易度を調

ビゲーションを評価した．簡単な UI を目指したスマート

査した結果，1 回目で 90 ％を超える人が，2 回目には全て

フォンの地図アプリケーションの構築により，ユーザはロ

の被験者が本アプリケーションでの目的地設定は簡単であ

ボットの自律制御に必要な目的地の緯度・経度データを意

ると答えた．

識することなく，直感的に目的地を設定することができる

また，携帯電話としてフィーチャフォンを利用している

ようになり，目的地までの自動ルート設計も可能となった．

20 代，50 代，70 代の 3 名の被験者からは１回目の実験で

またロボットに搭載された GPS センサ・電子コンパス

はやや簡単と答えた者が 2 人，普通と答えた者が 1 人で

センサを利用することで，経由地点を通りながら目的地ま

あったが，2 回目の実験ではやや簡単と答えた者が 1 人，

でナビゲーションが行えるようになった．

簡単と答えた者が 2 人となった．これは，普段からスマー

今後は，更に UI をわかりやすくすることで，ユーザが

トフォンを利用していない者でも，数回操作を行い，使い

お供ロボットを扱いやすくし，ロボットの GPS やコンパ

慣れることで簡単に目的地設定を行うことができると言え

スデータにおける自動補正や，自律制御に人や障害物を避

る．さらに，50 代や 70 代と言ったご年配の人も操作は簡

ける動作を組み込むことで，より安全なお供ロボットの将

単であると答えていることから，本アプリケーションはど

来を目指す．

のユーザにも簡単に利用することができる UI であること
が示せる．
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