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移動ロボットを利用した案内サービスの構築を
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概要：本稿では，多種多様なロボットと，環境側に設置する簡易な目印を使って，ロボットの遠隔操作サー
ビスを構築するためのサービスプラットフォームを提案する．本プラットフォームは，インターネット経
由で遠隔地の案内を行う「案内サービス」を対象としており，ロボットの存在する実環境に対する処理を
プラットフォーム内に隠蔽することにより，ロボット工学の知識を持たないソフトウェアプログラマでも
容易にシステムの構築が実現できる．提案するプラットフォームは，ロールプレイングゲーム開発で利用
される表現技法を利用している点に特徴があり，ソフトウェアプログラマは，API の呼び出しとリスナ
によるイベント取得により，ロボット遠隔操作プログラムを構築することができる．本稿では，プラット
フォームの利用例として，大学のキャンパス案内を対象にした Remote Open Campus System（ROCS）
を構築し，プラットフォームの有用性，有効性を検証する．
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Abstract: This paper proposes a service platform for developing remote control services of mobile robots by
using various kinds of robots and simple markers set on remote environments. The target of the platform
is “Guide Services” via the Internet. Even software programmers without the knowledge of robotics can
easily develop such systems by encapsulating robot processes conducting on the real world into the platform.
A feature of the platform is to use a expression form and technique used for computer role playing games,
and software programmer implements remote control programs for robots by calling APIs and using event
listeners. In this paper, we implement Remote Open Campus System (ROCS) for university campus guide
services as a usage sample, and as a result, we conﬁrm the usefullness and eﬀectiveness of the platform.
Keywords: remote control robots, service platform, robot services, web services, guide services

1. はじめに

ネット規模で進行している．ロボット工学の分野において
も，コンシューマ向け低価格ロボットの登場や，ロボット

情報通信サービスの分野では，クラウド化やモバイル端

ソフトウェアのコンポーネント化 [1], [2] を契機に，ロボ

末の普及が著しい．様々な種類のセンサデータが手軽に利

ティクスと ICT の融合が注目されている．ロボットと既

用できるようになったことから，Web サービスに代表され

存の ICT サービスを連携することで，新しいサービスモデ

る ICT の従来サービスと，実世界情報の融合がインター

ルを形成し，産業用ロボット中心のビジネスモデルから脱

1

却することが求められている [3], [4]．
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その中でも，テレロボティクスと呼ばれるロボットの遠
隔操作は，現在研究がさかんな分野であり [5], [6]，ロボッ
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ト研究者以外でも，ロボットを利用したシステムやアプリ

での利用が想定され，適用範囲が広い点も魅力である（た

ケーションを構築したいという要求が高まっている．実

とえば文献 [9] など）
．Street View *1 は Google の人気サー

際，簡易な遠隔操作であれば，ソフトウェアの開発はそれ

ビスであるが，ロボットによる遠隔地の案内サービスは，

ほど困難なものではない．しかし，ある程度実用に近いシ

これをインタラクティブ，リアルタイムに利用できるもの

ステムの構築は，ロボット工学の知識を持たないソフト

と考えられる．

ウェアプログラマにとって容易ではない．文献 [7] で指摘

提案するプラットフォームは，ロールプレイングゲーム

されているように，これには 2 つの理由がある．1 つは，

（RPG）開発で利用される表現技法を利用し，上述の実世界

ロボットが現実世界に存在し，そこにはプログラム上で扱

情報処理を隠蔽している点に特徴がある．具体的には，ロ

うような自明な絶対座標系が存在しないことである．遠隔

ボットの現実世界での移動や，状況変化はプラットフォー

操作の対象となる物理的な領域を規定し，操作対象となる

ム内に隠蔽し，ソフトウェアプログラマは，API の呼び出

ロボットをモデル化し，その位置を定期的に計測する必要

しとリスナによるイベント取得により，ロボット遠隔操作

がある．もう 1 つは，現実世界でのタスクには時間がかか

プログラムを構築することができる．本稿では，プラット

るため，その間はロボットの状況や状態変化を監視し，必

フォームの利用例として，大学のキャンパス案内を対象に

要に応じて制御を行う必要があることである．これらの事

した Remote Open Campus System（ROCS）を構築し，

象は，ICT 分野のソフトウェアプログラマにとっては自明

プラットフォームの有用性，有効性を検証する．
以下，2 章，3 章，4 章でプラットフォームの設計指針

ではなく，開発の難易度を高くする要因になっている．
カーナビゲーションシステム（カーナビ）と比較すると

と実装の概要を説明する．次に，プラットフォームを利用

分かりやすい．カーナビでは，主に GPS を用いて車両の

して構築したシステム ROCS と，その評価結果について

位置情報を取得し，地図上に現在位置のマッピングを行う

5 章で説明する．6 章でプラットフォームの限界，および

が，遠隔操作では，計算機上での仮想的な移動処理を，実世

今後の課題について考察し，7 章で関連研究を紹介する．

界での移動にマッピングする必要がある．カーナビでも，

最後に 8 章で本稿をまとめる．

GPS 単独で位置推定を行っているのではなく，通常，独自
のジャイロ機能などを搭載し位置の補正を行っている [8]．
原理的には，スタートの位置が分かり，その位置からの走

2. プラットフォームの概要
2.1 設計指針

行距離と進行方向が分かれば位置が推定できるが，地磁気

本稿で提案するプラットフォームは，移動ロボットを利

センサや両輪の回転数の平均と差分により移動量や旋回角

用した案内サービスの構築を実現するものである．近年の

を算出する方式では，車輪の回転数がスリップのため実際

クラウド環境の普及に鑑み，遠隔操作はインターネット経

の移動距離と異なる，地磁気センサが場所により大きく狂

由で行うものとする．構築対象となるシステムの概要を

うなど，実環境ゆえの課題があるためである．遠隔操作で

図 1 に示す．システムは遠隔操作ロボット，インターネッ

は，計算機上での操作を実環境でのロボットの動作にマッ

ト上のサーバ，利用者端末から構成され，プラットフォー

ピングする必要があり，ロボットの測位，目的地までのナ

ムはこのサーバ上に構築される．プラットフォームの構築

ビゲーションの実現方法が課題になる．ロボット工学の分

にあたっては，以下の 3 つの設計指針を策定した．

野では，自律移動，自己位置推定など関連する様々な手法

• プラットフォームの利用者は，ICT 分野のソフトウェ

が提案されているが [5]，ロボット自体の高機能化や環境ご
とのチューニングが必要である場合が多く，キャリブレー
ションの手間がかかるなどの課題もある．
このような背景から，本稿では，低価格ロボットを含む多
種多様なロボットと，環境側に設置する簡易な目印を使っ
て，ロボットの遠隔操作サービスを構築するためのサービ
スプラットフォームを提案する．ただし，遠隔操作全般を
扱うのではなく，遠隔操作の一形態である「ロボットによ
る遠隔地の案内サービス」をプラットフォームの対象とす
る．これは，ロボットの遠隔操作に関する研究には，災害
救助，原発での無人作業，宇宙探索，高齢者見守りなど，
様々な対象が存在し，作業の種類により要求機能，性能が
大きく異なるためである（たとえば，災害救助では，不整

図 1 構築対象となるシステムの概要

地での移動や耐故障性などが課題になる）．ロボットによ

Fig. 1 An image of target systems.

る案内サービスは，観光地，博物館，大学など様々な場所
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アプログラマとし，現実世界の操作はプラットフォー
ム内に隠蔽する．

• 遠隔操作に適したユーザインタフェースの構築を支援
する．遠隔地を案内するサービスが対象なので，地理
的な前提知識を持たない操作者でも，ロボットを目的
地まで遠隔操作できるインタフェースを提供する．

• 遠隔操作のための特殊な環境ではなく，大学のキャン
パスやショッピングモールなど，一般的な環境でのシ
ステム構築を支援する．環境やロボット機種の制約を
可能な限り受けないことが望ましい．

1 番目については，現実世界のロボット操作に対する API
を規定することにより，ICT 分野のソフトウェアプログラ
マにとって一般的な Web アプリケーション開発と同様の
手法で，案内サービスの開発を実現する．2 番目について
は，RPG 開発における考え方を利用し，仮想空間上での
移動，探索，場面遷移などを直感的な操作で実現する．3
番目については，環境側の準備は必要最小限にし，可能な
限りロボット単体のセンサで環境を認識する．

2.2 課題の設定

図 2

プラットフォームの構成

Fig. 2 A system architecture of the platform.

内サービス API モジュール」，プラットフォームに接続さ

上記の指針を実現するためには，1 章で述べたロボット

れるロボットとの間でデータをやりとりするための「ロ

の遠隔操作における課題を，プラットフォーム内の機能と

ボット API モジュール」，プラットフォーム内で両者の処

して実装し，ソフトウェアプログラマから隠蔽する必要が

理の調整を行う「調整モジュール」の 3 つのモジュールか

ある．本稿では，以下の 2 つの課題を解決する．

ら構成される．それぞれの概要を，以下に説明する．なお，

• 環境側へのセンサの設置を最小限にしたうえで，ロ

実装の詳細，規定した API については 4 章で述べる．

ボットの位置情報を計算機上にマッピングする．

• 計算機上での仮想的な操作を，実環境でのロボットの
移動命令に変換する．

3.1 案内サービス API モジュール
これは，案内サービスに必要な機能を，API として提供

多様な環境でのロボット操作には，ロボットやロボット

するモジュールである．RPG の表現技法を利用し，仮想空

が動作する環境に備わったセンサの種類により異なった実

間内の移動により操作者がロボット制御を行うモデルを採

装が必要になり，ソフトウェアプログラマには開発が困難

用している．近年，Unity [10] などのゲームエンジンが広

である．そのため，この部分をプラットフォームの機能と

く利用されるようになってきており，ユーザビリティに優

して実装し，プログラマから隠蔽する．

れた操作インタフェースの開発が期待できるためである．
以下 4 種類の機能を提供する．

2.3 プラットフォームの構成
設計指針に従ってプラットフォームを設計した．プラッ

3.1.1 位置情報を取得する機能
ユーザアプリケーション側で用意した施設全体の地図情

トフォームの構成を図 2 に示す．本プラットフォームは，

報に対し，現在位置情報（ロボットの位置と姿勢）を提供

インターネット経由でロボットとの通信を行うための通

する機能である．メソッドを呼び出した時点でスタート地

信ライブラリ層，案内サービスを実現するためのプラット

点を決定し，以降，定期的に位置情報の更新を行う．地図

フォーム機能群，各々のサービスに相当するユーザアプリ

はあらかじめ用意されていることを前提とし，地図上に設

ケーション，操作者とのフロントエンドである Web サー

定された双六のようなマス目を単位として位置情報を取得

バから構成される．ソフトウェアプログラマは，プラット

する．つまり，どの直線の何番目のマス目にいるかで現在

フォームが API として提供する機能群を利用し，ユーザア

位置を把握する．RPG の表現技法として，画面制約によ

プリケーションを開発することになる．

りユーザの操作を誘導する手法があるが，ここではそれを

3. プラットフォームの機能

参考に，マス目により可動範囲を制限している．

3.1.2 イベントを取得する機能

プラットフォーム機能群は，案内サービスに要求される

ロボットは施設内を移動し，そのときどきの絶対位置座

機能を API としてユーザアプリケーションに提供する「案

標は周期的にユーザアプリケーションに通知されるが，移

c 2014 Information Processing Society of Japan
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動している最中の様々な状況は，RPG 風のメッセージダイ

けの通信ライブラリを利用する．本プラットフォームで

アログを出すことで操作者に伝えられる．プラットフォー

は，通信ライブラリ層に Robot Service Network Protocol

ムからは，イベントを発生させたいある特定の位置に到達

（RSNP）[12], [13], [14] を利用する．RSNP は，Robot Ser-

したときに，該当する位置情報をアプリケーションに通知

vice initiative（RSi）[15] によって策定された，オープンな

する．アプリケーションでは，事前に位置情報とイベント

ロボットサービス向けプロトコル仕様であり，Web サービ

情報の対応付けをしておき，ユーザにイベントを通知する．

ス基盤をベースにしていることから，セキュリティ機能な

3.1.3 ロボットを移動する機能

ど，インターネットと整合性の高い標準化された機能を利

ロボットの移動は，ある地点の周辺の移動（短距離移動）
と，地図上での座標を指定した位置への移動（長距離移動）

用可能である．本稿では，ロボット API として，RSNP で
仕様化された API をそのまま利用する．

を組み合わせて実現される．これは RPG における移動が，
カメラ画像（周辺画像）を利用した周辺の散策と，地図を

3.3 調整モジュール

利用した長距離の移動（大陸間移動など）を組み合わせて

上記 2 つのモジュール間で，仮想世界からの遠隔操作の

実現されていることを参考にしている．短距離移動として

要求を，実環境でのロボットの動作にマッピングする処理

は，前進，後進，左右回転に相当する機能が用意されてお

が必要になる．本モジュールでは，以下に示す 2 つの方法

り，呼び出しと同時にロボットへ対応コマンドが送られる．

でこのマッピングを実現する．これにより，2 章で設定し

長距離移動では，地図上の指定した位置の情報がプラット

た 2 つの課題を解決する．

フォームに送られ，対応した処理が実行される．

3.3.1 位置情報のマッピング

3.1.4 カメラ画像を取得する機能
ロボットが存在する実環境の状況を把握するために，ロ

ここでは，ユーザアプリケーションに，2 種類の位置情報
を通知する必要がある．1 つは，移動のための位置情報で

ボットに取り付けられたカメラを介して画像を取得する

あり，もう 1 つは，イベント取得のための位置情報である．

機能である．同期・非同期通信に対応しており，メソッド

前者では，実環境にテープなどでマス目を敷設すること

を呼び出した時点での画像を取得するほか，終了メソッド

により座標を定義し，それを地図上のマス目と対応付け

が通知されるまで周期的に画像をプッシュし続ける機能

る．ロボット工学の分野では，ロボットの測位に，カメラ

も用意している．本プラットフォームでは，カメラ画像の

による画像認識，Simultaneous Localization and Mapping

ビューは 3 人称視点（操作対象のロボットを後ろから見た

（SLAM）などが使われることが多いが，環境やロボット

視点）を利用している．これは，RPG の表現技法のうち，

ごとに実装が異なる，キャリブレーションが必要，位置情

視点を工夫した場面の見せ方を参考にしたものである．

報の精度が環境により異なる，誤差が大きいなどの問題が

ロボットの操作者に対して，ロボット搭載のカメラが表

ある．室内での位置情報検知には，WiFi の電波強度を利

示する画像をそのまま視点として表示すると，視線の一体

用した手法なども存在するが，環境に依存し，利用が困難

感は得られるが，ロボット自身の体が見えず，状況が分か

な場合も多い．本稿では，設計指針から，多様な環境，多

りにくいという欠点がある．カーブを切る際にどのくらい

様なロボットへの適用を目指し，今回の測位手法を採用し

頭を出して曲がったらよいかが分からないケース，少しだ

た．床に線を引く，事前に地図との対応付けが必要などの

け切り戻す操作を繰り返して角度を調整するケース，想定

手間はかかるが，環境に依存せず，ソフトウェアプログラ

外の方向に転回してしまい現在の画像がどこの風景なの

マでも容易に実現が可能な方式である．

か分からなくなってしまうケースなどがあり，これらを避

後者では，環境側の特定の場所に到達したことをユーザ

けるためには，事前に旋回位置や角度をイメージする必要

アプリケーションに通知する．ここでは，環境側に敷設さ

がある．そのため，本プラットフォームでは，所定位置ま

れた目印から情報を取得することになるが，設計指針から，

で直進後に，3 人称視点のアバタを操作し旋回することに

AR マーカを利用し，ロボットに搭載されたカメラで情報

した．

を取得することにした．マーカを印刷した紙と，ロボット

3 人称視点のアバタを操作する方法は，RPG で洞窟内を

に搭載されたカメラがあるだけでよく，簡易な方式である．

探検するシーンなどでよく用いられる．これから旋回する

マーカ以外にも，IC タグの利用，画像の認識，赤外線ビー

角度をアバタに投影することにより実際の旋回移動前にイ

コンの利用 [16] などが考えられる．

メージを確認でき，移動後の結果はカメラ画像で操作者が

3.3.2 移動命令のマッピング

視認し，必要に応じて補正移動を行う．なお，視点が操作
性に与える影響については文献 [11] で評価している．

ロボットの移動命令は，短距離の移動に対しては，ユー
ザアプリケーションから受信した前後左右の操作に対応
し，ロボット API に命令を送信する．長距離移動の場合

3.2 ロボット API モジュール
ロボットとプラットフォーム間の通信には，ロボット向
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ロボット工学分野では，コントローラからの信号を直接
ロボットに送信し遠隔操作を行う，ロボット側で環境を認

に移動するたびに）配信を受ける機能が定義されている．
主なメソッドを以下に示す．

識し自律移動を行う，フィードバックをコントローラ側に

• getLocation()：現在のマス目の情報を取得

返しネットワーク遅延に対応するなどの方法がとられる場

• addLocationListener()：リスナの登録

合が多い．しかしこれらの処理には，制御に関する知識が

4.3.2 イベントを取得する API

必要，ロボットの実装に依存，高機能なロボットが必要な

イ ベ ン ト の 取 得 に は ，情 報 取 得 用 ク ラ ス（Informa-

どの問題がある．提案手法では，ロボット側に要求される

tion proﬁle impl）のメソッドを利用する．メソッドを呼び

機能は前後進・左右旋回のみであり，多くの低機能ロボッ

出し，イベントを発生させる場所に対応する ID を取得す

ト（単純な移動機能のみを持つロボット）が利用できる．

る機能，リスナを登録しておき，イベントを発生させる場

4. プラットフォームの実装
4.1 ソフトウェアの構成
プラットフォームは Java で実装した．通信ライブラリ
としては，RSNP 準拠のライブラリ実装である FJLIB（富
士通研究所で開発され，Java SDK として提供されている）

所の情報を取得したときに，その ID を受ける機能が定義
されている．主なメソッドを以下に示す．

• getEventID()：場所に対する ID の取得
• addEventIDListener()：リスナの登録
4.3.3 ロボットを移動する API
ロボットの移動には，移動用クラス（Motion proﬁle impl）

を利用した．FJLIB は，ロボット用 API とサーバ用 API

のメソッドを利用する．短距離移動の場合，これらの機能

のそれぞれに対して呼び出し側のインタフェース実装と，

は呼び出しと同時に，デフォルトのパラメータ（1 回の命

呼び出された側の処理を記述するためのフレームワークを

令での移動距離など）を設定したうえで，対応するロボッ

提供している．RSNP の下位層に 2 経路の HTTP 通信を

ト API に命令が送られる．長距離移動も同様に定義される

使用し，それぞれ上り方向，下り方向の通信を担っている．

が，指定した位置情報を内部的に複数回のロボット API 命

上り方向通信は，HTTP リクエストのペイロードにデータ

令に分解し，移動を実現する．主なメソッドを以下に示す．

を入れサーバへ送信し，下り方向の通信は，HTTP レスポ
ンスのペイロードにデータを入れロボットへ送信する．

• forward()，backward()，left()，right()：
短距離移動のためのメソッド（前後進，左右回転）

• move(int a, int b)：長距離移動のためのメソッド
4.2 ハードウェアの構成
プラットフォームは，大学内に設置されたグローバル

（a，b によってマス目を指定する）

4.3.4 カメラ画像を取得する API

IP を付与したサーバ上に構築し，サービスを利用する操

カメラ画像の取得には，マルチメディアデータ用クラ

作者は，インターネット経由でこのサーバに接続する．上

ス（Multimedia proﬁle impl）のメソッドを利用する．カ

記の RSNP に対応したロボットであれば，いずれでも利

メラ画像を配信する機能（カメラ画像が定期的に送られ続

用可能である．本稿では，富士通製のサービスロボット

ける），カメラ画像を取得する機能が定義されている．こ

enon [17] と，LEGO MINDSTORMS NXT を利用した．

れらの機能は呼び出しと同時に，デフォルトのパラメータ

enon はカメラを搭載しており，カメラ画像の取得が可能

（配信周期など）を設定したうえで，対応するロボット API

であるほか，Wi-Fi 経由で上記サーバに接続する．LEGO

に命令が送られる．主なメソッドを以下に示す．

MINDSTORMS は bluetooth 経由で小型 PC に接続して

• distributeCameraImage()：カメラ画像を配信

おり，PC 経由で Wi-Fi 接続，USB カメラによるカメラ画

• getCameraImage()：カメラ画像を取得

像の取得が可能である．本体に搭載された光センサでライ
ントレースも可能である．遠隔操作の対象となる環境側に

4.4 調整モジュールの実装

は，双六のマス目に対応するラインの敷設，イベント通知

4.4.1 位置情報のマッピング

地点へのビジュアルマーカの設置が必要である．

本プラットフォームでは，ロボットは地図のマス目を双
六のように進む．そのため，あらかじめ用意したフロアの

4.3 API の概要
本稿では，案内サービス API モジュールの 4 つの機能

二次元地図を基に，経路を直線のエリアごとに区切り，その
上で正方形のマス目に分割する．この作業は，ソフトウェ

を，以下に示す 4 つの API として実装した．

アプログラマが事前に行う必要がある．地図のイメージを

4.3.1 位置情報を取得する API

図 3 に示す．ロボットの座標はマス目単位で決まるため，

位 置 情 報 の 取 得 に は ，情 報 取 得 用 ク ラ ス（Informa-

現実世界でのロボットの絶対座標の決定も容易になる．

tion proﬁle impl）のメソッドを利用する．メソッドを呼び

位置推定の方法としては，施設内の床面に黒のラインを

出し，そのときどきの位置情報を取得する機能，リスナを

敷設し，このラインを地図上のマス目に対応させる．つま

登録しておき位置情報が更新されるたびに（異なるマス目

り，現実世界の絶対座標は，マス目単位で量子化された
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図 5 enon における Hough 変換を利用した位置推定

Fig. 5 Location estination using the Hough transform on enon.

図 3 地図のイメージ

Fig. 3 An image of the map.

図 6

イベント検知のイメージ

Fig. 6 An image of event detection process.

ジを抽出し，黒線を選び出して数えている．カメラのみで
実現可能であり，風景の特徴量を利用することもできるこ
とから，より汎用的な手法といえる．ただし，光センサを
図 4 LEGO MINDSTORMS NXT における位置推定

Fig. 4 Location estimation on LEGO MINDSTORMS NXT.

利用した方法に比べ，認識の精度は下がる．
イベントの検知については，ロボットのカメラが経路上
に設置されたマーカを NyARToolkit で読み取る方式を採

値として定義される．エリア（一続きの直線）の始点には

用した．具体的には，マーカから取得した ID をサーバへ

マーカを設置し，そのエリアの長さ（エリア内に存在する

渡し，DB と照合し，事前に登録しておいたメッセージを

ラインの数）と，曲がり角であることをロボットに通知す

表示する．この方式は，比較的遠くから撮影した画像や，

る．具体的な位置推定の流れは以下のとおりである．

斜めからの画像でもマーカを検出でき，イベント検知に適

( 1 ) エリアの始点でビジュアルマーカを読み取り，これか

している．イベント検知のイメージを図 6 に示す．

ら進入するエリアの長さ（マス目の数）を取得する．

( 2 ) エリア内では，ラインの踏破回数をカウントすること

4.4.2 移動命令のマッピング
ロボットの移動には，短距離移動と長距離移動の 2 種類

で進行状況を更新し，座標をサーバに返す．

がある．短距離移動では，RSNP のプロファイルを利用し，

( 3 ) 終着点（指定されたマス目）に到着したら終了．

前後左右の 4 方向の指示に対応してロボットが動作する．

( 4 ) それ以前に曲がり角に到着したら ( 1 ) に戻る．

enon では，ロボットアプリケーション内でこれらの命令を

なお，今回の実装では，地図を使った移動は前進のみと

専用コマンドに変換し，LEGO MINDSTORMS NXT で

し，コースの後退は考慮していない．順方向だけを許可する

は，小型 PC 上でこれらの命令を NXT Direct Commands

と，エリアが決まればロボットの進む方向が決まり，ロボッ

に変換する．両ロボットともに，移動単位，速度はデフォ

トの姿勢を地図に投影することができるためである．ライ

ルト値を利用している．長距離移動では，地図上で指定さ

ンの検知方法はロボットの持つ機能に依存し，ロボットご

れた終着点に到着するまで，前進コマンドを発行し続け，

とに実装することになる．今回，LEGO MINDSTORMS

終着点に到着した時点で停止コマンドを発行する．

NXT では光センサを，enon ではカメラ画像を利用した．
光センサを利用した位置推定のイメージを図 4 に，画像処
理を用いた位置推定のイメージを図 5 に示す．

enon での実装では，Hough 変換でカメラ画像からエッ
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図 7 ROCS のメニュー画面

Fig. 7 The menu window of ROCS.
図 9

実験 1 の環境

Fig. 9 The experimeital condition for evaluation 1.

る．画面右下には，マップ上の施設概要の説明をつけた回
転式ウィジェットを設け，フロア内施設の予備知識を得る
ことを可能にした．

5.2 ユーザビリティの評価
5.2.1 実験の内容
まず，ROCS を利用し，ユーザビリティの評価を行った．

• 実験 1：地図を用いた操作による操作性向上の効果
図 8 ROCS のメイン画面

Fig. 8 The main window of ROCS.

• 実験 2：メッセージによるイベント通知の認識度合い
の 2 種類の項目を評価した．実験 1 では，図 9 のように

LEGO MINDSTORMS NXT を操作するコースを作成し，
プロトタイプシステム，Remote Open Campus System

4 名の男性の被験者が，別室から，地図がまったくない場

（ROCS）を構築した．これは，オープンキャンパスを仮想

合，見取り図としての地図がある場合，地図上でロボット

化するシステムで，大学の構内に設置されたロボットをイ

を動かし現在位置が投影される場合，それぞれの状況でロ

ンターネット越しに遠隔操作することで，大学を訪問する

ボットの遠隔操作を行った．評価項目に対し，それぞれ 7

ことなくキャンパスツアーを体験できるシステムである．

段階（7：非常にそのとおりである，6：そのとおりである，

システム構築にあたっては，プラットフォーム上の機能を

5：ややそのとおりである，4：どちらでもない，3：あまり

利用し，ユーザインタフェースなど，フロントエンド部分

そのとおりではない，2：そのとおりではない，1：まった

のみを新たに実装した．

くそのとおりではない）で評点を付けてもらい，平均値を

ROCS のユーザインタフェースは Web ブラウザの画面

求めた．実験 2 では，施設内のコース上に，A4 用紙にフォ

として実現される．具体的には，メニュー画面とメイン画

ントサイズ 48 の文字をプリントアウトしたもの（目視で

面の 2 種類の画面が存在する．メニュー画面では，見学し

十分認識可能）をカメラ画像で認識する場合と，10 cm 角

たいキャンパスおよび各キャンパスで利用可能なロボット

のビジュアルマーカを検知しメッセージ出力した場合の認

を選択する．サービスを利用できるユーザの管理はキャン

識度合いを比較した．実験環境は図 10 のとおりであり，

パスごとに行うため，この後認証処理が行われ，ROCS の

被験者は上記と同じ男性 4 名である．評価項目に対し，そ

サービスが開始する．メイン画面は，GUI 部分が 4 分割さ

れぞれ 7 段階（7：完全に認識できる，6：ほぼ完全に認識

れたフレーム構成になっている．メニュー画面を図 7 に，

できる，5：だいたい認識できる，4：半分以上認識できる，

メイン画面を図 8 に示す．メイン画面では，画面左上がカ

3：半分以下しか認識できない，2：ほぼ認識できない，1：

メラ画像に 3 人称視点のアバタを重ねて表示するエリアに

まったく認識できない）で評点を付けてもらい，平均値を

なり，その隣にロボットの旋回ができるダイヤル式のコン

求めた．

トローラをつけることで，細かい角度の移動を可能にして

5.2.2 実験の結果

いる．画面左下は通知イベントが RPG 風のメッセージと

実験 1 の結果を表 1 に示す．ロボット位置が地図に投

して表示されるエリアであり，右上が地図表示エリアとな

影され，所定位置までの逐次操作が減少することで，操作
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5.3 設計指針に対する評価
次に，2 章で示した 3 つの設計指針に対する評価を行う．
そのため，前節の実験 2 のコースを設営する手順を考える．

( 1 ) サービスをデザインし，アプリケーションの動作を記
述する（プラットフォームの API を利用し，位置情報
の取得，イベント ID の取得，ロボットの移動，カメ
ラ画像の取得動作を記述）
．

( 2 ) ユーザインタフェースを実装する．
( 3 ) アプリケーション上にフロア地図を準備し，ロボット
の可動域を設定する（マス目の配置）
．

( 4 ) AR マーカのデータを準備し，ID とメッセージの組を
アプリケーションのイベント DB に投入する．
図 10 実験 2 の環境

( 5 ) 床面にラインを敷設し，AR マーカを印刷し貼付する．

Fig. 10 The experimeital condition for evaluation 2.
表 1

このうち，( 1 ) から ( 4 ) はプラットフォーム上でのシス

実験結果 1

テム構築手順だが，実環境での操作がプラットフォーム内

Table 1 Experimental result 1.
項目

地図なし

地図あり

地図で移動

1.3

4.3

6.3

動かしたい方向がすぐに

( 6 ) ロボットを準備する（充電など）．

に隠蔽されているため，API の呼び出し，リスナによる
イベント取得のみでプロトタイプシステムが構築できた．

決まった

( 5 ) と ( 6 ) は環境側での準備になるが，ごくわずかな手間

動かしたい方向に動かせ

で実世界との対応付けができている．我々がこれまで実験

2.0

3.7

5.0

1.0

5.3

6.0

を行ってきた環境では，プログラム作成以外の ( 3 ) から

た
チェックポイントや終点
が事前に予測できた

1.7

操作に迷いや困難，不安

3.7

4.7

を感じなかった
表 2

のための学習など，事前準備に多くの手間と時間がかかる．

実験結果 2

案内の種類

例文（タイミング）

場所の案内

ここは研究室です

注意喚起

段差があります

次に，提案手法の測位方式（マス目の利用）と移動方式

文字の認識

マーカ検知

（短距離移動と長距離移動の組合せ）について，既存手法

1.3

5.0

との比較を試みる．評価尺度には，2 章で述べた設計指針

1.6

2.0

1.0

5.3

2.0

5.6

のほかに，開発の柔軟性と計算量を取り上げる．ただし，

（進行中）
（進行中）
右方向に図書館が
この方向には進め

設計指針のうちユーザインタフェースについては，測位手
法，移動手法とは関係がないため，比較対象から除外した．

あります（分岐点）
進入禁止

も十分対応可能である．プラットフォームを利用しない場
合は，環境側への機材の設置，キャリブレーション，認識

Table 2 Experimental result 2.

進路示唆

( 6 ) までの作業は 4 時間程度で完了している．撤去も容易
であり，オープンキャンパスのような一時的なイベントに

ません（右左折後）

測位方式の既存手法としては，無線 LAN の電測情報を利
用する方式 [18]，画像認識による方式 [19]，SLAM による
自己位置推定方式 [20] を取り上げる．移動方式の既存手法
としては，コントローラを利用した直接制御，ロボットの

性が向上していることが分かる．つまり，ロボットをマッ
プ上で操作し，その現在位置をマップに投影することで，

自律移動を取り上げる．結果を表 3，表 4 に示す．
測位方式については，柔軟性の高い手法は，環境データ

遠隔操作が容易になることが確認できた．次に，実験 2 の

を自律的に収集するため，キャリブレーション，事前学習

結果を表 2 に示す．Web カメラのような低性能なカメラ

などの手間がかかる．複雑な計算が必要であり，処理負荷

を想定した場合，案内板の文字はほとんど認識できない．

も高い．移動方式については，直接移動，自律移動ともに

文字を読むためにルートを外れて案内板に近づく操作は本

ロボットの機能に依存し，開発が難しい．提案手法は多様

末転倒であり，ストレスの高い処理である．このような場

な環境に対応可能だが，プラットフォームで用意された

合，マーカによる案内メッセージの検知は有効な補助情報

API 以上の処理はできず，柔軟性に欠ける．

になる．案内の種類により結果は異なるが，カメラがその

設計指針のうち，遠隔操作に適したユーザインタフェー

方向を向いた瞬間に進入禁止を促すような案内では非常

スの構築を支援するという点については，前節のユーザビ

に有効であり，一方，出力タイミングが大きな意味を持つ

リティ評価により，3 人称視点の導入，マーカを利用した

メッセージに対しては，あまり効果がないことが分かった．

イベント発生機構が，インターネットを介した案内サービ
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表 3 比較結果（測位方式）

かった．案内サービスの特徴は「案内をする」という目的

Table 3 Comparison result (localization).

が達成されれば，作業の正確さはそれほど要求されない点

方式

システム構築

環境適用性

柔軟性

計算量

にある．RPG の知見を活かす方策は，このような特徴に

提案方式

○

○

×

○

うまくマッチしたと考えられる．一方，作業の目的である

無線 LAN

△

×

△

△

「案内」については，他種のサービスへの適用を含め，今後

画像認識

△

△

○

×

SLAM

×

△

○

×

6.2 今後の課題

表 4 比較結果（移動方式）

今後，プラットフォーム機能，インタフェース，作業内

Table 4 Comparison result (navigation).
方式

検討すべき課題である．

容の 3 項目について，プラットフォームの拡張を行う必要

システム構築

環境適用性

柔軟性

計算量

提案方式

○

○

×

○

直接移動

×

×

△

△

エラー時対応，地図の利用形態（直線の組合せ以外の形態，

自律移動

×

×

△

×

階・建物の移動など），地図の自動作成，環境に合わせた

があると考えている．プラットフォーム機能については，

機器のキャリブレーションの自動化などの拡張が必要であ
スの操作性を向上させることを確認した．テレロボティク

る．特に，移動ロボットではネットワークの中断，電源喪

スに関する研究では，複数カメラや多様なセンシングデー

失などにより，サーバとロボットの切断が発生する可能性

タを利用し，環境側の状況を正確に遠隔地側に伝える試み

が高く，エラーからの自動回復機能は必須であろう．イン

が多くなされている [21], [22]．本プラットフォームでは，

タフェースについては，今回はプロトタイプシステムとし

計算機資源が限られた RPG で操作性向上のために用いら

て Web ブラウザ上に GUI を構築したが，遠隔操作に適し

れている，地図と 3 人称視点画像を組み合わせた手法に

たインタフェースについては今後も検討していく必要があ

より，これらの問題を解決した．イベントを発生させるこ

る．タブレット端末の利用，Kinect などのモーションキャ

とにより，操作を中断させ，次操作を制限させる方式は，

プチャデバイスを利用した入出力，透過型モニタを利用し

1 章で指摘した問題点のうち，現実世界でのタスクとソフ

た直感的なインタフェースなど，様々な拡張が考えられる．

トウェア上の時間のずれを吸収する効果も期待でき，遠隔

作業内容については，今回対象とした案内サービス以外の

案内サービスに適した方式であるといえる．

遠隔操作への拡張がある．遠隔操作で必要とされる情報は

6. 考察
6.1 プラットフォームの適用範囲
プラットフォームの適用範囲としては，2 つの事項を考
える必要がある．1 つはどのような機能を持つロボットを
前提にするかであり，もう 1 つは対象とする作業の種類を
どのように規定するかである．

作業の内容に依存し，プラットフォーム機能群，提供する

API，対応するハードウェアなどの見直しが必要になる．

7. 関連研究
7.1 実世界情報処理のためのクラウド基盤
実世界情報処理のためのクラウド基盤としては，近年，
クラウドロボティクスへの関心が高まっている．クラウ

前者については，ロボットの機能は機種や実装ごとに大

ドコンピューティングはインターネット分野の技術であ

きく異なるため，どのようなロボットを前提とするかで，

るが，コンピュータのユビキタス化 [23], [24] にともない，

サービスの有効性がまったく異なるためである．そのため，

Internet of Things [25]，Cyber-Physical Systems [26] など，

プラットフォームとして共通機能を仕様化し，共通サービ

実世界サービスとの融合が急速に進んでいる．ロボットや

スを利用できる仕組みが必要になる．共通機能の仕様化に

ロボットサービスのネットワーク化については，これまで

ついては，RTM や ROS など様々なものが存在するが，本

も RT ミドルウェア [1] や ROS [2], [27]，ネットワークロ

プラットフォームでは，Web サービスをベースとし，クラ

ボットフォーラム [28] などの活動があったが，上記分野

ウドサービスとロボット間のプロトコル仕様を規定してい

との融合を視野に，ロボットサービスのクラウド化が進ん

る RSNP を利用している．つまり，RSNP で仕様化された

でいる．たとえば，RoboEarth [29]，CloudRobotics [3], [4]

API をプラットフォームが利用することで，ロボット間の

などの研究が行われている．本プラットフォームもクラウ

実装の違いを隠蔽している．当然，API で規定された以上

ド基盤での利用が可能であり，これらの研究と同様の方向

の複雑な処理は実装できないが，ロボット内部の処理はロ

性を持っている．ただし，本稿の目的は，現実世界の処理

ボット工学者が定義し実装を担当する部分である．これが

をプラットフォーム内に隠蔽することにより，ロボット工

本プラットフォームの機能としての適用範囲である．

学の知識を持たないソフトウェアプログラマが移動ロボッ

対象となる作業の種類については，今回実装した遠隔操

トを操作するシステムを構築できるようにすることであ

作，特に案内サービスについては適用可能であることが分

り，これらの研究とは目的が異なる．センサネットワーク
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用プラットフォームでは，1 章に示した問題点を解決する
ことができない．また，クラウドロボティクス環境では，
プログラマ用 API の規定などは意識されていない．

8. おわりに
本稿では，多種多様なロボットと，環境側に設置する簡
易な目印を使って，ロボットの遠隔操作サービスを構築す

7.2 ロボットの遠隔操作
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

るためのサービスプラットフォームを提案した．特に，イ
ンターネット経由で遠隔地の案内を行う「案内サービス」

としては，様々な提案が行われている．テレオペレーショ

を対象とし，ロボットの存在する現実世界に対する処理を

ンと呼ばれる技術では，複数視点のカメラやセンサ情報を

プラットフォーム内に隠蔽することにより，ロボット工学

利用し，遠隔地のロボットを制御する様々な技術が開発さ

の知識を持たないソフトウェアプログラマが容易にシステ

れている．鹿島では，遠隔操作により建設機械 10 台を運用

ムの構築ができるプラットフォームを実現した．本稿では

できる無人施工システムを開発している [30]．重機 1 台に

さらに，案内サービスの一例として，キャンパス案内シス

5〜6 台設置したカメラ映像を高精細かつ同時送信するた

テム ROCS を実装し，提案するプラットフォームの有効

めの光ファイバケーブルを敷設し，映像と作動音を確認し

性，有用性を検証した．今後，実装サービスの種類を増や

ながら遠隔操作を行う．また，テレイグジステンスと呼ば

しつつ，プラットフォームの適用範囲を明確化するととも

れる一連の研究では，操作者にロボットの視覚や触覚など

に，機能の拡張，改良を行っていく予定である．

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

謝辞 本研究を進めるにあたり，
（株）富士通研究所の

隔臨場感を提供することで円滑な操作を実現している [6]．

神田真司様，岡林桂樹様，村川賀彦様から貴重なご意見を

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

いただきました．また，産業技術大学院大学の伊藤由佳さ

ク上に再現するかに注力している．本プラットフォームで

ん，木田貴章さん，楠俊行さん，島田哲也さん，野本悠太

対象とする案内サービスでは，必ずしも忠実な再現は必要

さんには，プロトタイプシステムの実装にご協力いただき

ではなく，サービスを受けるユーザに適したインタフェー

ました．ここに感謝の意を表します．

スでサービスが提供されることが望ましい．ロボットの遠
隔操作に関しては，ユーザが体感するサービスの品質であ
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