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総説論文

映像と連携する移動ロボットの投影型制御
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Abstract

– Collaborative control system between digital images and multiple robots
has attracted increasing attention in the robot environment for displaying information to
users. We surveyed the projection-based robot control method for enabling this control
system and its applications in the fields of mixed reality and user interfaces. In this
paper, we described the requirements of the robot environment for displaying information to users, the related studies of the projection-based robot control system as user
interfaces, and the robot control methods using velocity vector fields that was applied
in the projection-based robot control. In addition, we described the characteristics and
applications of the projection-based robot control system using pixel-level visible light
communication.

Keywords : Projection-based control, visible light communication, digital micromirror
device, high-speed projector, robot swarm, mixed reality

1

はじめに

映像とロボットが連携して制御されたシステムは、
映像に加えてロボットの動作による情報の表現が可能
で、また人間がロボットを介して情報に直接触れて操
作できるという点で注目を集めている。ヒューマン–
コンピュータインタラクション (HCI) 分野では、ロ
ボットをユーザが情報を認識、操作するためのタンジ
ブルインタフェースとして使用する研究が提案されて
いる [1, 2]。これらはユーザが情報を直観的かつ即座
図 1 本論文における節構成
Fig. 1 Section structure of the paper.

に理解するために有用である。また、これらの研究を
発展させた取り組みとして、複数のロボットを連携動
作させる群ロボット制御を用いたアプローチである、

Swarm User Interfaces も提案されている [3, 4, 5, 6]。
このような状況を踏まえ、著者らは映像と連携する
移動ロボットをプロジェクタから投影される構造化光
によって制御する投影型制御手法の構築に取り組んで
きた [7]。この投影型制御の実現には、光の高速明滅で
信号を送る可視光通信技術をプロジェクタに応用した
空間分割型可視光通信 (PVLC) [8] を用いている。本
稿では、投影型制御の応用領域である情報の提示・操
作を行うシステムについて概説し、投影型制御におけ
る通信手法、制御方式、送信する情報について分類、
整理する。加えて、これまで著者らが取り組んできた
PVLC を用いた投影型制御の研究開発を通じた知見に
ついて述べる。
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本論文の節構成について図 1 に示す。2 節では投影
型制御の主要な応用領域として想定される、情報の提
示・操作を行うシステムとしてのロボット環境におけ
る移動ロボット制御の要件について述べる。3 節では、
映像と移動ロボットの連携制御により情報の提示・操
作を行うシステムについて、主に HCI と複合現実感
システムにおける研究を概説し、投影型制御の位置づ
けを述べる。4 節では、投影光を用いたロボットの位
置推定と制御の手法について論じ、投影型制御の基盤
となる情報通信手法について整理する。5 節では、特
に複数台の移動ロボット制御における制御方式につい
て分類し、投影型制御の位置づけを述べる。6 節では、
大域的情報場を用いたロボット制御について説明し、
その投影型制御との関連性を述べる。7 節では、PVLC
を用いた投影型制御による映像と移動ロボットの連携
制御システムについて、現在までの研究事例の知見を
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説明し、8 節ではまとめと今後の課題について述べる。

2

情報の提示・操作システムとしてのロボット環境
における移動ロボット制御の要件

ターンを用いる手法が代表的であり、多くのシステム
が使用している [2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14]。これら
はロボットに印刷したマーカパターンを装着するのみ
で使用でき、またフレームワーク (reacTIVision [15])

本節では、情報の提示・操作を行うシステムとして

も整備されていることから、簡便に使用できる。ま

のロボット環境における移動ロボット制御の要件につ

た、マーカパターンの更新を実現するために、アク

いて述べる。

ティブマーカである赤外 LED マーカとカメラを用い

まず、このようなロボットは、ユーザが存在する日

たもの [16, 17] も提案されている。しかし、これらの

常空間で使用される。そのため、ロボットの進路は単

手法はカメラによる画像認識が前提となるため、映像

なる平坦面や開放空間ではなく、空間内に障害物や段

とロボットの位置を合わせ、幾何学的整合性を担保す

差など、進路を妨げる障害が予測不可能な形で存在す

るためのカメラキャリブレーションが必須である。加

ると考えられる。よって、このような障害に対して頑

えて、位置取得と制御情報の送信におけるスケーラビ

健な手法であることが求められる。

リティは考慮されておらず、多数のロボットを同様の

そして、これらのロボットの大きさは、Swarm User

Interfaces に用いられる数 cm のものから、大きいも
のでも家庭用掃除ロボットと同程度の数十 cm である
と考えられる。また、ロボット環境を構成するロボッ
トは複数存在するため、これらのロボットを連携して
制御できる手法が必要となる。一方で、その大きさと
コストの制約から、これらのロボットに搭載される計
算機の性能は高くないと見積もられるため、各ロボッ
トの計算負荷が小さいことも求められる。
加えて、これらの移動ロボットは、ユーザによる操
作などのインタラクションを伴う。そのため、ユーザ
がロボットに接触するなどの外乱を与えることが想定
され、このような外乱に対しても頑健なロボット制御
手法であることが必要である。また、ユーザがロボッ
トを選択する動作に対しても対応する必要がある。こ
れは、ユーザがロボットを直接持ち上げて出し入れの
操作を行ったり、何らかのインタフェースを用いて間
接的に選択操作を行うことが考えられるが、どちらの
場合についてもユーザの意図を反映できるような制御
手法であることが求められる。

システムを用いて制御することは難しい。
投影型制御手法としては、マーカ画像を映像として
表示する Display-Based Computing [18] を用いたも
の [19, 20, 21] や構造化光投影を用いたもの [22, 23, 24]
などが提案されている。投影型制御を用いたシステム
は、映像表示装置をそのまま情報通信装置として用い
るため、カメラ等の外部観測装置は不要である。その
ため、先述した映像とロボットの幾何学的整合性の担
保や、情報送信のスケーラビリティの問題が原理的に
生じない。一方で、マーカ画像や構造化光投影による
二次元パターンが、映像コンテンツに無関係なパター
ンとして視認されるという課題が存在する。著者らが
提案している空間分割型可視光通信を用いた投影型
制御では、不可視の高速な明滅によって情報を埋め込
むことでこの課題を解決している。しかし、高速プロ
ジェクタが必要であるため、市販の安価な装置では実
現が困難という問題がある。

4

投影光を用いたロボットの位置推定と制御

本節では、光の投影を用いたロボットの位置推定と
制御手法について、可視光通信を用いた手法、構造化

3

映像と移動ロボットの連携制御による
情報提示・操作システム

本節では、映像の変化と連携して移動ロボットの制

光投影を用いた手法、Display-Based Computing [18]
を用いた手法、そして空間分割型可視光通信 [8] を用
いた手法について述べる。

4.1

御を行うことでユーザに情報を提示し、またユーザが

可視光通信を用いた手法

情報を操作するシステムについて述べる。このような

可視光源を高速に点滅させることで人間に見えない

システムは、主にテーブルトップディスプレイに表示

形で情報を埋め込む技術である、可視光通信 (Visible

された映像と連携してロボットが動作することで実現

Light Communication: VLC) [25] の研究が行われて
いる。これをロボット制御に応用した研究も提案され
ている [26, 27] が、その多くは制御情報のみを単一チャ
ネルで送信している。Qiu et al. [28], Liu et al. [29, 30]
は室内に複数配置された光源を用いて可視光通信を行
うことで、屋内位置推定とそれに基づく複数台のロ
ボットの経路制御を実現している。可視光通信を用い
た手法においては、光が届く空間内であればロボット

されている。ここで、映像とロボットの連携制御を実
現する手法としては、ロボットに装着されたマーカパ
ターンをシステム側のカメラなど認識するカメラベー
スの手法と、映像の光に情報を埋め込み、これをロボッ
トのセンサで受光することで制御する投影型制御手法
の 2 種類に大別できる。
カメラベースの手法については、静的なマーカパ
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表 1 投影光を用いたロボットの位置推定と制御における通信手法の分類と位置づけ
Table 1 Comparison of projection-based robot localization and control methods.

可視光通信 (VLC)
構造化光投影
Display-Based Computing (DBC)
Pixel-level VLC (PVLC)

空間分割性

映像可視性

位置に応じて
異なる光が届く

人への映像提示
が可能

×
○
○
○

×
×
○
○

情報遍在性
機器を自由に
出し入れ可能
(位置合わせなどの
初期化が不要)
○
○
×
○

高速更新性
映像と情報の
更新を高速に
行うことが可能

–
–
○
○

空間分割型可視光通信を用いた手法

台数の増加や初期化処理などは問題にならない。しか

4.4

し、光源の配置が離散的であり、位置制御の精度が低

北村ら [8] は DMD (Digital Micro-mirror Device)

いことから、単純な経路の誘導しか実現されていない。

4.2

として用いることで、映像のすべての画素に高速点滅

構造化光投影を用いた手法

でビット情報を埋め込む空間分割型可視光通信 (Pixel-

複数枚の特殊なパターン画像を連続してプロジェク
タで投影し、その構造化光をセンサで受光することで実
物体の位置情報を計測する研究が提案されている。ここ
で投影対象となるのは 2 値画像として構成されたコー
ドパターンであり、主にグレイコード [31, 32, 33, 34]
や M 系列パターン [35] が用いられる。この投影光を
センサで受信し、時分割された信号としてデコードす
ることで、位置情報を取得している。この手法は、受
光側のデバイスを受光センサとその増幅回路の簡便な
構成で使用できるため、ロボットの位置推定 [3, 4] や
制御 [22] にも応用されている。しかし、これらのシス
テムではプロジェクタを情報通信装置のみとしてしか
使用しておらず、映像提示装置としての側面が失われ
ている。

4.3

を用いた DLP プロジェクタを可視光通信プロジェクタ

Display-Based Computing を用いた手法

Display-Based Computing (DBC) [18] は、画像提
示装置を映像提示のみでなく、計測や制御、通信に
も用いるという手法である。この DBC を利用して、
映像とロボットが連携した情報提示が提案されてい
る [19, 20, 21, 36]。
DBC を用いると、各時刻における実物体の位置・
姿勢制御がマーカ表示により簡易に実現でき、映像提
示装置としてのディスプレイの役割も損なわれていな
い。よって、DBC は映像と連携する移動ロボット制
御に実現において重要な要素を備えていると言える。
一方で、機器の認識にあたっての初期化処理が必要で
あったため、初期化後の機器の追加や除去はできない。
そこで、安ら [36] は大域的なマーカ画像を用いること
で、初期化処理が不要な DBC によるロボット制御を
提案している。しかし、DBC の原理上マーカ部に映
像を表示できないため、大域的なマーカ画像を用いる
場合は映像コンテンツの表示が不可能である。

level Visible Light Communication: PVLC) 技術を
提案している。PVLC を用いれば、同じ空間的位置に
対し、人間に見える映像情報と機械にのみ受信できる
不可視情報の 2 種類を同時に提示することができる。
PVLC では映像と情報の位置ずれが原理的に発生しな
いため、キャリブレーションの必要がない上に、画面
上の映像自体が情報を含んでいるため、受信端末の数
が増えてもシステム負荷が増大しない。
PVLC は、これまで主に映像と実物体が連携した
ディスプレイシステム [37, 38, 39] に応用されている
が、当初はその映像表現力 (グレイスケール) や、送
信可能な情報量が課題であった。著者らは、PVLC に
おける投影映像のカラー化と送信情報量の増大、そし
てプロジェクタの可搬化に取り組み、これらの問題を
解決している [40, 41, 42]。そして、これらの技術に立
脚した上で、PVLC をロボットの位置推定・制御技術
として用いる投影型制御技術を提案している [23, 24]。
4.5

投影光を用いたロボットの位置推定と制御に
おける通信手法の分類と位置づけ

投影光を用いたロボットの位置推定と制御における
通信手法の分類とその位置づけを表 1 に示す。可視光
通信、構造化光投影は人への映像提示を目的としてお
らず、また可視光通信に関しては信号伝送の空間分割
性も欠けている。DBC は人への映像提示が可能で、か
つ映像と情報の高速更新性も備えているが、初期化処
理が必要であるため、トラッキングが外れてしまう機
器の追加や除去を行うことはできない。PVLC は、映
像提示と同時に時分割による不可視な情報伝送が可能
であり、ロボット制御に求められる高速更新性も備え
ている。一方で、その実装には高速プロジェクタが必
要であり、使用機器の汎用性の面では課題が存在する。
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図 2 中央集中制御、自律分散制御、移動ロボットの投影型制御の概念図
Fig. 2 Concepts of control methods for a swarm of robots.

5

移動ロボットの投影型制御は、これら中央集中制御

複数台の移動ロボット制御における制御方式

と自律分散制御の双方の特徴を併せ持った手法として

2 節で述べたように、情報の提示・操作システムと
してのロボット環境においては複数台のロボットを連
携して制御する必要がある。そこで本節では、連携し
て移動する複数台のロボット、すなわち群ロボットの
制御方式について述べ、その中での投影型制御の位置
づけを述べる。また、情報の提示・操作システムとし
てのロボット環境において、投影型制御がどのような
利点を持つかについて制御方式の観点から整理する。
5.1

捉えることができる。投影型制御では、位置に応じた
情報を各ロボットに「場」としてブロードキャストす
る。これは、中央のシステムが情報の「場」を制御し、
個々のロボットはこの「場」から情報を受けていると
捉えることができる。本稿では、この「場」のことを
大域的情報場と呼ぶこととする。この特徴により、中
央集中制御で起きる通信負荷の問題を回避しながら、
位置に応じた制御命令を与えることで、自律分散制御

群ロボットの制御方式と投影型制御

では難しいロボットごとのふるまいを記述することが

群ロボット制御は、その制御情報を伝送する方式に

できる。一方で、大域的情報場の更新によって記述で

よって中央集中制御と自律分散制御の 2 種類に大別で

きるロボットのふるまいの自由度は、個々のロボット

きる。一方で、空間分割された情報を局所的に送信す

を制御した場合よりも低くなる。よって投影型制御は、

る投影型制御手法は、これら双方の特徴を併せ持つ制

個々のロボット制御の柔軟性と、情報通信のスループッ

御であると捉えることができる。中央集中制御、自律

トにトレードオフを持つ手法であると考えられる。

分散制御、移動ロボットの投影型制御についての概念

5.2

図を図 2 に示す。

ステムとしてのロボット環境

中央集中制御 (Centralized control system) では中

先述したように、投影型制御は大域的情報場による

央の計算機システムが群ロボットの状態を計測し、ロ
ボット 1 台 1 台と個別に通信することで制御を行う。
これは、コンピュータネットワークにおけるクライア

報が遍在しており、予期しないロボットの移動といっ

ることで、各ロボットを個別、かつ精密に制御するこ

た外乱に対して頑健な制御を実現できることから、衝

とが可能である。しかし、ロボットの台数が増加する

突や接触に対応が容易なものとなる。また、投影面内

と、比例して通信負荷が増大するという、スケーラビ

のどの位置からでもロボットの制御を開始可能である

リティの問題が存在する。
自立分散制御 (Distributed control system) では、

ネットワークにおける Peer to Peer モデルをアナロ
ジーとして捉えることができる。この手法では、先ほ
と述べた通信負荷の問題は原理上発生しないので、ス
ケーラビリティの問題は発生しない。しかし、中央の
計算機システムが存在しないため、各ロボットに対し
て体系的な制御命令を送信することはできない。

実現している。ここでは、空間内に制御情報が「場」
よって様々な利点が生まれる。まず、空間内に制御情

きる。この手法では、各ロボットに個別の指示を与え

境を計測し自身の制御を行う。これは、コンピュータ

制御というこれまで着目されてこなかった制御手法を
として遍在している状態を実現できるため、これに

ントサーバモデルをアナロジーとして捉えることがで

各ロボットが相互に通信やセンシングをすることで環

投影型制御で実現される情報の提示・操作シ

ため、ユーザは、ロボットの追加と除去を自由に行う
ことができ、ロボットの出し入れや選択への対応が可
能となる。そして、通信の負荷がロボットの台数に依
存しないので、スケーラビリティの問題を回避して群
ロボット制御に応用できる。ただし、投影映像内に物
理的にロボットが収まる台数でないと制御できないこ
とに留意する必要がある。加えて、ロボットの計算負
荷も低くなるので、ロボットの小型化、低消費電力化
に貢献することができる。これらの利点から、投影型
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制御は 2 節で言及した情報の提示・操作システムとし

的な移動制御を実現している。また、Kato et al. [47]

てのロボット環境における移動ロボット制御に適した

は、ポテンシャル場をユーザが操作し変化させること

手法であると言える。

により、ディスプレイ上のロボットを操作するシステ
ムを提案している。

移動ロボットの投影型制御における大域的情報場

ポテンシャル場は、その記述の単純さから映像と連

移動ロボットの投影型制御においては、位置に応じ

携する移動ロボットの投影型制御において広く用いら

た大域的情報を送信し、これを個々のロボットが受信

れている [22, 23, 24]。この時、ロボットは位置に応

することで制御される。このようなロボットの制御方

じた場の情報を光の受信によって取得しており、これ

式は、投影型制御によってはじめて実現されるため、

は先述の「反射行動」をその場その場で実行している

送信する情報の設計についても指針は定まっていない。

と捉えることができる。

6

フェロモン場を用いたロボット制御

しかし、事前に情報を送信する等の方法を用いること

6.2

で、大域的情報場を参照し、その位置に応じてロボッ

アリやハチなどの昆虫は、移動の過程で化学物質で

トの速度を設定し制御する手法は以前より提案されて

あるフェロモンを環境に付加し、これをそれぞれの個

いる。ここで、各位置における速度は、空間内の位置

体が感知することで連携した行動を実現していること

と速度の対応関係、すなわちその空間に展開された速

が知られている。ここで、付加されたフェロモン濃度

度ベクトル場における値を参照して決定される。そこ

の空間分布はフェロモン場と呼ばれる。Ant Colony

で本節では、この速度ベクトル場を用いたロボット制

Optimization (ACO) [48] はこのフェロモンを用いた
個体の行動アルゴリズムである。ここで、個体は自身
周辺のフェロモンという局所的な情報のみを参照して
経路を選択し、大域的な情報は使用しない。
フェロモン場を用いたロボット制御では、各ロボット
が個体として環境と相互作用することで、ロボットの
効率的な経路設計を実現している。フェロモン場を用
いた制御では、フェロモン場を環境情報として記述す
る必要があり、従来は化学物質とそのセンサ [49, 50]、
または輝度勾配を持つ映像と光センサ [51, 52, 53] が用
いられていた。この輝度勾配によるフェロモン場は計
算機によって動的に変化させることができ、計算機上
のシミュレーションとよく一致するような場を生成し
てロボットを制御できるため、有望な手法である。こ
こで、フェロモン場はポテンシャル場と同様スカラー
場であるため、速度ベクトル場としてはフェロモンの
勾配場を用いることとなる。
フェロモン場を用いたロボット制御は、一般化する
と、ある規則で場の情報を更新することによるロボッ
ト制御手法であると捉えることができる。この考え方
を投影型制御に導入すると、個体、すなわち受光デバ
イスの位置に応じてベクトル場を更新することによ
るロボット制御が想定できる。このような制御は投影
型制御においていまだ取り組まれていないが、より自
立分散的な制御を実現するための方策としては有力で
ある。

御手法について、ポテンシャル場を用いた手法とフェ
ロモン場を用いた手法に分類して述べた後、それぞれ
について投影型制御との関連性について述べる。

6.1

ポテンシャル場を用いたロボット制御

人工のポテンシャル場を利用することで、衝突回避
を達成可能なロボット制御手法が提案されている [43,

44]。この手法では、スカラー量であるポテンシャルの
勾配場を速度ベクトル場として使用する。そして、こ
れらのそれぞれ独立したポテンシャル勾配場を線形的
に重ね合わせることで大域的な速度ベクトル場を構成
する。ベクトル場としては、1 点からの拡散場、1 点
への収束場、一定方向場、パスへの収束場などの利用
が提案されている。設計の例としては、衝突回避を行
うために個々の障害物を点とした拡散場が使用され、
目標地点への誘導を行うために目標点への収束場が使
用されている。移動ロボットは、その位置に応じてベ
クトル場を参照し、これを速度とすることで移動制御
を実現することができる。しかし、これらの研究にお
いては、ロボットは速度ベクトル場という大域的な情
報を参照して制御されることが前提であるため、大局
的な経路計画が実現できる反面、ロボットにかかる計
算負荷が膨大になるという課題が存在した。
Arkin et al. [45] は、「反射行動」という概念を導
入し、現在の位置に応じて局所的にポテンシャル場を
生成、その位置での速度を決定するということを繰
り返すことによるロボット制御手法を提案した。これ
により、大域的な情報を参照しないために計算負荷が
軽い手法を用いつつも、全体の振る舞いとしてポテン
シャル場に従うようなロボット制御を実現している。
Igarashi et al. [46] は、この概念の下で、速度ベクト
ル場として磁場を用いることで、搬送ロボットの効率

7

PVLC を用いた投影型制御による
映像と移動ロボットの連携制御

本節では、空間分割型可視光通信 (PVLC) を通信手
法として用いた投影型制御によって実現された、映像

と移動ロボットの連携制御システムについて述べる。
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まず、PVLC を用いることで担保される映像と移動ロ

心を原点とするロボット座標系 (Robot coordinates)

ボットの連携について、現実空間とバーチャル空間の

における値に変換して駆動制御を行う。

整合性の観点から議論する。そして、実際のシステム

3 節で紹介したカメラベースの手法では、位置など
の観測された情報はカメラ座標系からワールド座標
系の値に変換された後、ロボットに送信される。こ
こで、映像はプロジェクタの投影座標系 (Projected
coordinates) に従って投影されているため、映像とロ
ボットの幾何学的整合性を担保するには、投影座標系
とロボット座標系のそれぞれをワールド座標系に変換
する必要がある。
一方、PVLC を用いた投影型制御では、投影光によ
る可視光通信で位置情報と制御情報の双方を送信する
ため、これらの情報は投影座標系における値としてロ
ボットに送信される。そのため、制御値を設定する座
標系をワールド座標系から投影座標系へ変更したと解
釈すると、ワールド座標系を一切介在せずに、投影座
標系とロボット座標系のみを用いたロボット制御手法
を構築することができる。ここで、投影映像とロボッ
トの位置ずれは原理的に発生せず、映像とロボットの
幾何学的整合性は常に担保される。
また、ワールド座標系は固定されているため不動で
あったが、投影座標系はプロジェクタの位置を動かす
とそれに伴って移動する。そのため、ロボットに送信
する移動制御値はそのままであっても、投影座標系自
体を動かすことによってロボットの移動を制御するこ
とが可能となる。

実装とその特徴の紹介を通じて、どのように投影型制
御に立脚しているかについて述べる。

7.1

PVLC を用いた投影型制御における映像と
移動ロボットの連携

映像と移動ロボットの連携においては、現実空間に
存在するロボットとバーチャル空間の情報である投影
映像の整合性を担保すれば、これらの連携を実現でき
ると言える。現実空間とバーチャル空間の整合性を担
保するという課題は、複合現実感システムの設計にお
いて深く検討されており、幾何学的整合性、時間的整
合性、光学的整合性の 3 つの整合性の担保が重要であ
ると結論付けられている [54]。よって、これらの整合
性を担保することが達成すべき目標となる。
これら 3 つの整合性のうち、光学的整合性について
は、プロジェクタを用いる投影型のシステムにおいて
は原理的に一致するため、投影型制御においては考慮
する必要がない。よって本項では、PVLC を用いた投
影型制御において、映像と移動ロボットの幾何学的整
合性と時間的整合性がどのように担保されているかに
ついて述べる。

7.1.1 幾何学的整合性: ロボット制御における座
標系
図 3 に、移動ロボットの投影型制御におけるプロ

7.1.2 時間的整合性: ロボット制御におけるリアル
タイム性

ジェクタとロボットの位置関係とそれらの座標系を示
す。通常の移動ロボット制御においては、空間に固定
されたワールド座標系 (World coordinates) において、

映像と移動ロボットの時間的整合性は、投影映像の

経路計画などを通じてロボットの移動制御値を設定す

変化に対して、移動ロボット制御が追従するリアルタ

る。ロボットは、与えられたワールド座標系における

イム性であると捉えることができる。自動制御の分野

制御値を、自己位置・姿勢推定の結果からロボット中

においては、リアルタイム性はその程度別に 4 種類

図 3 投影型制御におけるプロジェクタとロボッ
トの位置関係とそれらの座標系
Fig. 3 Coordinates of the projection-based robot
control system.

(non-RT, soft-RT, hard-RT, isochronous-RT) に分類
される [55, 56]。isochronous-RT は 1ms 以下の制御
周期を持つもので、精密なモーションコントロールに
用いられる。hard-RT は 1 - 10ms の制御周期をもち、
一般的な制御に用いられる。soft-RT は 100ms 程度の
スケーラブルな制御周期をもち、FA 制御やプロセス
制御に用いられる。non-RT は制御周期が 100ms を超
えるものであり、リアルタイム性を必要としない用途
に用いられるため、ここでは深く議論しないこととす
る。本稿で制御対象としているロボットは、数 cm か
ら数十 cm 程度の大きさであるため、一般的な制御、
すなわち hard-RT 以上のリアルタイム性が求められ
ると考えられる。
ここで、画像認識やモーションキャプチャなど、従来
のカメラベースの手法を用いたロボット位置の取得に
は 10 ms 程度、無線通信による送信に 20 ms 以上 [57]
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図4

ロボット制御におけるリアルタイム性の観点から見た、従来のカメラベース手
法と PVLC を用いた投影型制御における計算機の処理タイムチャートの比較
Fig. 4 Processing time charts from the viewpoint of real-time control.

における soft-RT に該当するため、ロボットの制御周

PVLC を用いた投影型制御によるシステム
実装

期と同一の周期では外部から情報を送信することはで

本項では、映像と移動ロボットの連携制御システム

の時間が必要となる。よって、この処理は上記の分類

7.2

きない。一方、PVLC を用いた投影型制御では、情報

である、Phygital Field [23] と NavigaTorch [24] につ

は光通信で送信されるので、時分割されていることを

いて述べる。これらのシステムは、PVLC を用いた投

考えても 10 ms 程度で計測と通信が完了する。これに

影型制御の特徴により、前述した映像とロボットの幾

より、ロボット上の計算機は、hard-RT な制御ループ

何学的・時間的整合性を担保する形で実現されている。

の各周期において、外部から送信された計測情報と制

7.2.1 Phygital Field

御情報を使用することができる。
図 4 に従来のカメラベース手法と PVLC を用いた投
影型制御における計算機の処理タイムチャートの比較
を示す。図中に黄色で示された処理は外部からの通信
によって、水色で示された処理はロボット上の計算機
であるマイクロコントローラ内部で実行されることを
示している。カメラベース手法を用いたシステムでは、
送信された一般的な命令 (General instruction) は数制
御周期の間更新されず、この命令と、ロボットのセンサ
を用いた位置推定情報を用いてロボットの制御が行わ

Phygital Field [23] は、PVLC の投影映像に埋め込
まれた情報を用いることで、群ロボットの自己位置推
定と制御を実現するシステムである。PVLC を用い
て、人間にしか見えない映像と、ロボットにしか取得
できない不可知情報を同時、同位置に提示し、この不
可知情報を用いてロボットの自己位置推定と制御を行
うことで、映像とロボットが協調的に動作するシステ
ムが構築されている。
ここで、映像に埋め込まれる大域的情報場は、画素
位置情報と速度ベクトル場によって構成されており、

れる。一方、PVLC を用いた投影型制御では、絶対位
置情報 (Localization) と速度情報 (Velocity control)
が投影光情報として送信される。そのため、マイクロ
コントローラはハードウェア的なフィードバックを反
映したアクチュエータ制御 (Actuator control) を行
うのみでよく、シンプルなアルゴリズムで実装が完了
する。この特徴のおかげで、ロータリーエンコーダな
ど、ロボットが位置推定を行うためのセンサ類がすべ
て不要になり、かつ小型・低消費電力なマイクロコン
トローラの計算リソースでも実装が可能であるため、
ロボットの設計自由度を高めることができる。
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図 5 Phygital Field における速度ベクトル場投
影と移動ロボット制御の概念図 [23]
Fig. 5 Concept of Phygital Field: each pixel of
the projected image contains information
of a velocity vector field [23].
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図 6 Phygital Field におけるアプリケーション
の様子。人間の手による動作に対して頑健
なロボット制御を実現している [23]。
Fig. 6 Application of Phygital Field: robots are
aﬀected by the virtual environment. This
represents an interaction between moving
robots and users’ hands [23].

図 7 NavigaTorch におけるアプリケーション
の様子。ユーザはハンドヘルドプロジェク
タから投影された映像によってロボットを
誘導することができる [24]。
Fig. 7 Application of NavigaTorch: the user can
navigate a household robot by the projected image from the handheld projector [24].

ムと捉えることができる。
これらが時分割で切り替わりながら投影されている。

NavigaTorch のアプリケーションの様子を図 7 に示

例として、目標点に収束する速度ベクトル場の投影と

す。ここでは、投影型制御を用いることで、ユーザが

ロボットの移動制御の概念図を図 5 に示す。ロボット

映像から視覚フィードバックを得ながらロボットを誘

は、これらの投影映像に含まれる情報を受信するだけ

導する操作を実現している。このアプリケーションの

で、自己位置推定と制御を実現できる。そのため、カ

実演展示においては、展示担当者による 10 秒程度の

メラなどの外部測定装置は不要であり、有線や無線に

動作の実演の後に、幼児を含めたほぼ全ての体験者が

よる通信も不要となる。そして、ロボットごとに制御

ロボットの誘導に成功しており、この結果は手法の有

命令を発行する必要がなくなるため、制御におけるス

効性を示唆していると考えられる。

ケーラビリティの問題も発生しない。加えて、投影映
像に情報が埋め込まれているため、映像とロボットの
位置ずれも原理的に発生せず、初期化レスかつマーカ
レスなロボットの位置推定と制御が実現可能である。

8

結論

本稿では、情報の提示・操作システムとしてのロボッ
ト環境を応用対象とする、映像と連携する移動ロボッ

これらの価値は、3, 5 節で整理した投影型制御の特徴

トの投影型制御手法について総説した。まず、情報の

に立脚しており、また 2 節で議論した要件を満足する

提示・操作システムとしてのロボット環境における移

ものとなっている。Phygital Field のアプリケーショ

動ロボット制御の要件について述べた。そして、映像

ンの様子を図 6 に示す。ここでは、投影型制御を用い

と移動ロボットの連携制御による情報提示・操作シス

ることで人間の手による動作に対して頑健なロボット
制御を実現している。

7.2.2 NavigaTorch

テムについて紹介し、投影型制御が要素技術としてど
のように位置づけられるのかを議論した。また、投影

光を用いたロボットの位置推定・制御手法を分類する
NavigaTorch [24] はハンドヘルドプロジェクタを用
ことで投影型制御を実現する通信手法を整理し、複数
いた投影型ロボット制御インタフェースである。Nav台の移動ロボット制御における制御方式の分類を通じ
igaTorch を用いると、ユーザは投影映像をロボットに
て、投影型制御の位置づけについて述べた。加えて、
直接照射することで暗黙的かつ直感的に制御対象を選
投影型制御において送信される情報である大域的情報
択できる。映像に埋め込まれる大域的情報場には、画
場について分類し、投影型制御との関連性について述
素位置情報と 3 種類のポテンシャル場 (一方向場、収
べた。最後に、PVLC を用いた投影型制御によるシス
束場、拡散場) が使用されている。そして、それぞれの
テムである、Phygital Field と NavigaTorch について
ベクトル場を表す視覚画像も同時に投影することで、
紹介し、これらが投影型制御のどのような特徴に立脚
ユーザは視覚的フィードバックを得ながら、三人称視
しているかについて議論した。
点視野・三人称視点操作でロボットを操作することが
投影型制御を用いることで、インタフェースとして
できる。よって、NavigaTorch は、7.1.1 項における投
の応用を見据えた、映像と連携する群ロボット制御を
影座標自体系を動かすことによるロボット制御システ
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実現することができる。具体的には、中央集中制御と自
律分散制御の双方のメリットを併せ持ち、また PVLC
を使用した場合、ロボットの制御周期にマッチしたリ

[16]

アルタイム性をも備えた投影型の自己位置推定と制御
手法を実現できる。また、プロジェクタを映像投影装
置ではなく照明装置として捉えると、IoT デバイスの

[17]

屋内位置推定などへの応用も期待できる。
謝辞

[18]

本研究は、JST ERATO 川原万有情報網プロジェク
ト (JPMJER1501)、JSPS 科研費 JP16H01739,

[19]

JP17J04216, JP19J00101 の助成を受けたものです。
[20]

参考文献
[1] D. Rosenfeld et al., “Physical Objects as Bidirectional User Interface Elements,” IEEE CG & A,
vol.24, no.1, pp.44–49, jan 2004.
[2] J. Patten,
“Thumbles - Robotic Tabletop
User
Interface
Platform,”
2014.
http://www.pattenstudio.com/thumbles/
[3] M. Le Goc et al., “Zooids: Building Blocks for
Swarm User Interfaces,” Proc. UIST, pp.97–109,
2016.
[4] M. Le Goc et al., “Dynamic Composite Data Physicalization Using Wheeled Micro-Robots,” IEEE
Trans. Vis. Comput. Graph., vol.25, no.1, pp.737–
747, jan 2019.
[5] R. Suzuki et al., “Reactile: Programming Swarm
User Interfaces through Direct Physical Manipulation,” Proc. CHI, pp.199:1–199:13, 2018.
[6] R. Suzuki et al., “ShapeBots: Shape-changing
swarm robots,” Proc. UIST, pp.493–505, oct 2019.
[7] T. Hiraki et al., “Projection-based localization and
control method of robot swarms for swarm user
interfaces,” Adj. Proc. UbiComp, pp.584–589, oct
2018.
[8] 北村匡彦，苗村 健，“DMD を用いた空間分割可視
光通信 : メタメディア情報を埋め込んだ映像投影,” 日
本 VR 学会論文誌，vol.12，no.3，pp.381–388，sep
2007．
[9] A. Krzywinski et al., “RoboTable: A Tabletop
Framework for Tangible Interaction with Robots
in a Mixed reality,” Proc. ACE, pp.107–114, oct
2009.
[10] M. Sugimoto et al., “RoboTable2: A Novel Programming Environment using Physical Robots on
a Tabletop Platform,” Proc. ACE, pp.10:1–10:8,
nov 2011.
[11] H. Mi and M. Sugimoto, “HATs: Interact using Height-Adjustable Tangibles in Tabletop Interfaces,” Proc. ITS, pp.71–74, nov 2011.
[12] C. Guo et al., “Touch and Toys: new techniques for
interaction with a remote group of robots,” Proc.
CHI, pp.491–500, apr 2009.
[13] E.W. Pedersen and K. Hornbæk, “Tangible Bots:
Interaction with Active Tangibles in Tabletop Interfaces,” Proc. CHI, pp.2975–2984, may 2011.
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