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あらまし: 本稿では,移動ロボットの遠隔操縦のためのテレプレゼンス手法として, 移動ロボットの状態に応じて提

示画像を切り替える手法を提案する. 従来,ステレオカメラや全方位画像センサを用いたテレプレゼンスの研究が盛んに

なっているが,前者は見回しに機械的遅延が生じ,後者は生成されるステレオ動画像には時間遅れがあるなど ,移動ロボッ

トの遠隔操縦における画像提示システムとして用いるには制約が多い．そこで,一台の全方位画像センサを用いて,移動

時には任意視線方向の単眼動画像を，ロボットが静止した場合には任意視線方向のステレオ画像を提示することにより,

操作者へ頭の向きに時間遅延なく追従した自由な見回しと,奥行き知覚を可能とした画像提示手法を提案する．又，提案

手法を用いたロボットの遠隔操縦システムを試作し操作実験を行ない，有効性について述べる．
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Abstract: This paper describes a telepresence technique for teleoperation of a mobile robot. Recently, research

on teleoperation of a mobile robot is popular. A stereoscopic camera realized telepresence for teleoperation. However,

when operator looks around, there is time delay in acquisition of an image in that direction. In this paper we propose

a new method to realize a telepresence for teleoperation without such time delay. We use one omnidirectional sensor

placed on a mobile robot, present monocular images when the robot is moving, and present binocular stereo images

generated from a sequence of omnidirectional images when the robot stands still. Using the proposed method, a user

can look around the scene without time delay and with depth of perception.
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1 はじめに

近年,移動ロボットの遠隔操縦に関する研究が注目され

ている. 移動ロボットを人間の立ち入ることのできない極

限環境内や,遠く離れている場所などに配置し,ネットワー

クを通じて操縦することで,移動ロボットを操作者の代理

身体として扱うことが可能となる [1]. ロボットを操縦す

る人間（以後操作者と呼ぶ）は，未知の遠隔地に存在する

ロボットの周囲の情報を得ることにより，ロボットの操縦

が可能となる.

周囲の情報としてロボットに搭載した遠隔カメラからの

情景画像を操作者へ提示する手法が一般的に用いられてい

る.その時, 操作者があたかもその場にいるのと同様の感

覚を与えるテレプレゼンスの技術 [2]により,ロボットの

操作性は向上すると考えられる．理想的な移動ロボットの

テレプレゼンス技術として，ロボット周辺の自然な見回し

や立体視による表示に関する研究が行われている.

従来,移動ロボットのためのテレプレゼンスの一般的な

手法としては, カメラの方向が制御できる回転台に眼間距

離だけ離したステレオカメラをロボットに設置し,頭の向

きに追従させて回転台を制御する手法が用いられている.

この手法では,高解像度のステレオ画像が得られ,ロボット

の周囲が動的環境であっても対応が可能であるが,装置が

複雑となることや,速い頭の回転に対して機械的な遅延が

生じるなどの問題がある.そこで,周囲 360度を一度に取

得できる全方位画像センサ [3]を用いた画像提示手法が山

口らによって提案されている [4].この手法はセンサを移動

させながら静的環境を撮影した全方位動画像から視線情報

を用いて利用者の視線方向の両眼ステレオ画像を疑似的に

生成・提示する手法である.しかし,ロボットが常に一定速

度で移動しておかなければいけない,常に操作者の視点位

置が現在のロボットの視点位置に比べて一定時間だけ遅延

するなどの制約を持つため, 直接移動ロボットの操縦には

応用することが難しいという問題点がある.

本報告では,移動ロボットの遠隔操縦に適したテレプレ

ゼンス手法を提案する [5]. 移動ロボットの周囲には移動

物体が存在しない静的環境を想定し,移動ロボット上部に

は回転中心から少しずらした位置に 1 台の全方位画像セ

ンサを搭載する.

移動ロボットの操作状態を,ロボットを移動させている

状態 (移動状態) とロボットを静止させ周囲を注視してい

る状態（注視状態）の２種類にわけ, 移動状態では運動視

により奥行き知覚が可能であるので単眼の画像を,注視状

態では両眼立体視可能な見回し画像を操作者に提示する

ことで, 移動ロボットのテレプレゼンスを簡易に実現する.

以下,2 節では状態に応じた画像表示手法について詳細に

述べ, 3節では提案手法を用いた遠隔操縦システムの概要

及び操作実験について報告する.

2 画像提示手法

以下に,移動状態及び注視状態に提示する透視投影画像

について詳細に述べる.

2.1 移動状態

移動状態では，操作者は運動視差によって奥行きを感じ

ることができるため,単眼の透視投影画像のみで奥行きを

知覚することが可能である.そこで全方位画像センサから

送られてくる全方位画像から操作者の視線方向の画像を切

りだし，透視投影画像に変換させて操作者に提示する．全

方位画像センサとして HyperOmni Vision ver.2Aを使用

した [3]. HyperOmni Visionを用いた透視投影画像の変

換方法は文献 [4, 6]で用いた透視投影画像生成手法と同様

の手法を用いる.図 1に HyperOmni Visionにより得られ

た全方位画像 (a)及び透視投影画像 (b)を示す. 全方位画

像から透視投影画像への変換処理は実時間で行なうことが

出来るため [6]，操作者は時間遅延を感じることなく視線

方向を変えることができる．又全方位画像センサは下方視

野が９０度であるため,パンだけでなくチルト方向への視

線移動が可能である.

(a) (b)

図 1: 全方位画像 (a)と透視投影画像 (b)

2.2 注視状態

注視状態においては，操作者は運動視差による奥行き

知覚ができない. そこで,ロボットをその場で一周回転さ

せ,画像センサが通る軌跡上に各々視点を持つ複数の全方

位画像を蓄積し,操作者の頭の向きによって決まる左右の

視点位置に最も近い全方位画像を使用しステレオ画像を作

成する.

従来,一台のカメラを置いたロボット又は回転台を回し

て画像を蓄積し, ステレオを行ない奥行きを求める方法や

パノラマ画像を作成する方法は多く研究されている [7, 8].

しかし,パノラマ画像を作成する際, 画像間の重なりを計

算する時間が必要である. 提案手法では一定の時間間隔で

できるだけ多くの画像を蓄積し,透視投影画像を生成する

ために使用する全方位画像を切り替えることにより,より

簡易で高速なステレオ画像作成を行なう.
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図 2: 円周上の全方位画像

まず,ロボットを停止位置で一周回転させる. 画像セン

サとロボットの回転中心がずれているため, 図 2のような

円周上の各点に視点が存在する全方位画像が蓄積される.

次に,図 3に示すように,蓄積した画像から操作者の頭の

向きによって決まる左右の視点位置にある全方位画像を使

用し,視線方向の透視投影画像を作成する. ここで,全方位

画像は円周上に離散的に存在するため,視点位置に全方位

画像が存在しない場合がある.そこで, 視点位置に最も近

い全方位画像を用いる. 本手法の場合,全方位画像センサ

だけでなく,広角の通常のカメラでもステレオ画像を作成

することができる.通常のカメラを使用すればより高解像

度のステレオ画像が得られるが,全方位画像センサを用い

ることにより,操作者は下向き (チルト方向)にも頭を傾け

ることができ,自分が操作しているロボット自身を見るこ

とができる.ロボット自身を見ることで, 障害物とロボッ

ト間の相対的な距離を知ることができ操作性が向上すると

考えられる. 又,通常のカメラを使用する際には,移動状態

と注視状態で全方位画像センサと通常のカメラの切り替え

が必要となるが,全方位画像センサを回転させることでそ

の切り替えも必要とならない.
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図 3: 円周上の左右の視点位置とその全方位画像の視線

方向

3 移動ロボット遠隔操縦システムの構
築と操作実験

提案手法を用いて移動ロボット遠隔操縦システムを構築

した. 以下の節では,システムの概要及び試作に使用した
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図 4: 移動ロボットの遠隔操縦システムの概要

機器を示し, 操作実験の概要及び実験結果より, 提案手法

と遠隔操縦システムについて考察する.

3.1 システムの概要

構築した遠隔操縦システムの概要を図 4に示す.操作者

側ではジョイスティックによりロボットの遠隔操縦を行な

う. 操作の種類は,移動方向の指示及び移動状態と注視状

態のモード切替の 2 種類とする. 移動方向は前進及び後

退と左右への方向変換の組み合わせを仮定する. 操作の命

令は, ノート PCを介して計算機に送られる.計算機に送

られた命令は, 無線 LANによって遠隔接続された移動ロ

ボットに送られ,ロボットは命令を実行する. 操作者への

画像提示は HMDによって行なう.移動ロボット上部に搭

載された全方位画像センサからの画像は,画像送信機によ

り UHF無線で計算機に送信される.HMD上部の 3D磁気

センサによって得られた操作者の頭の向きは計算機に送ら

れ,同時にロボットから送られた全方位画像を頭の向きに

応じた透視投影画像に変換し,HMDに表示させる.

3.2 使用した機器及び実験の概要

試作にあたり,使用した機器を表 1に,ロボットの操作の

様子を図 5に示す.

図 5左の操作者は手元のジョイスティックにより,図 5 右

の全方位画像センサを搭載した移動ロボットを操作するこ

とができる. 図ではロボットは操作者の側に在るが,遠隔地

に在ってもよい. 移動ロボット上部にはロボットの回転中

心から 10cm離れた場所に全方位画像センサ HyperOmni

Visionを設置している.

移動状態では,ロボットは最高 12.5cm/秒で移動し,最高

20 度/秒で方向転換ができる. 表示画像は, 解像度 720×

486画素の全方位画像から,水平画角 50度, 720× 486画

素の透視投影画像を作成する. 注視状態になると,ロボッ

トは 45度/秒で回転する.加速時間を考慮し, ２周回転さ



表 1: 使用した機器

全方位画像センサ HyperOmni Vision ver.2A

移動ロボット Nomad-200

計算機 SGI Onyx2 IR2

(MIPS R10000 195MHz, 16CPU)

磁気トラッカー POLHEMUS

3SPACE FASTRAK

HMD OLYMPUS Mediamask

無線 LAN RangeLAN2 (1.6Mbps)

画像無線送受信機 Premier Wireless CS-200

図 5: 実装した遠隔操縦システム

せることにする.その間に１周分の画像を 0.1 秒間隔 (合

計 80枚) を取得する.すなわち,図 6に示す間隔で画像を

取得することとなる.

画像取得中は,注視状態になって最初に取得した全方位

画像より, 操作者の視線方向の単眼透視投影画像を作成し

HMDに表示する.

80枚取得後,両眼ステレオ画像を表示する. 操作者の頭

の向きによって左右の視点位置を決定し,円周上で取得し

た全方位画像群から左右２つの全方位画像を選択し,視線

方向の透視投影画像を作成する. 得られた全方位画像群で

は,ロボットの回転中心は常に同じ位置に映るので, 予め

回転中心方向の角度を求めておくことができる. 又, 眼間

距離は 6.5cmとする.

試作した遠隔操縦システムは, 計算機に SGI ONYX2

IR2(16CPU)を使用した. ロボットの操縦部分に 2CPU,

画像表示部分に 1CPU,視線検出に 1CPU用いた.

3.3 実験環境と実験内容

実験環境は,広さ 920cm× 920cmの屋内実験室で行なっ

た. 実験室の様子を図 7に示す.ロボットは自由に部屋内

を移動できるが, 実験室内の障害物領域には入ることがで

きない. 今回の実験では,操作者は移動ロボットと同じ部
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図 6: 画像取得間隔及び左右の視点位置
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図 7: 実験室概要

屋内で操作する. 静的環境を想定しているため,ロボット

から操作者を見ることができないようにしておく.

3.4 操作実験の結果及び考察

3.4.1 生成したステレオ画像と画像提示の時間遅延

実験では,図 7の 1から 4の 4箇所で注視状態になり両

眼視を行なった. 図 8～図 11に生成したステレオ画像の一

例を示す. 画像例は,今回使用した画像送受信機にはノイ

ズがのるため,操作実験中に有線で接続したビデオに録画

された画像を用いた. 各視点において,図 7中 a,b,cは視線

方向を表し,図 8～図 11の a,b,c(上段から a,b,c, 左側は左

目画像, 右側は右目画像)と対応する. 左右の画像を比較

すると,視差があることが確認できる. 又,これらの画像は

HMDで提示され,両眼ステレオにより立体視を行なうこ

とが可能であった.

画像表示についての時間遅延は,移動状態と注視状態で

は異なる. 移動状態では,全方位画像から視線方向の単眼

透視投影画像を作成する処理はビデオレートで行なえる.

今回の遠隔操縦システムにおいても,1枚の画像を取得する

のに平均 1/30(0.033) 秒, 1枚の透視投影画像を生成する

のに約 0.016秒, HMDの画像更新間隔は平均 1/30(0.033)

秒であった. 頭の向きに追従した画像を表示するまでの



時間遅延は, 磁気センサから頭の向きを約 8.3ミリ秒間隔

で取得しているため,頭を回転させてからその向きの画像

が表示されるまで最大約 0.1秒の遅延であり,違和感のな

い自由な見回しが可能なことが確認できた. 又,画像更新

レートがビデオレートで行なえることから,ロボット移動

時には操作者が運動視差により違和感のない奥行きの知覚

が可能であることがわかった.

注視状態においては,画像蓄積中は, 画像取得処理と画

像表示処理を同時に行なうため,移動状態と同様の遅延を

生じる.しかし, 一旦画像を蓄積してしまうと画像取得処

理を行なわないため,ステレオ画像表示時は画像を生成す

る約 0.016秒に表示する時間 0.033秒を合わせた分の遅延

となる.

3.4.2 移動ロボットの操作における時間遅延

今回試作した遠隔操縦システムではジョイスティックか

らの命令を, 計算機から無線LANによって遠隔地のロボッ

トに伝送し操作を行なった. 計算機側では 0.02秒間隔で

ジョイスティックの命令を取得し,およそ 0.04秒から 1.5

秒のタイミングでロボットに命令を送っている.そのため,

動作命令を送ってから移動ロボットが動作するまで最大

1.6秒の遅延が生じた.操作に関する遅延は,狭い領域を移

動するときには問題となるので,今後改良する必要がある.

3.4.3 画像取得のタイミングによって生じるステレオ画

像への影響

ロボットを回転させ全方位画像を蓄積する時,取得画像

は予め設定したタイミングで得られた画像と仮定してい

る.取得のタイミングに関する修正を行なっていないため,

画像伝送遅延等によってタイミングがずれると正確な視点

位置でない可能性がある.

試作システムでは,0.1秒毎に画像を取得したが,取得の

タイミングが最高 40ミリ秒ずれていた.原因として,画像

取得及び HMDに表示する画像生成の時間だけ遅延が生じ

たと考えられる.これは視点位置が約 0.31cmずれることと

なる.しかし,視点位置 0.31cmのずれは,作成した画像で

考えると,1画素程度のずれに収まるため,ステレオ画像に

大きな影響を与えないものと考えられる.操作の際,HMD

に表示すると両眼立体視が可能であった. 今回は使用した

機器のスペックにおいて最も多い画像枚数を蓄積した.今

後は最適な取得枚数の検討を行なう.

4 おわりに

本報告では, 静的環境内を想定した, 移動ロボットの遠

隔操縦のためのテレプレゼンス手法として,ロボットの移

動時には視線方向に応じた見回し画像を,静止時には両眼

立体視可能な見回し画像を操作者に提示する手法を提案し

た. 又,提案手法を応用した遠隔操縦システムを試作した.

操作実験において,操作者へ時間遅延の少ない画像表示が

可能であり, 移動状態では運動視差によって,注視状態で

はステレオ画像によって奥行きの知覚が確認できた.

今後の課題として, 今回は静的環境を仮定したが, 現実

世界で使用するには動的環境への対応が必要である.その

ためには,1 台の全方位画像センサを用いて多視点の画像

を蓄積する手法では難しい. 現在, 搭載する全方位画像セ

ンサを 2 台にすることで動的環境にも対応できる手法を

検討中である.
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図 8: 移動ロボットが 1の場所での両眼ステレオ画像 ( 左:

左目画像,右:右目画像 , 視線方向:上段から a,b,c)

図 9: 移動ロボットが 2の場所での両眼ステレオ画像 ( 左:

左目画像,右:右目画像 , 視線方向:上段から a,b,c)

図 10: 移動ロボットが 3の場所での両眼ステレオ画像 (

左:左目画像,右:右目画像 , 視線方向:上段から a,b,c)

図 11: 移動ロボットが 4の場所での両眼ステレオ画像 (

左:左目画像,右:右目画像 , 視線方向:上段から a,b,c)


