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(57)【要約】
【課題】複数種の人工物を、人間の外在化した意図に対
応して選択的に、その人間の近傍位置に、人工物が自律
的に移動できるようにして、使い勝手に優れた利便性の
向上を図る。
【解決手段】自律移動制御システム４が、対象者ｍの外
在化した意図（アフォーダンス提示・認識）に基づいた
推論・検索によって、複数種の人工物である車椅子１、
図書運搬機２及び傘立て３から選択する。この選択され
た車椅子１、図書運搬機２及び傘立て３に対して、自律
移動制御システム４と位置・姿勢アクション制御装置５
とが連動して、位置（走行）・姿勢制御を行い、その対
象者ｍの位置に、人工物が自律的に移動する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
人間の外在化した意図に対する推論・検索を含む認識によって、複数種の人工物が選択的
に移動するための、人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法において、
複数種の人工物の少なくとも一つが、離間した位置の人間の外在化した意図を認識（アフ
ォーダンス提示・認識）する制御の段階と、
前記アフォーダンス認識から推論・検索し、人間の外在化した意図に対応して複数種の人
工物から少なくとも一つを自動選択する制御の段階と、
前記選択された人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近
傍位置に移動する制御の段階と、
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を有する
ことを特徴とする人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法。
【請求項２】
前記アフォーダンス認識において、
通信ネットワーク上で提供される施設内の通路を表示する情報を含む地図情報、人工物が
移動する際に考慮するための交通情報及び気象情報を含む支援情報を加えた推論・検索の
ための制御を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方
法。
【請求項３】
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前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動する際に、
前記人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出する制御の段階と、
この検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物が自律的に
移動する制御の段階と、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方
法。
【請求項４】
前記アフォーダンス認識は、
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通信ネットワークから提供される支援情報を加えた推論・検索を実行し、かつ、前記人工
物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動する際
に、
前記人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出する制御の段階と、
この検出された障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物が自律的
に移動する制御の段階と、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方
法。
【請求項５】
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前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動した際に、
この移動の位置・姿勢の変位による移動経路データを記憶する制御の段階と、
この記憶した移動の位置・姿勢の変位による移動経路を逆に移動して出発した元の位置に
復帰するための制御の段階と、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方
法。
【請求項６】
前記アフォーダンス認識は、
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目的とする移動先の人間の撮像データと音声データの一方又は両方に対する推論・検索の
制御の実行と情報の検索の一方又は両方である
ことを特徴とする請求項１に記載の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方
法。
【請求項７】
人間の外在化した意図に対する推論・検索を含む認識によって、複数種における選択され
た人工物が自律的に移動する人工物移動通信システムにおいて、
前記複数種の人工物の少なくとも一つが、離間した位置の前記目的とする移動先の人間の
外在化した意図を認識（アフォーダンス提示・認識）するための撮像データを出力する撮
影手段と前記アフォーダンス認識のための音声データを出力する音声集音手段との一方又
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は両方を備え、かつ、
前記撮影手段からの撮像データと音声集音手段からの音声データの一方又は両方から前記
アフォーダンス認識を実行するための推論・検索手段と、
前記推論・検索手段による前記アフォーダンス認識から人間の外在化した意図による要求
に対応した人工物を複数種から選択する選択処理手段と、
前記選択処理手段で選択した人工物が位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間
の近傍位置に移動するための制御・駆動手段と、
を備える
ことを特徴とする人工物移動通信システム。
【請求項８】
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前記推論・検索手段でのアフォーダンス認識において、
通信ネットワーク上から提供される、施設内の通路を表示する情報を有した地図情報、人
工物が移動する際に考慮するための交通情報及び気象情報を含む支援情報を加えた推論・
検索を実行するための支援情報取得手段、
をさらに備える
ことを特徴とする請求項７に記載の人工物移動通信システム。
【請求項９】
前記制御・駆動手段によって、選択された人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目
的とする移動先の人間の近傍位置に移動する際に、
この人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出する検出手段と、
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前記検出手段で検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置に人工物
が自律的に移動するために前記制御・駆動手段への情報を入力して処理するための情報付
与処理手段と、
をさらに備える
ことを特徴とする請求項７に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１０】
前記推論・検索手段でのアフォーダンス認識において、
通信ネットワーク上から提供される支援情報を加えた推論・検索を実行するための支援情
報取得手段と、
前記制御・駆動手段によって、選択された人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目
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的とする移動先の人間の近傍位置に移動する際に、この人工物が、移動前方での走行上の
障害物を検出する検出手段と、
前記検出手段で検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物
が自律的に移動するために制御・駆動手段に情報を入力するための情報付与処理手段と、
をさらに備える
ことを特徴とする請求項７に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１１】
前記撮影手段及び音声集音手段とが人工物に搭載され、かつ、
前記推論・検索手段が、人工物の移動範囲において無線区間で回線接続される範囲に配置
され、さらに、
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前記制御・駆動手段が、人工物に搭載され、かつ、人工物の移動範囲に無線区間で回線接
続される範囲に、弁別した装置として配置される構成である
ことを特徴とする請求項７に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１２】
前記推論・検索手段がアフォーダンス認識のための、施設内の通路を表示する情報を有し
た地図情報、人工物が移動する際に考慮するための交通情報及び気象情報の少なくとも一
つを含む支援情報提供システムを通信ネットワーク上に、さらに備えることを特徴とする
請求項７に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１３】
前記制御・駆動手段に、
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人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動す
るための、少なくとも二つの車輪及び、この二つの車輪を個別的に回転駆動するための回
転駆動手段を備えることを特徴とする請求項７に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１４】
前記検出手段に、
障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ移動するための障害物情報を生
成する撮像処理手段を備えることを特徴とする請求項１０に記載の人工物移動通信システ
ム。
【請求項１５】
前記検出手段に、
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障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物が自律的に移動するため
の障害物情報を生成する微弱電波、赤外線を含む無線区間による回線接続を行うための無
線検出手段
を備える
ことを特徴とする請求項１０に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１６】
前記人工物が、
少なくとも車椅子、傘立て、図書運搬機を含む人工物であることを特徴とする請求項７に
記載の人工物移動通信システム。
【請求項１７】
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前記人工物としての図書運搬機が、蓋部、収納部、蓋開閉機構部、蓋開閉機構制御部を有
し、
制御・駆動手段によって目的とする移動先の人間の近傍位置に移動する走行中においては
、蓋開閉機構部及び蓋開閉機構制御部が動作して蓋部が閉じられ、かつ、
走行停止時に蓋開閉機構部及び蓋開閉機構制御部が動作して蓋部が自動的に開くことを特
徴とする請求項１６に記載の人工物移動通信システム。
【請求項１８】
人間の外在化した意図に対する推論・検索を含む認識によって、複数種の人工物が選択的
かつ自律的に移動するための、人間の外在化した意図の推論・検索による人工物の自律的
に移動制御をコンピュータに実行させるための下記ステップからなるプログラム。
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複数種の人工物の少なくとも一つが、離間した位置の人間の外在化した意図を認識（アフ
ォーダンス提示・認識）するステップ、
前記アフォーダンス認識から推論・検索して人間の外在化した意図に対応して複数種の人
工物から選択するステップ、
人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動す
るステップ。
【請求項１９】
前記アフォーダンス認識のステップにおいて、
通信ネットワーク上から提供される施設内の通路を表示する情報を有した地図情報と、交
通情報、及び気象情報の少なくとも一つを含む支援情報を取り込む処理と、
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この取り込んだ支援情報を加えた推論・検索を実行する処理と、
をコンピュータに実行させるための請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動する際に、この人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出するステップと、
この検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置に人工物が自律的に
移動するステップと、
をさらにコンピュータに実行させるための請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２１】
前記アフォーダンス認識のステップにおいて、
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通信ネットワーク上から提供される施設内の通路を表示する情報を有した地図情報と、交
通情報、及び気象情報の少なくとも一つを含む支援情報を取り込む処理と、この取り込ん
だ支援情報を加えた推論・検索を実行する処理とを行い、かつ、
前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動する際に、この人工物が移動前方での走行上の障害物を検出するステップと、
この検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物が自律的に
移動するステップと、
をさらにコンピュータに実行させるための請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２２】
前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に自
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動的に移動した際の移動の位置・姿勢の変位による移動経路データを記憶するステップと
、
この記憶した移動の位置・姿勢の変位による移動経路を逆に移動して出発した元の位置に
復帰するステップと、
をさらにコンピュータに実行させるための請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２３】
前記アフォーダンス認識のステップにおいて、
人間の撮像データ、音声データの一方又は両方に対する推論・検索の一方又は両方の処理
をコンピュータに実行させるための請求項１８に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特に、離間した位置の人間の外在化した意図（適宜アフォーダンス提示・認識
、発声を含む人間の「しぐさ」と表記する）に対応して選択された人工物（例えば、車椅
子、傘立て、図書運搬機）が自動的に位置・姿勢を変位させて、人間の位置へ人工物が自
律的に移動するための、人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法及びその
通信システム並びにプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、人工物に対する制御、例えば、ワイヤード方式や微弱電波や赤外線を用いた無線方
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式のリモートコントローラが多用されている。このような受動的な制御とともに、人工物
が自律的（能動的）に、その制御によって移動する例も知られている。
【０００３】
例えば、離間した位置の、人間の外在化した意図（アフォーダンス提示・認識）に対応し
て人工物が自律的に位置・姿勢を変位させ、その目的とする移動先の人間の近傍位置（所
定位置）に移動する例がある（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
この種のアフォーダンス提示・認識は、能動的な人工物と人間との間で必要な伝達を暗黙
的な身体的な伝達として捉えている。この暗黙の身体的な伝達は、「身体動作、対人接触
、対人距離、周辺言語、身体的特徴、衣服、装飾品、沈黙」等の身体及び／又は環境の属
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性に関する伝達である。
【０００５】
また、同種の提案として、二本足走行ロボットの例が知られている。この二本足走行ロボ
ットの例は、複数の認識技術を連携させた画像解析によって、人間の「しぐさ」や環境（
走行に対する障害物の認識、かつ、その迂回走行）を理解し、かつ、ネットを使い対話能
力を向上させている。すなわち、その正しい走行方向を理解して人工物が自律的に移動す
るものである（例えば、非特許文献２参照）。
【０００６】
【非特許文献１】
寺田和憲・西田豊明、「Ｈａｒｍｏｎｉｃ

Ａｒｔｉｆａｃｔｓ（ＨＡＲＭＯＮＩＣＡＲ
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）」人工知能学会全国大会（第１６回）論文集（ＣＤ−ＲＯＭ），１Ｃ４−０４（２００
２）
【非特許文献２】
日経ＢＰ社発行、「日経エレクトロニクス誌」

２００３，１−６号「ヒトのしぐさを理

解しネットにつながる新ＡＳＩＭＯ」ｐ２４−ｐ２５
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このような上記従来例では、次の（１）、（２）の欠点がある。
（１）前者の非特許文献１の例では、一つの人工物を、一つの人間の外在化した意図に対
応するように、人工物が自律的に目的とする移動先の人間の近傍位置に移動するようにし
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ている。したがって、複数種の人工物から、人間の外在化した意図に基づいた推論・検索
によって、その適切な選択による、目的とする移動先の人間の近傍位置への自動的な移動
が出来ない。換言すれば、多様な人工物を多様な人間に適合させる、使い勝手に優れたシ
ステムとしての利便性が得られなかった。
（２）後者の非特許文献２の例では、一つの人工物を、一つの人間の外在化した意図に対
応するように、前記同様に人工物のロボットが自動的に目的位置（例えば、来訪者に対す
る案内位置）に移動するようになっている。この場合も多様なロボットを多様な人間に適
合（選択）させた、その移動が出来ない。すなわち、より使い勝手に優れたシステムとし
ての利便性が得られなかった。
【０００８】
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また、後者の非特許文献２の例では、目的位置への走行時に障害物を認識して、その障害
物を迂回した走行が可能であり、かつ、ネットワークを通じた情報のやり取りを通じた対
話能力の向上を図っているものの、この場合の情報では、例えば、建物内の構造を地図情
報とした多様な目的位置までの自律的な走行が出来ない。すなわち、より高度なシステム
としての利便性が得られない。
【０００９】
本発明は、上記事情に鑑み、複数種の人工物が、人間の外在化した意図（ここでは「人間
のしぐさ」／アフォーダンス提示・認識）に基づいた推論・検索によって選択的（一つ又
は複数の人工物）かつ位置・姿勢制御を行って、目的とする移動先の人間の近傍位置に、
自律的に移動することが出来るようになり、結果的に多様な人工物を多様な人間に適合で
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きる、使い勝手に優れたシステムとしての利便性が向上する、人間の外在化した意図に対
する推論・検索による人工物の自律的な移動制御方法及びその通信システム並びにプログ
ラムの提供を目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法は、
人間の外在化した意図に対する推論・検索を含む認識によって、複数種の人工物が選択的
かつ自律的に移動するためのものであり、複数種の人工物の少なくとも一つが、離間した
位置の人間の外在化した意図を認識（アフォーダンス提示・認識）する制御の段階と、前
記アフォーダンス認識から推論・検索し、人間の外在化した意図に対応して複数種の人工
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物から少なくとも一つを自動選択する制御の段階と、前記選択された人工物が自律的に位
置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動する制御の段階とを有
する。
【００１１】
この発明の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法では、複数種の人工物
が、人間の外在化した意図に基づいた推論・検索により、選択的（一つ又は複数の人工物
）、かつ、位置・姿勢制御を行って、自律的に目的とする移動先の人間の近傍位置に移動
させることが出来るようになる。この結果、多様な人工物を多様な人間に適合させる、使
い勝手に優れたシステムとしての利便性が向上する。
【００１２】
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上記目的を達成する本発明の人工物移動通信システムは、人間の外在化した意図に対する
推論・検索を含む認識によって選択された複数種における人工物が自律的に移動するもの
であり、前記複数種の人工物の少なくとも一つが、離間した位置の前記目的とする移動先
の人間の外在化した意図を認識（アフォーダンス提示・認識）するための撮像データを出
力する撮影手段と前記アフォーダンス認識のための音声データを出力する音声集音手段と
の一方又は両方を備え、かつ、前記撮影手段からの撮像データと音声集音手段からの音声
データの一方又は両方から前記アフォーダンス認識を実行するための推論・検索手段と、
前記推論・検索手段による前記アフォーダンス認識から人間の外在化した意図による要求
に対応した人工物を複数種から選択する選択処理手段と、前記選択処理手段で選択した人
工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動する
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ための制御・駆動手段とを備える。
【００１３】
この発明の人工物移動通信システムでは、上記した「人間の意図の認識による人工物の自
律的な移動制御方法」と同様に、多様な人工物を多様な人間に適合させる、使い勝手に優
れたシステムとしての利便性が向上することになる。
【００１４】
上記目的を達成する本発明のプログラムは、人間の外在化した意図に対する推論・検索を
含む認識によって、複数種の人工物が選択的かつ自律的に移動するための、人間の外在化
した意図の推論・検索による人工物の自律的な移動制御をコンピュータに実行させるため
の下記ステップからなるものである。
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【００１５】
複数種の人工物の少なくとも一つが、離間した位置の人間の外在化した意図を認識（アフ
ォーダンス提示・認識）するステップ、前記アフォーダンス認識から推論・検索して人間
の外在化した意図に対応して複数種の人工物から選択するステップ、この選択された人工
物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動するス
テップ。
【００１６】
この発明のプログラムでは、本発明が、情報記録媒体（パッケージソフトウェアなど）や
通信ネットワーク上からのダウンロード／インストールを通じた提供が可能になる。した
がって、当該発明を、種々の装置に搭載されるマイクロコンピュータなどで容易に実施で
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きるようになって、その汎用性が向上する。
【００１７】
以下は、上記した「人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法」の技術思想
における好適な態様である。
【００１８】
前記アフォーダンス認識において、通信ネットワーク上で提供される施設内の通路を表示
する情報を含む地図情報、人工物が移動する際に考慮するための交通情報及び気象情報を
含む支援情報を加えた推論・検索のための制御を実行する。この結果、適確に、目的とす
る移動先の人間の近傍位置に移動させることが出来るようになる。
【００１９】
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前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動する際に、この人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出する制御の段階と、この
検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物が自律的に移動
する制御の段階とをさらに有する。
【００２０】
この場合、結果的に、目的とする移動先の人間の近傍位置へ、自動的、かつ、適確に移動
させることが出来るようになる。
【００２１】
前記アフォーダンス認識は、通信ネットワークから提供される支援情報を加えた推論・検
索を実行し、かつ、前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の
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人間の近傍位置に移動する際に、この人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出する
制御の段階と、この検出された障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ
人工物が自律的に移動する制御の段階とをさらに有する。
【００２２】
この場合も、結果的に、目的とする移動先の人間の近傍位置へ、自動的、かつ、適確に移
動させることが出来る。
【００２３】
前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動した際に、この移動の位置・姿勢の変位による移動経路データを記憶する制御の段階と
、この記憶した移動の位置・姿勢の変位による移動経路を逆に移動して出発した元の位置
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に復帰するための制御の段階とをさらに有する。
【００２４】
この場合、より使い勝手に優れたシステムとしての利便性が向上する。
【００２５】
前記アフォーダンス認識は、目的とする移動先の人間の撮像データと音声データの一方又
は両方に対する推論・検索の制御実行と情報の検索の一方又は両方である。
【００２６】
この場合、複数種の人工物から、人間の外在化した意図に基づく推論・検索をすることに
よって、選択（一つ又は複数の人工物）する際の、その選択性が向上する。
【００２７】
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以下は、上記した「人工物移動通信システム」の技術思想における好適な態様である。
【００２８】
前記推論・検索手段でのアフォーダンス認識において、通信ネットワーク上から提供され
る、施設内の通路を表示する情報を有した地図情報、人工物が移動する際に考慮するため
の交通情報及び気象情報を含む支援情報を加えた推論・検索を実行するための支援情報取
得手段を、さらに備える。
【００２９】
さらに、前記制御・駆動手段によって、選択された人工物が自律的に位置・姿勢を変位さ
せて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移動する際に、この人工物が、移動前方での
走行上の障害物を検出する検出手段と、前記検出手段で検出した障害物を迂回して、目的
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とする移動先の人間の近傍位置に人工物が自律的に移動するために前記制御・駆動手段へ
の情報を入力して処理するための情報付与処理手段とをさらに備える。
【００３０】
また、前記推論・検索手段でのアフォーダンス認識において、通信ネットワーク上から提
供される支援情報を加えた推論・検索を実行するための支援情報取得手段と、前記制御・
駆動手段によって、選択された人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移
動先の人間の近傍位置に移動する際に、この人工物が、移動前方での走行上の障害物を検
出する検出手段と、前記検出手段で検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間
の近傍位置へ人工物が自律的に移動するための制御・駆動手段に情報を入力するための情
報付与処理手段とをさらに備える。

50

(9)

JP 2005‑1052 A 2005.1.6

【００３１】
さらに、前記撮影手段及び音声集音手段とが人工物に搭載され、かつ、前記推論・検索手
段が、人工物の移動範囲において無線区間で回線接続される範囲に配置され、さらに、前
記制御・駆動手段が、人工物に搭載され、かつ、人工物の移動範囲に無線区間で回線接続
される範囲に、弁別した装置として配置される構成である。
【００３２】
この場合、構成の自由度が向上するようになる。
【００３３】
また、通信ネットワーク上に、前記推論・検索手段がアフォーダンス認識のための、施設
内の通路を表示する情報を有した地図情報、人工物が移動する際に考慮するための交通情
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報及び気象情報の少なくとも一つを含む支援情報提供システムをさらに備える。
【００３４】
さらに、前記制御・駆動手段に、人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする
移動先の人間の近傍位置に移動するための、少なくとも二つの車輪及び、この二つの車輪
を個別的に回転駆動するための回転駆動手段を備える。
【００３５】
前記検出手段に、障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ移動するため
の障害物情報を生成する撮像処理手段を備える。
【００３６】
前記検出手段に、障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工物が自律
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的に移動するための障害物情報を生成する微弱電波、赤外線を含む無線区間による回線接
続を行うための無線検出手段を備える。
【００３７】
この場合、構成の自由度が向上する。
【００３８】
前記人工物が、少なくとも車椅子、傘立て、図書運搬機を含む人工物である。
【００３９】
前記人工物としての図書運搬機が、蓋部、収納部、蓋開閉機構部、蓋開閉機構制御部を有
し、制御・駆動手段によって目的とする移動先の人間の近傍位置に移動する走行中におい
ては、蓋開閉機構部及び蓋開閉機構制御部が動作して蓋部が閉じられ、かつ、走行停止時
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に蓋開閉機構部及び蓋開閉機構制御部が動作して蓋が自動的に開くものである。
【００４０】
このような人工物移動通信システムの好適な態様では、上記した使い勝手が、より向上す
るようになる。
【００４１】
以下は、上記した「プログラム」の技術思想における好適な態様である。
【００４２】
前記アフォーダンス認識のステップにおいて、通信ネットワーク上から提供される施設内
の通路を表示する情報を有した地図情報と、交通情報、及び気象情報の少なくとも一つを
含む支援情報を取り込む処理と、この取り込んだ支援情報を加えた推論・検索を実行する
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処理とをコンピュータに実行させるものである。
【００４３】
前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動する際に、この人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出するステップと、この検
出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置に人工物が自律的に移動す
るステップとをさらにコンピュータに実行させるものである。
【００４４】
前記アフォーダンス認識のステップにおいて、通信ネットワーク上から提供される施設内
の通路を表示する情報を有した地図情報と、交通情報、及び気象情報の少なくとも一つを
含む支援情報を取り込む処理と、この取り込んだ支援情報を加えた推論・検索を実行する
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処理とを行い、かつ、前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先
の人間の近傍位置に移動する際に、この人工物が移動前方での走行上の障害物を検出する
ステップと、この検出した障害物を迂回して、目的とする移動先の人間の近傍位置へ人工
物が自律的に移動するステップとをさらにコンピュータに実行させるためのものである。
【００４５】
前記人工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置に移
動した際の移動の位置・姿勢の変位による移動経路データを記憶するステップと、この記
憶した移動の位置・姿勢の変位による移動経路を逆に移動して出発した元の位置に復帰す
るステップとをさらにコンピュータに実行させるためのものである。
【００４６】
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前記アフォーダンス認識のステップにおいて、人間の撮像データ、音声データの一方又は
両方に対する推論・検索の一方又は両方の処理をコンピュータに実行させるためのもので
ある。
【００４７】
この発明のプログラムでは、本発明が、情報記録媒体（パッケージソフトウェアなど）や
通信ネットワーク上からのダウンロード／インストールを通じた提供が可能になる。した
がって、当該発明を、種々の装置に搭載されるマイクロコンピュータなどで容易に実施で
きるようになって、その汎用性が向上する。
【００４８】
以下は、上記した「プログラム」の技術思想における好適な態様である。
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【００４９】
前記アフォーダンス認識において、通信ネットワーク上で提供される施設内の通路を表示
する情報を含む地図情報、人工物が移動する際に考慮するための交通情報及び気象情報を
含む支援情報を加えた推論・検索のための制御を実行する。
【００５０】
このような上記した「プログラム」の好適な態様では、汎用性が、より向上するようにな
る。
【００５１】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して、本発明の実施形態について説明する。この説明において、構成及び
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配置関係については、本発明が理解できる程度に概略的に示している。したがって、本発
明は以下の実施形態に限定されず、特許請求の範囲の記載に基づく様々な形態に適用可能
である。
【００５２】
（第１実施形態の基本的な機能）
図１は、人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制御方法及びその通信システム並
びにプログラムの第１実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【００５３】
図１を参照すると、この第１実施形態の基本的な機能では、複数種の人工物が、自律移動
制御システム及び位置・姿勢アクション部の無線制御によって、離間した位置の人間の外
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在化した意図に対応（推論・検索／過去の蓄積データ）して、選択的かつ自律的に、位置
・姿勢を変位させて、目的とする移動先の人間の近傍位置（所定位置）に移動する。
【００５４】
このため人工物は、目的とする移動先の人間の近傍位置への自律的な移動における位置・
姿勢の変位（移動）を行う。このための制御系の制御、すなわち、複数種の人工物からの
撮影画像及び音声データの相加平均からアフォーダンス認識を行う。このアフォーダンス
認識のデータを双方向通信によって、自律移動制御システムに転送する。さらに、人工物
では、位置・姿勢の変位による目的とする移動先の人間の近傍位置への移動のための駆動
部の位置・姿勢を検出したデータを双方向通信によって、自律移動制御システムに転送す
る。
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【００５５】
自律移動制御システムは、人工物からのアフォーダンス認識のデータと駆動部の位置・姿
勢を検出したデータに基づいたデータベース（Ｄ／Ｂ）での推論・検索の推論エンジン及
び／又は検索エンジンによる処理を、制御系を通じて実行し、人間が要求した目的とする
移動先の人間の近傍位置へ、移動する人工物を複数種から選択決定する。
【００５６】
さらに、この選択決定した人工物に対する目的とする移動先の人間の近傍位置まで、自律
移動制御システムが位置・姿勢アクション部に無線制御データを転送して、位置・姿勢の
制御を無線で連続的に実行する。
【００５７】
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このようにして、複数種の人工物が、人間の外在化した意図に基づいた推論（検索を含む
、適宜、この「検索」の表記を省略する）によって選択され、かつ、位置・姿勢制御を行
って、目的とする移動先の人間の近傍位置に自動的に移動し、結果的に多様な人工物を多
様な人間に適合させる、使い勝手に優れた、そのシステムとしての利便性が向上する。
【００５８】
なお、ここでは自律移動制御システム４と自律移動人工物１，２，３とを別体の構成して
説明したが、この二つを人工物に一体的に組み込んだ構成とすることも出来る。
【００５９】
同様に、第２実施形態から第４実施形態では、機能構成及び実現手段（具体例）において
、自律移動制御システム４と自律移動人工物１，２，３を別体として説明するが、自律移

20

動制御システム４と自律移動人工物１，２，３との一体的な構成も当業者にとっては設計
的な事項であり、本発明に含まれる。
【００６０】
以下、この第１実施形態の基本的な機能の実現手段（具体例）について説明する。
【００６１】
（第１実施形態の構成及び要部の個別動作）
図２は本発明の第１実施形態の具体的な構成例を示す外観図／ブロック図である。
【００６２】
図２を参照すると、この第１実施形態の構成例は、車椅子である自律移動人工物１（適宜
、車椅子１とも表記する）と、本（出版物）搬送機である自律移動人工物２（適宜、図書
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運搬機２とも表記する）と、傘立てとしての自律移動人工物３（適宜、傘立て３とも表記
する）とを有している。
【００６３】
さらに、第１実施形態の構成例は、自律移動制御システム４（本発明（請求項）における
支援情報取得手段、情報付与処理手段に対応する）と、モーションキャプチャシステム（
例えば、Ａｓｃｅｎｓｉｏｎ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製）としての位置・姿勢アクシ

ョン制御装置５を有している。
【００６４】
上記した車椅子１は、人工物（車椅子）制御系１ａ（適宜、車椅子制御系１ａとも表記す
る）、及び人工物（車椅子）駆動系１ｂ（適宜、車椅子駆動系１ｂとも表記する）を備え
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、図書運搬機２は、人工物（図書運搬機）制御系２ａ（適宜、図書運搬機制御系２ａとも
表記する）、及び人工物（図書運搬機）駆動系２ｂ（適宜、図書運搬機駆動系２ｂとも表
記する）を備えている。
【００６５】
さらに、傘立て３は、人工物（傘立て）制御系３ａ（適宜、傘立て制御系３ａとも表記す
る）、及び人工物（傘立て）駆動系３ｂ（適宜、傘立て駆動系３ｂとも表記する）とを備
えている。
【００６６】
人工物制御系１ａ〜３ａ及び人工物駆動系１ｂ〜３ｂは、本発明（請求項）における制御
・駆動手段、情報付与処理手段に対応する。
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【００６７】
図３は、図２中の車椅子１、図書運搬機２及び傘立て３それぞれの人工物制御系１ａ〜３
ａの内部電気的構成例を示すブロック図である。
【００６８】
図３を参照すると、この人工物制御系１ａ〜３ａは、ここでの制御を実行し、ＣＰＵ，プ
ログラムを格納したＲＯＭ及びワーキング用のＲＡＭからなるＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）３１と、自律移動制御システム４及び位置・姿勢アクション

制御装置５との無線区間（無線通信回線）によるデータ伝送を行うための微弱電波送受信
部３２と、対象者ｍ（本発明（請求項）における人間に対応する）の撮像データを出力す
る撮影装置（光学系）３３（本発明（請求項）における撮影手段に対応する）と、処理デ

10

ータを記憶するフラッシュメモリなどの固体メモリ（主記憶装置）３５と、処理データを
記憶するハードディスク装置（ＨＤＤ）などを用いたＤ／Ｂ装置（補助記憶装置）３６と
を有している。
【００６９】
人工物制御系１ａ〜３ａには、対象者ｍからの車椅子１から傘立て３に対する呼び出し（
移動要求）の音声が入力されるマイクロホン３７ａ（本発明（請求項）における音声集音
手段に対応する）及びマイクロホン３７ａからの音声信号を増幅、デジタル変換（Ａ／Ｄ
）などを行う音声処理部３７ｂ（本発明（請求項）における音声集音手段に対応する）が
設けられている。
【００７０】
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図４は、図２中の車椅子１から傘立て３までそれぞれの人工物駆動系１ｂ〜３ｂの内部電
気的構成例を示すブロック図である。
【００７１】
図４を参照すれば、人工物駆動系１ｂ〜３ｂは、走行（移動）前方の障害物の撮像データ
を出力する撮影装置（光学系）４７ａ（本発明（請求項）における障害物の検出手段、撮
像処理手段に対応する）と、前方の対象者ｍ又は障害物検出を行うためのレーザ検出装置
４７ｂ（本発明（請求項）における障害物の検出手段、無線検出手段に対応する）と、走
行用のバッテリＥからの電源供給を制御するための駆動部４８ａ，４９ａ（本発明（請求
項）における回転駆動手段に対応する）と、対象者ｍに向かって位置・姿勢を変更して走
行するための車輪回転用のモータ（Ｍ）４８ｂ，４９ｂ（本発明（請求項）における回転
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駆動手段に対応する）とを有している。
【００７２】
図５は図２中の自律移動制御システム４の内部電気的構成例を示すブロック図である。
【００７３】
図５を参照すると、この自律移動制御システム４は、ここでの制御を実行するためのＣＰ
Ｕ，ＲＡＭ，ＲＯＭからなるＭＰＵ５１（本発明（請求項）における推論・検索手段／選
択処理手段に対応する）と、処理データを記憶するフラッシュメモリなどの固体メモリ（
主記憶装置）５３と、アフォーダンス（適宜、「ＡＦＤ」と略記する）認識を行うための
データベース（Ｄ／Ｂ）装置５４（本発明（請求項）における推論・検索手段／選択処理
手段に対応する）と、自律移動制御システム４との微弱電波による無線区間接続（通信回
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線接続／全二重通信、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式）を行うための微弱電波送受信部
５５ａと、位置・姿勢アクション制御装置５との微弱電波による無線区間接続（例えば、
上記したＢｌｕｅｔｏｏｔｈ方式）を行うための微弱電波送受信部５５ｂと、処理データ
を記憶するハードディスク装置（ＨＤＤ）などのＤ／Ｂ装置（補助記憶装置）５６とを有
している。ＡＦＤ検出用のＤ／Ｂ装置５４は、ＡＦＤ認識の推論・検索を行うための推論
処理部５４ａ及び検索処理部５４ｂを有している。
【００７４】
（第１実施形態の全体動作）
図６は、第１実施形態の動作のシーケンス図であり、図７は、第１実施形態の人工物制御
系１ａ〜３ａ及び人工物駆動系１ｂ〜３ｂの動作の処理手順を示すフローチャートである

50

(13)

JP 2005‑1052 A 2005.1.6

。
【００７５】
また、図８は、第１実施形態の自律移動制御システム４の動作の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【００７６】
図２から図５、図６、図７及び図８を参照すると、車椅子１、図書運搬機２及び傘立て３
（図２参照）は、それぞれの車椅子制御系１ａ、図書運搬機制御系２ａ及び傘立て制御系
３ａ（図２及び図３参照）における撮影装置３３が、対象者ｍを撮影するように、その撮
影方向が設定（撮影出来るように設置されている）されており、ここで撮影した撮像デー
タ（フレーム）をＭＰＵ３１の制御で微弱電波送受信部３２を通じて自律移動制御システ

10

ム４に転送する（ステップＳ７１，Ｓ７２／図７参照―以下「図７」は未表記）。
【００７７】
自律移動制御システム４では、車椅子制御系１ａ、図書運搬機制御系２ａ及び傘立て制御
系３ａからの微弱電波（ＡＦＤ認識・通知データ）を微弱電波送受信部５５ａで受信する
（ステップＳ８１／図８参照―以下「図８」は表記せず）。
【００７８】
次に、ＡＦＤ認識・通知データから対象者ｍの画像データを切り出す（ステップＳ８２）
。この切り出した対象者ｍの画像データにフラグＦ１を立てて一時的にＭＰＵ５１のＲＡ
Ｍなどに格納する（ステップＳ８３）。微弱電波送受信部５５ａからの受信信号に対する
ＡＦＤ認識が実行される。まず、ＭＰＵ５１の制御及びＤ／Ｂ装置５４における推論処理
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部５４ａ及び検索処理部５４ｂにおいて、Ｄ／Ｂデータに基づいた推論エンジンと検索エ
ンジンの起動によるＡＦＤ認識が実行される。
【００７９】
このＡＦＤ認識は、対象者ｍの環境によって顕在化する環境の性質である。ここでは、暗
黙的な身体上の伝達として、撮像データから、対象者ｍのＡＦＤ（人間の外在化した意図
）を推論・検索して、この認識を行う。
【００８０】
暗黙的な身体上の伝達は、身体動作、対人接触、対人距離、周辺言語、身体的特徴、衣服
、装飾品、沈黙の身体及び／又は環境の属性に関する伝達である。
【００８１】
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これらにおいて、以下、画像認識（例えば、上記した身体動作、身体的特徴）、及び音声
認識（例えば、周辺言語）をＡＦＤ認識として説明する。
【００８２】
なお、上記した「身体動作、身体的特徴」としては、車椅子１を呼び寄せる（移動要求）
場合、車椅子１の置き場方向に対する「手招き」、及び「ベット上に寝ている」状態や、
図書運搬機２を呼び寄せる（移動要求）場合では、本を持った手で、対象者ｍが、立っ
たまま手招きを行う状態がある。
【００８３】
また、上記した「周辺言語」としては、対象者ｍによる「車椅子移動」や、「図書運搬機
移動」などの発声がある。

40

【００８４】
ＡＦＤ認識としてここでは以下の（１）、（２）の処理例を取り上げる。
【００８５】
（１）車椅子１、図書運搬機２及び傘立て３は、それぞれの機能（例えば、車椅子１は、
歩行に困難を伴う対象者ｍが使用する、その機能に関するデータが図５に示すＤ／Ｂ装置
５４に予め格納され、又は随時的に格納される。同様に図書運搬機２及び傘立て３のそれ
ぞれの機能に関するデータが格納されている。
【００８６】
この機能に関するデータとしては、画像認識及び音声認識のための以下のデータ（１−Ａ
）、（１−Ｂ）がある。
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【００８７】
（１−Ａ）画像認識用データとしては、対象者ｍの撮像を標準パターンとして記憶する。
このため（ａ）対象者ｍの撮像領域を切り出し、（ｂ）この切り出した撮像を、その大き
さ、傾斜などを補正する正規化を行う。そして（ｃ）入力撮像（対象者ｍ）と記憶してい
る標準パターンと、容易性・確実性を向上させて比較するため特徴点抽出を行う。この特
徴としては、線成分、エッジ成分の場所とその方位などの局所的な特徴、面積や周囲長、
最大幅、最少幅などの形の特徴が周知である。
【００８８】
（１−Ｂ）音声認識用データとしては、アフォーダンス認識のための単語登録を行う。予
め対象者ｍの発声単語をマイクロホン３７ａ及び音声処理部３７ｂを通じてＭＰＵ５１及

10

びＤ／Ｂ装置５４に登録する。これは周波数スペクトルの時系列で標準パターンである。
【００８９】
（２）Ｄ／Ｂ装置５４は、上記した画像認識用データ及び音声認識用データに対する推論
・検索を推論処理部５４ａで処理し、かつ、画像認識用データ及び音声認識用データに対
する検索を検索処理部５４ｂで処理して、次に説明するＡＦＤ認識の推論・検索（２−Ａ
）、（２−Ｂ）を実行する。
【００９０】
（２−Ａ）画像認識用データに対する処理は、上記した対象者ｍの撮像を標準パターンと
して記憶し、かつ、対象者ｍの撮像領域を切り出し、この切り出した撮像を、その大きさ
、傾斜などを補正する正規化を行う。そして、入力撮像（対象者ｍ）と記憶している標準

20

パターンとの、容易性・確実性を向上させて比較するため特徴点抽出を行う。
【００９１】
そして、画像認識用データに対する処理である、入力撮像（対象者ｍ）と記憶している標
準パターンとの類似程度を比較して、その類似度を判定する。この判定では、パターンの
多次元ベクトルにおける、ベクトル間距離や二つのベクトルの角度による類似度を指標に
した判定が周知である。
【００９２】
（２−Ｂ）音声認識用データに対する処理は、対象者ｍの発声音声をマイクロホン３７ａ
及び音声処理部３７ｂを通じてＭＰＵ５１及びＤ／Ｂ装置５４が音声認識を処理する。こ
の音声認識処理では、入力パターン（対象者ｍの発声音声）と登録している標準パターン
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と比較して、発生音声を認識する。この場合の音声認識手法としては、時間軸方向の正規
化を行いながら入力パターン間の距離を効率的に行うＤＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ

Ｐｒｏｇ

ｒａｍｍｉｎｇ）マッチング手法が周知である。
【００９３】
この例では、上記した画像認識及び音声認識でのＡＦＤ認識による「人間の外在化した意
図／しぐさ」から車椅子１から傘立て３のいずれを、対象者ｍが自己位置に移動（呼び寄
せる）させたいのかの選択決定をＭＰＵ５１が実行する（ステップＳ８４）。
【００９４】
この選択決定は、例えば、上記した車椅子１の置き場方向に対する「手招き」、及び「ベ
ット上に寝ている」状態や、図書運搬機２を呼び寄せる（移動要求）場合では、本を持っ
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た手で、対象者ｍが、立ったまま手招きを行う状態のＡＦＤ認識によって行う。
【００９５】
このＡＦＤ認識による「人間の外在化した意図」が認識できた場合（ステップＳ８５：Ｙ
ｅｓ）、すなわち、人間の外在化した意図から、車椅子１、図書運搬機２及び傘立て３に
対する選択決定が行われると、この選択決定データにフラグＦ２を立てて一時的にＭＰＵ
５１のＲＡＭなどに格納する（ステップＳ８６）。
【００９６】
ステップＳ８５でＡＦＤ認識ができない場合（Ｎｏ）、ステップＳ８４に戻って推論・検
索を繰り返す。
【００９７】
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次に、ＭＰＵ５１が、位置・姿勢アクション制御装置５からの位置・姿勢認識データを、
微弱電波送受信部５５ｂを通じて取り込むと（ステップＳ８７：Ｙｅｓ）、この位置・姿
勢認識データにフラグＦ３を立てて一時的にＭＰＵ５１のＲＡＭなどに格納する（ステッ
プＳ８８）。
【００９８】
位置・姿勢認識データは、例えば、下記（１）〜（３）の内容からなるデータ構造である
。
（１）対象者ｍの画像データ（フラグＦ１）
（２）選択された車椅子１から傘立て３間でのいずれかを示す選択決定データ（フラグＦ
２）

10

（３）選択された車椅子１から傘立て３における現在の位置・姿勢のデータ、換言すれば
、駆動部４８ａ，４９ａからのモータ（Ｍ）４８ｂ，４９ｂの回転駆動における選択され
た車椅子１から傘立て３の、走行開始からの移動量と、走行方向に対応した向きを示す位
置・姿勢認識データ（フラグＦ３）
【００９９】
次に、上記したフラグＦ１（対象者ｍの画像データ）、フラグＦ２（選択決定データ）、
及びフラグＦ３（位置・姿勢認識データ）のそれぞれのデータを読み出して、対象者ｍ（
画像データにフラグＦ１）に、選択された車椅子１から傘立て３（選択決定データ／フラ
グＦ２）の移動指示データ（その位置・姿勢）の計算を行う（ステップＳ８９）。
【０１００】
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移動指示データの計算は、例えば、下記（１）〜（４）の内容である。
（１）撮影装置３３での対象者ｍの画像データ（フラグＦ１）が移動に伴って拡大されて
、予め定めたサイズになったかの判断（算出）
（２）この撮影装置３３での対象者ｍの画像データ（フラグＦ１に対応）が、予め定めた
サイズになったとともに、レーザ検出装置４７ｂでの検出が、予め定めた直前値を示した
場合
（３）選択された車椅子１から傘立て３を示す選択決定データ（フラグＦ２に対応）
（４）選択された車椅子１から傘立て３（選択決定データ／フラグＦ２に対応）が対象者
ｍに向かって移動するための位置・姿勢認識データ（フラグＦ３に対応）
【０１０１】
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このようにして算出された移動指示データ（車椅子１から傘立て３までの選択結果データ
を含む）が、位置・姿勢アクション制御装置５の微弱電波送受信部５５ｂから位置・姿勢
アクション制御装置５に送信される（ステップＳ９０）。位置・姿勢アクション制御装置
５からの移動指示データが、車椅子１から傘立て３に転送され、ここで移動指示データを
、微弱電波送受信部３２を通じて受け取ったＭＰＵ３１は、車椅子駆動系１ｂ、図書運搬
機駆動系２ｂ、傘立て駆動系３ｂいずれかの駆動部４８ａ，４８ｂに駆動制御信号を出力
する。
【０１０２】
駆動部４８ａ，４９ａからの通電によってモータ４８ｂ，４９ｂが動作し、対象者ｍに向
かって、選択された車椅子１から傘立て３が移動を開始する（ステップＳ７４）。

40

【０１０３】
この移動開始における、選択された車椅子１から傘立て３は、予め定めた位置を前方とし
た姿勢をもって移動する。すなわち、車椅子１から傘立て３までの、それぞれの人工物の
機能ごとに異なる、対象者ｍでの使用上の向きである。例えば、車椅子１は、前方から対
象者が座るため、その到着時点（移動停止）で前方が対象者ｍに対向する姿勢となる向き
をもって移動する。
【０１０４】
書籍運搬機２は、出版物の収納、取り出しが一方向からに限られる。すなわち、蓋が開い
た状態で出版物の収納、取り出し（出し入れ）が行われるため、この出し入れ部分がその
到着時点（移動停止）で前方が対象者ｍに対向するような姿勢をもって移動する。
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【０１０５】
また、傘立て３は、どの周囲方向からも、その使用という傘の収納、取り出し（出し入れ
）が可能であるため、特に、その到着時点（移動停止）での向きを問わない姿勢をもって
移動する。
【０１０６】
このような、選択決定による車椅子１から傘立て３のいずれかが、移動しながら、ＭＰＵ
３１の制御による一定間隔でサンプリングした駆動系（車椅子駆動系１ｂ、図書運搬機駆
動系２ｂ、傘立て駆動系３ｂのいずれか）の動き状態（すなわち、位置・姿勢）を示すデ
ータを位置・姿勢アクション制御装置５に送信する（ステップＳ７５）。
【０１０７】

10

なお、この送信は閉ループ制御に対応するものであり、モータ４８ｂ，４９ｂが、例えば
、ステッピングモータの場合は、開ループ制御を実行する。換言すれば、前記した送信は
行わない。
【０１０８】
さらに、車椅子１から傘立て３のいずれかが、移動しながら、ＭＰＵ３１の制御による一
定間隔でサンプリングした撮影装置３３からの対象者ｍの撮像データを位置・姿勢アクシ
ョン制御装置５に送信する（ステップＳ７６）。
【０１０９】
位置・姿勢アクション制御装置５から動き状態を示すデータ及び対象者ｍの撮像データが
、自律移動制御システム４に転送される。
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【０１１０】
自律移動制御システム４は、動き状態を示すデータ（位置・姿勢データ）及び対象者ｍの
撮像データを取り込むと（ステップＳ９１，Ｓ９２）、撮像が、所定の位置・サイズであ
るか否かをＭＰＵ５１が判断する（ステップＳ９３）。すなわち、選択決定された車椅子
１から傘立て３のいずれかが、対象者ｍの近傍まで移動し終えたか否かを判断する。
【０１１１】
ここで所定の位置・サイズでない、選択決定された車椅子１から傘立て３のいずれかが、
対象者ｍの近傍位置まで移動していない場合（ステップＳ９３：Ｎｏ）、移動指示データ
（位置・姿勢）の計算（ステップＳ８９）から繰り返す。所定の位置・サイズの場合、す
なわち、選択決定された車椅子１から傘立て３のいずれかが、対象者ｍの近傍位置まで移
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動した場合（ステップＳ９３：Ｙｅｓ）、移動停止データを生成し、位置・姿勢アクショ
ン制御装置５から自律移動制御システム４に転送される（ステップＳ９４）。
【０１１２】
自律移動制御システム４からの移動停止データの転送を微弱電波送受信部３２を通じて受
け取った、車椅子１から傘立て３のいずれかの人工物制御系１ａ〜３ａにおけるＭＰＵ３
１は、車椅子駆動系１ｂ、図書運搬機駆動系２ｂ、傘立て駆動系３ｂいずれかの駆動部４
８ａ，４９ａに駆動制御信号を出力して、その位置・姿勢の制御を停止する（ステップＳ
７８）。
【０１１３】
（第１実施形態の利点）
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このように、この第１実施形態では、複数種の人工物である、車椅子１、図書運搬機２及
び傘立て３から、対象者ｍの外在化した意図（アフォーダンス提示・認識）に基づいた推
論・検索によって選択しかつ位置・姿勢制御を行い、その目的とする対象者ｍの近傍位置
（対象者ｍに最も接近）に、人工物が自律的に移動することが出来るようになり、結果的
に多様な人工物を多様な人間に適合できる、使い勝手に優れたシステムとしての利便性が
向上するようになる。
【０１１４】
（第２実施形態の基本的な機能）
図９は、第２実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【０１１５】
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図９を参照すると、この第２実施形態の機能では、図１の第１実施形態の機能に、新たに
「支援情報提供システム（施設内の地図情報提供システム、交通情報提供システム、気象
情報提供システム）」が追加されている。
【０１１６】
この支援情報提供システムの情報を取り込んで、例えば、雨の場合は人工物としての傘立
てを、複数種の人工物から離間した位置の人間の外在化した意図（アフォーダンス提示・
認識）に対応した選択を行う。このようにして選択の適確性を向上させている。この他の
機能は、第１実施形態と同じであり、その重複した説明は省略する。
【０１１７】
以下、この第２実施形態の機能の具体例について説明する。
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【０１１８】
（第２実施形態の構成及び要部の個別動作）
図１０は、第２実施形態の要部具体例を示すブロック図である。
【０１１９】
図１０を参照すると、この第２実施形態の具体例では、図２の第１実施形態の具体例（自
律移動人工物１，２，３、自律移動制御システム４、位置・姿勢アクション制御装置５）
に、新たに、支援情報提供システム６及び無線通信回線網７が追加されている。この無線
通信回線網７は有線通信回線網でも以下同様に動作する。
【０１２０】
支援情報提供システム６は、図９をもって説明したような、地図情報提供システム、交通
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情報提供システム、気象情報提供システムである。
【０１２１】
地図情報提供システムは、例えば、ＧＰＳナビゲーションにおける走行用として知られて
いる地図情報がある。また、施設（例えば、ビルディング）内の通路を表示する情報を提
供する。
【０１２２】
交通情報提供システムは、交通情報（例えば、道路の交通止め情報、鉄道の季節運行情報
、建物の新設・取り壊し情報）を提供する（例えば、道路交通情報通信システム／ＶＩＣ
Ｓ：Ｖｅｈｉｃｌｅ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ａｎｄ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

Ｓｙｓｔｅｍ）。
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【０１２３】
気象情報提供システムは、各地の天候の状況、天気予報などの気象情報を提供する（例え
ば、気象資料総合処理システム／ＣＳＭＳ：Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
Ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｉｃａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ

ｆｏｒ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）。

【０１２４】
その他の構成は第１実施形態における図３から図５までの説明と同様である。ここでの重
複した説明は省略する。
【０１２５】
（第２実施形態の全体動作）
図１１は、第２実施形態におけるシーケンス図であり、図１２は、第２実施形態における
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自律移動制御システム４の動作の要部処理手順を示すフローチャートである。
【０１２６】
ここでは、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
【０１２７】
図１０〜図１２を参照すると、この第２実施形態の動作における要部処理では、第１実施
形態と同様にして（図６図７及び図８参照）、自律移動制御システム４が、車椅子制御系
１ａ、図書運搬機制御系２ａ及び傘立て制御系３ａからの微弱電波（ＡＦＤ認識・通知デ
ータ）を受信し、次に、対象者ｍの画像データを切り出す。この切り出した対象者ｍの画
像データを格納する。
【０１２８】
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この後、ＡＦＤ検出用のＤ／Ｂ装置５４における推論処理部５４ａ及び検索処理部５４ｂ
で、Ｄ／Ｂデータに基づいて、その推論エンジン、検索エンジンの起動によるＡＦＤ認識
が実行される。このようなＡＦＤ認識によって、車椅子１から傘立て３におけるいずれを
、対象者ｍが自己位置に移動（呼び寄せる）させたいのかの選択決定を行う（この処理は
第１実施形態における図８のステップＳ８１〜Ｓ８５と同様）。
【０１２９】
このようなＡＦＤ認識にあって、この第２実施形態では、図１１及び図１２に示すように
、支援情報提供システム６が、必要な支援情報を取り込む。
【０１３０】
この必要な支援情報の取り込みは、下記（１）〜（３）の内容である。
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【０１３１】
（１）施設内の地図情報提供システムからは、例えば、施設内（介護施設内や図書館内）
の通路を表示する情報を取り込む。介護施設内の情報は、例えば、対象者ｍが物陰などに
置かれた車椅子１又は傘立て３を見えない場所から発声のみによって呼び寄せる場合に使
用する。
【０１３２】
この場合、Ｄ／Ｂ装置５４における推論処理部５４ａ及び検索処理部５４ｂは、発声情報
（撮影画像データが得られない場合）のみからＡＦＤ認識を行う。この際、Ｄ／Ｂ装置５
４における推論処理部５４ａ及び検索処理部５４ｂは、発声した対象者ｍの位置を認識す
るため、取り込んだ介護施設内の地図情報を参照し、前後左右に多少移動し、撮影装置３
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３（図３）での撮像データから、予め登録されている対象者ｍを識別する。この後の目的
とする移動先の対象者ｍの近傍位置への移動は、前記と同じである。
【０１３３】
また、図書館内の地図情報も、上記した介護施設内の地図情報と同様に図書運搬機２、傘
立て３の移動に使用する。
【０１３４】
（２）交通情報提供システムからは、上記の交通情報（例えば、道路の交通止め情報、鉄
道の季節運行情報、建物の新設・取り壊し情報）を取り込む。
【０１３５】
例えば、対象者ｍが外との出入口で呼び寄せる「しぐさ」を行い、そのＤ／Ｂ装置５４に
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おける推論処理部５４ａ及び検索処理部５４ｂでのＡＦＤ認識による推論・検索では、対
象者ｍが存在する施設までの道路の交通止め情報を取り込んだ場合、この例では、車椅子
１での車両による外出は行われないものとして、車椅子１を除外した選択を行う。さらに
、書籍の搬入搬出は行われないものとして、図書運搬機２を除外した選択を行う。結果的
に、傘立て３を呼び寄せる推論・検索が行われることになる。
【０１３６】
（３）気象情報提供システムからは、対象者ｍの周囲の天候の状況、天気予報などの気象
情報を取り込む。この気象情報を活用した推論・検索をＤ／Ｂ装置５４における推論処理
部５４ａ及び検索処理部５４ｂが実行する。
【０１３７】
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例えば、雨の場合は傘立て３を、離間した位置の対象者ｍの外在化した意図（ＡＦＤ認識
）に対応して選択する。また、晴れの日は、傘立て３はＡＦＤ認識において、その選択を
除外する。換言すれば、晴れの日は、車椅子１を優先的に選択する。
【０１３８】
このようにして支援情報提供システム４からの支援情報に基づいたＡＦＤ認識が行われる
。
【０１３９】
この他の自律移動人工物１，２，３（車椅子１から傘立て３）、自律移動制御システム４
及び位置・姿勢アクション制御装置５の動作は第１実施形態と同じである。
【０１４０】
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（第２実施形態の利点）
このように、この第２実施形態では、上記した第１実施形態の利点（多様な人工物を多様
な人間に適合できる利便性の向上）に併せて、複数種の車椅子１、図書運搬機２及び傘立
て３からの推論・検索による選択の適確性が向上する。
【０１４１】
（第３実施形態の基本的な機能）
図１３は、第３実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【０１４２】
図１３を参照すると、この第３実施形態の基本的な機能では、図１をもって説明した第１
実施形態と同様に、複数種の人工物が、自律移動制御システム及び位置・姿勢アクション
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部の無線制御によって、離間した位置の人間の外在化した意図に対応して、選択的かつ人
工物が自律的に位置・姿勢を変位させて、目的とする対象者ｍの近傍位置に自動的に移動
する。
【０１４３】
この自動的な移動において、人工物が、移動前方での走行上の障害物を検出し、かつ、そ
の障害物を迂回して移動するための位置・姿勢を変位させる制御を行う。これ以降の説明
は第１実施形態の基本的な機能説明と同様である。
【０１４４】
この第３実施形態の基本的な機能では、ＡＦＤ認識データ、及び駆動部の位置・姿勢の検
出データの転送、推論エンジン及び／又は検索エンジンによる対象者が要求した人工物の
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複数種類からの選択決定、及び、この選択決定した人工物に対する、目的とする移動先の
人間の近傍位置までの人工物に対する位置・姿勢制御が連続的に実行される。
【０１４５】
このようにして、複数種の人工物である車椅子１から傘立て３のいずれかが、対象者ｍの
外在化した意図に基づく推論・検索によって選択され、かつ、位置・姿勢制御を行って、
対象者ｍの近傍位置に、自動的に移動する。この際、人工物が、移動前方での走行上の障
害物を検出し、その迂回を行いながら目的とする移動先の人間の近傍位置へ、その位置・
姿勢の制御を行って、自律的・適確な移動を行う。
【０１４６】
以下、この第３実施形態の機能の具体例について説明する。
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【０１４７】
（第３実施形態の構成及び要部の個別動作）
この第３実施形態の具体的構成は、図２に示す第１実施形態の具体例（自律移動人工物１
，２，３、自律移動制御システム４、位置・姿勢アクション制御装置５）と同一である。
なお、伝送シーケンス、処理流れなどが異なる。
【０１４８】
その他の構成は、第１実施形態における図３から図５までの説明と同様である。ここでの
重複した説明は省略する。
【０１４９】
（第３実施形態の全体動作）
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図１４は、第３実施形態におけるシーケンス図である。また、図１５は、第３実施形態の
人工物制御系１ａ〜３ａ及び人工物駆動系１ｂ〜３ｂの動作の要部処理手順を示すフロー
チャートであり、図１６は、第３実施形態における自律移動制御システム４の動作の要部
処理手順を示すフローチャートである。
【０１５０】
ここでは第１実施形態の図６から図８と異なる部分（上記した障害物検出による走行）を
主に説明する。
【０１５１】
図２から図５、図１４及び図１５を参照すると、選択された車椅子１から傘立て３は、そ
れぞれ撮影した撮像データを自律移動制御システム４に転送し、かつ、この移動指示デー
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タによって車椅子駆動系１ｂ、図書運搬機駆動系２ｂ、傘立て駆動系３ｂいずれかの駆動
部４８ａ，４９ａに駆動制御信号を出力する（図７ステップＳ７１）。駆動部４８ａ，４
９ａからの通電によってモータ４８ｂ，４９ｂが動作し、対象者ｍに向かって、選択され
た車椅子１から傘立て３が移動を開始する（図７ステップＳ７２，Ｓ７３，Ｓ７４）。
【０１５２】
ここで、図１４（Ａ）、（Ｂ）及び図１５を参照して障害物検出について説明する。
【０１５３】
この障害物検出は、図４に示す（ａ）撮影装置４７ａでの撮像データ及び（ｂ）レーザ検
出装置４７ｂによるレーザ波の送信と反射波の有無／レベルによって行う。
【０１５４】
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なお、（ａ）撮影装置４７ａ、（ｂ）レーザ検出装置４７ｂは、当該人工物移動通信シス
テムを適用する環境、例えば、施設内の移動範囲において、走行上での障害物が発生する
状況（人間の移動が予想される病院などでの複数人部屋）では、（ａ）撮影装置４７ａ、
（ｂ）レーザ検出装置４７ｂの両方を採用する。
【０１５５】
また、当該人工物移動通信システムを適用する環境が、人間の移動が極めて少ない病院な
どでの一人部屋では、（ａ）撮影装置４７ａ、（ｂ）レーザ検出装置４７ｂの一方を採用
する。
【０１５６】
撮影装置４７ａは、例えば、１メートル（ｍ）先を焦点とする撮像データに対する画像認
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識によって障害物を検出する。この場合、対象者ｍの撮像データ以外を障害物とするパタ
ーン認識を実行する。
【０１５７】
なお、この場合のパターン認識の処理などは、第１実施形態で説明した画像認識と同様で
あり、ここでは、その重複した説明は省略する。
【０１５８】
レーザ検出装置４７ｂは、車椅子１から傘立て３における選択されたいずれかが移動を開
始すると同時にレーザ送受信を開始し、反射強度を検出し、ＭＰＵ３１（図３）が、最初
に検出している、移動すべき対象者ｍの方位を、意識しながら目的方向を算出する。
【０１５９】
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この場合、障害物が検出された際に、この障害物が、直に通り過ぎる通行人間の場合があ
るため、一定の時間（人間が通過する程度）、その走行を停止する（ステップＳ１０１）
。
【０１６０】
この障害物検出処理において、障害物が検出されない場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）は
、図７に示す第１実施形態と同様に位置・姿勢データ転送を処理する（ステップＳ７５）
。また、ステップＳ１０１の障害物検出処理で、障害物が検出された場合（ステップＳ１
０２：Ｙｅｓ）は、障害物検出データ（レーザ検出装置４７ｂでの反射レベルとしきい値
から判定）を自律移動制御システム４に転送（送信）する（ステップＳ１０３）。この後
は、図７に示す第１実施形態と同様にステップＳ７６〜Ｓ７８を処理し、以降で説明する
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復帰処理に進む（ステップＳ１０４）。
【０１６１】
このようにして選択された車椅子１から傘立て３の処理に対して、自律移動制御システム
４は、図２から図５、図１４及び図１６において（参照）、ステップＳ８１〜Ｓ８６（図
８の第１実施形態のルーチン参照）を処理し、障害物検出データの取り込みを判断する（
ステップＳ１１１）。障害物検出データを取り込んだ場合（ステップＳ１１１：Ｙｅｓ）
、この障害物検出データにフラグＦ２１を立てて一時的にＭＰＵ５１のＲＡＭなどに格納
する（ステップＳ１１２）。
【０１６２】
この後、図８の第１実施形態と同様にステップＳ８７，Ｓ８８を処理して、移動指示デー
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タを生成する（ステップＳ８９Ａ）。
【０１６３】
このステップＳ８９Ａでは、上記した図８の第１実施形態と同様に下記（１）〜（４）の
データに対する処理を行って移動指示データを生成する。
（１）対象者ｍの画像データ／フラグＦ１
（２）選択された車椅子１、図書運搬機２及び傘立て３を示す選択決定データ／フラグＦ
２
（３）選択された車椅子１から傘立て３における現在の位置・姿勢データ／フラグＦ３
（４）障害物を迂回して走行する（障害物検出データ／フラグＦ２１）ための移動指示デ
ータ（位置・姿勢）の計算
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【０１６４】
このようにして算出された移動指示データ（車椅子１から傘立て３の選択結果データを含
む）が、図８に示す第１実施形態と同様に自律移動制御システム４から位置・姿勢アクシ
ョン制御装置５に送信され、第１実施形態と同様にして、選択決定による車椅子１から傘
立て３のいずれかが移動して対象者ｍに到達する（第１実施形態の図８中のステップＳ９
０〜Ｓ９４参照）。
【０１６５】
（第３実施形態の利点）
このように、この第３実施形態では、複数種の人工物である車椅子１から傘立て３のいず
れかが、対象者ｍの外在化した意図に基づく推論・検索によって選択され、この後、位置
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・姿勢制御を行って、目的である対象者ｍの位置に、自動的に移動する。この際、車椅子
１から傘立て３のいずれかが、移動前方での走行上の障害物を検出し、その迂回を行いな
がら目的とする移動先の人間の近傍位置へ、その位置・姿勢の制御を行って、その適確な
自律的な移動を行うことが出来るようになる。
【０１６６】
さらに、人工物が、元の位置に移動の位置・姿勢の変位による移動経路を逆に移動して復
帰できるようになる。換言すれば、さらに使い勝手に優れ、その利便性が、より向上する
ようになる。
【０１６７】
（第４実施形態の基本的な機能）
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図１７は、第４実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【０１６８】
図１７を参照すると、この第４実施形態の機能では、図１３から図１６の第３実施形態の
機能（障害物の迂回走行）に、新たに「支援情報提供システム（地図情報提供システム、
交通情報提供システム及び気象情報提供システム）」が追加されている。
【０１６９】
この支援情報提供システムの情報を取り込んで、例えば、雨の場合は人工物としての傘立
てを、複数種の人工物から離間した位置の人間の外在化した意図（アフォーダンス提示・
認識）に対応して選択し、かつ、障害物を迂回しながら走行する。
【０１７０】
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このようにして複数種の人工物からの、人間の外在化した意図に対応した選択の適確性を
向上させ、かつ、障害物を迂回しながら目的とする移動先の人間の近傍位置まで走行する
。この他の機能は、第３実施形態と同じであり、その重複した説明は省略する。
【０１７１】
以下、この第４実施形態の機能の具体例について説明する。
【０１７２】
（第４実施形態の構成及び要部の個別動作）
この第４実施形態の構成は、上記した第３実施形態と同様の構成（障害物検出走行／図１
の第１実施形態の具体例：自律人工物１〜３、自律移動制御システム４、位置・姿勢アク
ション制御装置５）に、さらに、上記した第２実施形態をもって説明した支援情報提供シ
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ステム６及び無線通信回線網７が追加されている。
【０１７３】
支援情報提供システム６は、図９をもって説明したような、施設内の地図情報提供システ
ム、交通情報提供システム、気象情報提供システムである（これらの詳細は第２実施形態
参照）。
【０１７４】
その他の構成は第１実施形態における図３から図５までの説明と同様である。ここでの重
複した説明は省略する。
【０１７５】
（第４実施形態の全体動作）
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図１８は、第４実施形態におけるシーケンス図である。
【０１７６】
図１８を参照すると、この第４実施形態におけるシーケンスでは、図１４に示す第３実施
形態のシーケンスと同様に、複数種の人工物である車椅子１から傘立て３のいずれかが移
動走行する際に、障害物を検出し、かつ、迂回して目的とする対象者ｍの近傍位置まで走
行する。この場合、図１１に示す第２実施形態と同様に、支援情報提供システム６からの
支援情報に基づいたＡＦＤ認識が行われて、対象者ｍの外在化した意図（アフォーダンス
提示・認識）に対応して車椅子１から傘立て３までのいずれかを選択する。
【０１７７】
この他の自律移動制御システム４及び位置・姿勢アクション制御装置５の動作は、第２実
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施形態及び第３実施形態と同様であり、その重複した説明は省略する。
【０１７８】
（第４実施形態の利点）
このように、この第４実施形態では、複数種の人工物である車椅子１から傘立て３のいず
れかが、人間の外在化した意図に基づいた推論・検索によって選択され、かつ、位置・姿
勢制御を行って、対象者ｍの近傍位置に、自動的に移動する。この際、車椅子１から傘立
て３のいずれかが、移動前方での走行上の障害物を検出し、その迂回を行いながら目的の
対象者ｍの近傍位置に移動する。したがって、適確な自律的な移動を行うことが出来るよ
うになる。
【０１７９】
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（実施形態の変形例）
上記した第１から第４実施形態では、車椅子１から傘立て３中のいずれか一つが選択的に
移動する例をもって説明したが、複数の人工物（例えば、車椅子１から傘立て３中の二つ
）を同時的（並列的）に移動させることも出来る。
【０１８０】
この場合、アフォーダンス認識時に、この認識で類似判断（例えば、車椅子１及び図書運
搬機２の二つを同時的に選択）する。さらに、選択された人工物の走行中の衝突を避ける
ために、前記した前方障害物の検出による走行（第３及び第４実施形態を参照）を適用す
れば良い。
【０１８１】
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また、上記した第１から第４実施形態では、走行を２系統の駆動部４８ａ，４９ａ及び車
輪回転用のモータ（Ｍ）４８ｂ，４９ｂ（図４参照）をもって説明したが、３系統以上の
駆動部及び車輪回転用のモータ（Ｍ）を採用して、上記した走行及び、その姿勢制御を実
行すれば良い。この場合、より精緻な走行、重量のある人工物の走行が可能になる。
【０１８２】
また、上記した第１から第４実施形態において、図書運搬機２は、蓋部が自動開閉する構
成とすることが出来る。これによって、走行中に収納した本が飛び出さないようになり、
かつ、走行完了時は、蓋が自動的に開くようになって、使用の利便性が、さらに向上する
。
【０１８３】
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この構成としては、図書運搬機２を蓋部、収納部、蓋開閉機構部、蓋開閉機構制御部など
で構成する。
【０１８４】
この構成の図書運搬機２では、対象者ｍに向かって自動的に移動する走行中において、蓋
開閉機構部及び蓋開閉機構制御部が動作して蓋部が閉じられ、かつ、走行停止時に蓋開閉
機構部及び蓋開閉機構制御部が動作して蓋が自動的に開く制御を実行する。
【０１８５】
上記した第１から第４実施形態において、無線区間を微弱電波による通信回線をもって説
明したが、赤外線による通信回線でも、その実施形態が可能である。この赤外線による通
信回線では、指向性による伝達範囲（サービスエリア）を考慮した設計が必要となる。
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【０１８６】
このような第１から第４実施形態の変形例は、当業者にとって容易に考えられる設計的な
事項であり、全て本発明に含まれる。
【０１８７】
【発明の効果】
以上の説明で明らかなように、本発明の人間の意図の認識による人工物の自律的な移動制
御方法及びその通信システム並びにプログラムによれば、複数種の人工物が、人間の外在
化した意図に基づいた推論・検索によって選択的かつ位置・姿勢制御を行い、人間の位置
（所定の範囲位置）に、自律的に移動することが出来るようになる。
【０１８８】
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これによって、多様な人工物を多様な人間に適合できる、使い勝手に優れたシステムとし
ての利便性が向上するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態の具体的な構成例を示す外観図・ブロック図である。
【図３】図２中の人工物制御系の内部電気的構成例を示すブロック図である。
【図４】図２中の人工物駆動系の内部電気的構成例を示すブロック図である。
【図５】図２中の自律移動制御システムの内部電気的構成例を示すブロック図である。
【図６】第１実施形態の動作のシーケンス図である。
【図７】第１実施形態の人工物制御系及び人工物駆動系の動作の処理手順を示すフローチ
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ャートである。
【図８】第１実施形態の自律移動制御システムの動作の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図９】第２実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【図１０】第２実施形態の要部具体例を示すブロック図である。
【図１１】第２実施形態におけるシーケンス図である。
【図１２】第２実施形態における自律移動制御システムの動作の要部処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】第３実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【図１４】第３実施形態におけるシーケンス図である。
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【図１５】第３実施形態の人工物制御系及び人工物駆動系の動作の要部処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図１６】第３実施形態における自律移動制御システムの動作の要部処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１７】第４実施形態における機能を説明するためのブロック図である。
【図１８】第４実施形態におけるシーケンス図である。
【符号の説明】
１〜３

自律移動人工物（車椅子、図書運搬機、傘立て）

１ａ

人工物（車椅子）制御系（車椅子制御系）

１ｂ

人工物（車椅子）駆動系（車椅子駆動系）
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２ａ

人工物（図書運搬機）制御系（図書運搬機制御系）

２ｂ

人工物（図書運搬機）駆動系（図書運搬機駆動系）

３ａ

人工物（傘立て）制御系（傘立て制御系）

３ｂ

人工物（傘立て）駆動系（傘立て駆動系）

４

自律移動制御システム

５

位置・姿勢アクション制御装置

３１，５１
３２

ＭＰＵ

微弱電波送受信部

３３，４７ａ
３６，５４

撮影装置
Ｄ／Ｂ装置

３７ａ

マイクロホン

３７ｂ

音声処理部

４７ｂ

レーザ検出装置

４８ａ，４９ａ

駆動部

４８ｂ，４９ｂ

モータ（Ｍ）

５４ａ

推論処理部

５４ｂ

検索処理部

５５ａ，５５ｂ
ｍ
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微弱電波送受信部

対象者
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