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Abstract - In this paper, we focus on the sense of locomotion, in particular, the sense one feels while walking in a large
space. Walking is the most basic way of moving around, and a lot of information can be obtained by doing so, e.g., sensing,
hardness, humidity, and so on of the space. The locomotion interface we have developed is named ATLAS (ATR locomotion
interface for active self motion). Our design goal was to eliminate the need for a walker to "learn" how to walk and for
equipping the walker with obstructive sensors. We employ a treadmill approach for ATLAS. In the initial trial state,
ATLAS can estimate the working speed from the walking motion visually, and control the speed of a belt to synthesize the
real feeling of walking in a virtual space. First, we describe related works of locomotion interfaces and our design. Next,
we show the method utilized for motion analysis and how to control the belt speed. Finally, we conclude with a description
of our first trial ATLAS and the experimental results.
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1. はじめに

現実のコミュニケ−ションにおいて、
事実関係の伝達に
主眼が置かれる会議等では単に情報の伝送だけでも目標
は達せられる。しかし、言葉の意味を正確に知るには文脈
やその背景の文化を理解する事が必要である様に、人と
人の日常のコミュニケ−ションにおいても、お互いの意
図や感情を理解するには単に相手から発せられる言葉や
イメ−ジの情報だけでなく、対話者がいる環境及びそれ
ぞれが体験した情報が重要であると考えられる。
そこで、
我々は日常のコミュニケ−ションの新しい手段
として、利用者がVR技術を応用し、相手の環境に入って
対話を行なう"Tel-E-Merge" 環境について提案してきた
[1]。Tel-E-Merge 環境下での対話の場は図１に示すよう
に、ある対話者の存在する環境であり、その環境に存在す
るTele-Inviterは他の対話者をTele-Visitorとして自身の環
境に引き込む。Tele-Visitorにとっては対話の場はVR技術
によって擬似的に構成されることになり、Tele-Existence
として提案される技術の延長である。Tel-E-Merge環境の
重要な点は、
Tele-Inviter環境へ入り込んでくる他の参加者
の存在感提示、つまり、発せられる情報を交換するだけで
はなく、情報を発する主体自体の存在感の伝送に着目す
る対話手法と言える。
究極的には、
完全な存在として原寸大のアンドロイドを
Tele-Visitorとして動作させれば、Tel-E-Merge環境は実現
されるが、現実には実装は多難であろう。そこで現実的な
解として、われわれは存在感のみを伝える要素について
検討を進めている。
ここではその一つの手段として遠隔地に離れた対話者が
一緒に歩行しながら対話可能とする手法に焦点を当てた。
一緒に会話しながら歩く という行為は実に日常的な対
話手段であるが、実際には単に会話するだけでなく、障害
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物を巧みに回避しながら、無意識に歩行のペースを対話
者双方が調和させる複雑なタスクであり、いわば、通常の
会話に比べて非常に緊張感の高い環境にあると考えられ
る。それだけに、各対話者の歩行動作自体は遠隔地で独立
になされていたとしても、映像と会話のチャンネルと同
時に、お互いの歩行を協調させるチャンネルを仮想的に
実現することで、一緒に歩行している対話者の存在感提
示が期待できる。
この手法の実現のために、まずTele-Visitorのためのデ
バイスとして仮想空間を歩行移動可能とする歩行感覚生
成装置（Locomotion Interface 以下ではLI)が必要となる。
これまでに実用的に歩行シミュレ−タが実現された例は
少ない。その理由は、従来の移動機器のシミュレータは人
間・装置間の情報の流れが機器を介するために単純であ
り計算機処理が容易であったが、歩行移動では人体の挙
動と移動の対応付けが複雑なためである。
本報告では、
歩行者には特別な訓練や歩行動作を阻害す
るセンサー・アクチュエ−タの装着が必要ないLIの実現
を目指し、試作機"ATLAS: ATR Locomotion Interface for
Active Self -motion"を実装した。以降ではまず関連研究と

図１

Tel-E-Mergeによるコミュニケ−ションの概念
Fig. 1 Conceptual image of Tel-E-Merge
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ATLASの設計目標に触れ、次に実現に必要な歩行速度を
人間の歩行動作の解析結果の考察から推定する手法につ
いて述べる。さらにトレッドミルを用いたATLASの試作
機についてまとめ、これを用いた実験結果を示す。最後に
現状の問題点と今後の計画についてまとめる。

2. 関連研究とATLAS の設計方針
LI をここでは特に ユーザが自身の歩行動作によって
仮想空間の移動感覚を得る装置 と定義し、まずこれまで
の関連研究を歩行移動時に生じるユーザーの動きを相殺
する手法に従って分類を与え、ついで我々の提案手法の
目標と設計方針についてまとめる。
2.1 Locomotion Interfaceの分類
2.1.1 トレッドミル型
トレッドミル型はベルト機構によりユーザの歩行動作を
相殺する手法であり、ユ−ザにアクチュエ−タを装着す
る必要がない。ベルトの駆動方式から大別してユ−ザの
重力分力で駆動するパッシブ型とユーザの動きに連動す
るアクチュエ−タでベルトを制御するアクティブ型に細
分できる[2]。前者の場合は機構が単純となるが、対象と
なる世界が常に平面のみで構成される場合に限定される
[3,4]。
後者の場合は逆に斜面や柔軟な平面などを再現可能
であるが、動作計測とアクチュエ−タの駆動系が必要と
なり機構が複雑化する[5]。
トレッドミル型のもう一つの問題点に、
歩行方向がベル
トの運転方向に限定される点が挙げられる。多くの場合
はハンドルや上体、あるいは頭部の方向による方向指示
手段を併用している。一方で、DarkenらのOmni Directional
Treadmill[6], 岩田らのTorus Treadmill[7]では2方向ベルト
を構成する手法で、EyreらはSpherical Projection System[8]
で巨大な半透明球殻内に歩行面を生成して、2次元平面の
任意方向への移動を実現している。
2.1.2 FootPad型
FootPad型は歩行者の足先動作に追従する複数の可動板
によって運動を相殺する手法である。LathamはOmniTrek
[9]とよばれるユーザーの足先を常に追尾する4自由度の
可動板を2機用いて歩行面を再現する手法を、Rostonらは
Whole Body Display[10]において雪面などの提示を目指し
た装置を提案している。いずれも、高い周波数応答と高剛
性リンク機構が必要となる。

員の訓練のためにUniPort[6]と呼ばれる固定された一輪車
形状装置を提案した。さらに自転車そのものにセンサを
とりつけ、インタフェ−スとして用いる例も幾つか提案
されている[11,12].
2.1.5 その他の方式
さらに単純化を進め、
歩行動作に類似した動きによって
仮想空間内の移動操作を行なう手法も数多く提案されて
いる。Choiらは靴底に４個の圧力センサを備え,圧力セン
サの時系列出力を処理して足踏み動作を検出する
CyberBoot[13]を開発した。門林らのVISTA Walk[14]では
CCDカメラによって捉えたユ−ザの位置情報によって移
動方向と移動速度を検出し、大画面によって仮想空間映
像を提示する。小林らはユ−ザの体重移動によってわず
かに傾く円盤形状のTilting Disc[15]によって重心位置を検
出し、これを移動方向と移動速度にマッピングして仮想
空間移動を行なう装置を提案した。
2.2 ATLASの設計目標
本論文では、冒頭で述べた"Tel-E-Merge"環境における
双方向コミュニケ−ションのためのインタフェース装置
である歩行感覚提示装置ATLASの開発について述べる。
ATLASは自然な歩行動作を阻害するセンサやケーブルの
装着を最低限とした仮想空間移動手段の実現を目標とし、
ユーザーの歩行動作を相殺する機構として図2のような
モーションプラットフォームと電動トレッドミルから成
る。ATLASではユーザの前進移動をトレッドミルによっ
て相殺し、歩行方向の変更動作にはモーションプラット
フォームでベルト面全体を回転させることで対応する手
法を採用する。プラットフォームは同時に歩行面の傾き
や硬さなどの歩行面のテクスチャーの表現に用いる事も
目指している。
本論文では、特にATLASの基本機能である停止状態か
ら歩行限界速度までの歩行動作を相殺可能なベルト速度
制御手法について述べる。

3. 非接触手段による歩行動作の計測
歩行者が任意の歩行動作を行なった際に、
トレッドミル

2.1.3 Slide型
歩行面を固定し、
ユ−ザ側に相殺機能を持たせる例とし
て、岩田らのスライド式インタフェ−スの提案がある[2]。
ここではユ−ザの足の裏に車輪、あるいは、摩擦係数の低
い素材を取り付けた特殊な靴によって実現した。ユ−ザ
の上体の固定には特殊ハ−ネスや円形の手摺状の保持機
構を採用した。
2.1.4 ペダル型
動作計測を単純化するために歩行動作の自由度を下げ、
歩行に近い動作によって移動感覚を生成する方法として、
ペダルを用いる手法も採られている。Darkenらは海兵隊

図２ 試作ATLAS
Fig.2 The first trial ATLAS
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図３ 歩行動作計測実験環境
Fig. 3 Experimental setup

図４

歩行時の腰部および両足先位置計測結果
Fig. 4 Estimation of walker's position

上の定点に歩行者を保持すべくベルト速度制御を行なう
ためには、歩行速度の変化に完全に追従して逆方向にベ
ルトを回転させねばならない。しかしトレッドミル歩行
ではベルトとの相対的な関係のために歩行速度の直接計
測は困難である。また、制御においては計測誤差や制御遅
れにより、何らかの位置情報フィ−ドバックも不可欠で
ある。
これまでの人間工学研究では、
光学的手法や圧力プレ−
ト、加速度センサなどを用いて歩行者の歩行状態を計測
する手法が各種提案されている[16-21]。しかし、それらの
多くは実装の問題や歩行動作の阻害する等の理由から前
章で述べた設計目標を満たすには不適当であった。
そこで、
本研究では非接触計測可能な光学的な歩行運動
パターン計測からトレッドミル制御に必要な情報を得る
ことを目指し、まず通常の歩行動作と歩行位置、及び、歩
行速度の関係について計測し、考察を行なった。
3.1 通常歩行動作の計測
計測は図3に示す様に、非金属床の室内に約5mの直線
歩行路を設定し、磁気式位置姿勢センサーを用いて両足
先部と重心位置とみなした腰部の床面上での位置を120Hz
で計測した。被験者は30才前後の成人6名であり、遅く、
普通に、早く歩行するよう指示し、各速度3回の試行、合
計で54試行について計測した。歩行速度の統制はメトロ
ノームのテンポ音を用いた。ただし実験ではテンポ音に
よって歩行の周期はほぼ統制できたが、歩行速度につい
ては個人差が大きく被験者間での統制は取れなかった。
図4に横軸を時間、縦軸を進行方向の位置として、腰部
と両足先位置の運動の典型的計測結果を示す。この時系
列デ−タから磁気センサの直径約3mの有効計測範囲内に
ついて、歩幅S、立脚時間t 1、遊脚時間t 2 を読み取った。な
お、歩幅とは図3に示す様に一方の足が離床してから着床
する間の距離であり、遊脚時間とは離床してから着床す
る間の時間、立脚時間とは着床してから離床する間の時
間と定義した。それぞれは図4に示す様に足先の運動停止
状態を基準に定義し、各試行毎に平均をとった。

図５ 歩行者の腰部位置の推定結果
Fig. 5 Estimation of walker's position
3.2 歩行位置の推定
歩行中の重心位置を足先の運動パターンから推定する手
段として両足先位置の中点を重心とする手法を検討した。
典型的な結果として、図5-aに磁気センサーにより計測さ
れた被験者の腰部位置と両足先位置の移動の様子を、図
5-bに腰部位置に対する推定値の誤差をそれぞれ示す。ほ
ぼ直線的に時間変化する腰部位置に対して、推定値とし
て算出した中点の動きには15cm程度のオフセットと歩行
に連動した振幅約10cmの振動が観測された。オフセット
はセンサー取り付け位置の差によって生じているもので
あり問題とならない。一方、振動についてはカットオフ
0.2HzのLPFを中点位置結果に作用させたところ、振動の
振幅が半分の約5cmに押さえられた。4章で述べる試作機
ではこの手法によってトレッドミル上の歩行者位置を推
定している。
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図８ 歩行速度と立脚時間の相関結果
Fig. 8 Walking speed vs. stance duration

図６ 歩行速度と歩幅の相関結果
Fig. 6 Walking speed vs. Stride

図７ 歩行速度と遊脚時間の相関結果
Fig. 7 Walking speed vs. swing duration
3.3 歩行速度の推定
足先の運動パタ−ンから歩行速度を推定するために、
歩
行速度と歩幅、立・遊脚時間の関係を調べた。まず図6に
歩行速度と歩幅の関係を示す。各マーカーは被験者を示
し、実線は１次回帰直線である。この結果から一見する
と、歩幅と歩行速度には比例関係が認められるが、被験者
毎には速度に対してそれほど大きな歩幅の変動はなく、
むしろ検定からは歩幅に対して被験者間要因が認められ
た(F(5,48)=8.13,p<0.001)。
次に、
足を前方に振り出す歩行相である遊脚時間と歩行
速度との関係については、図7に示す様に遊脚時間が歩行
速度に対してわずかに負に比例する傾向が見られる。計
測誤差を考慮すると、ここでの目的である歩行速度と遊
脚時間の相関からの速度推定には不適である。
一方で、
足が接地したまま体に対して後方に移動する歩
行相である立脚時間については、図8に示す様に歩行速度

図９

試作ATLAS上での歩行運動
Fig. 9 Dynamics of ATLAS

と反比例の関係が得られた。歩行速度をV、立脚時間をt1
として回帰すると、

t1 = 0.774/ V

(1)

となる。またF検定の結果から立脚時間に被験者間要因
は見られなかった (F(5,48)=0.54,P<0.74)。
以上の結果より、
立脚時間に対する歩行速度の対応は歩
幅との対応に比べて個人差が少なく、また、遊脚時間との
対応に比べ低速歩行から高速歩行まで精度面で余裕があ
ると考えられる。従って、以降の試作機においては立脚時
間から歩行速度を推定する手法を採った。

4.

歩行動作に対応したベルト速度制御手法

ここでは3章の結果を応用し、歩行動作を全く阻害しな
い反射マーカーを歩行者の足先に取り付けるだけで、停
止状態から走行寸前までの任意の歩行動作に対して歩行
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図10 ベルト速度制御系のブロック線図
Fig. 10 Block diagram of the belt system

図11 フィードバックパラメータの安定領域
Fig. 11 Feedback parameters for convergence

位置を一定に保持可能なトレッドミルのベルト速度制御
手法について述べる。以降の議論では、適当な手段によっ
て歩行者のベルト上での位置計測と遊立脚時間判定が実
施されているものとする。なお、この機構の試作機での実
現手法は次章で述べる。
w
制御目標は、図9に示す様に、Vbelt 、をベルトの回転速
w
T
度、Vwalker を歩行速度、 X を歩行者のベルト上での位置と
T
した際に、歩行者が任意の歩行動作に対しても X が常に
w
一定位置となるように Vbelt を制御することである。また、
歩行速度が変化した際に生じるオフセットの収束の過渡
応答は、歩行者の転倒を防止するために、
・非振動的で素早い収束
・ベルト速度の最大加速度制限
の2条件を満たさねばならない。
これらを目標として実装した速度制御系のブロック線図
を図10に示す。ここでは、推定歩行速度によるフィード
フォワードを基本とし、その推定誤差を吸収するために
推定重心位置によPIフィードバックを付加した。図中の
w )
記号は、 Vbelt はベルトへの速度指令、t 1 は観測される立脚時
T )
w
'
間、Vwalker は推定歩行速度、X は位置指令値、 , , は各ゲ
イン値、G(s)はベルト速度のプロセスモデルである。
T )
各制御指令のゲインは前記の条件に沿って設定する。X
w
を原点として常に０とすれば、入力を Vwalker として、応答
は以下のように記述される。

T

X=

1 w


s

T

Vwalker + G(s)(

w

Vwalker +
'

T

X +
s

X




)

(2)

フィ−ドフォワ−ドゲインの は理想的にはG(s)の逆
関数とすべきである。しかし、現実には、歩行速度は連続
的に計測されないため、立脚時間からの推定値の１次
ホールドである。従って、原理的に推定誤差と最大１ス
テップ分の推定遅れ、さらに機構部の応答遅れが不可避
であるためにそのままでは発振の恐れがある。また、推定
部分の非線形要素により最適解を解析的に算出するのは
困難である。
そこで、
試作機では振動を発生しない範囲で最大に調整

し =-0.6程度とし、この処理により生じるオフセットを
位置フィ−ドバックによって相殺する。ここでは典型的
な位置に関するPI制御を採用した。P要素のゲイン とI
w
要素のゲイン の設計においては Vwalker を外乱とみなし、
フィードバック部分の安定性から議論する。まずフィ−
ドバック部分の特性方程式が式(3)となる。
1+ ( +

) G( s)
s

1

=0

(3)

s

ここではG(s)を実測し、以下のように一時遅れと時間遅
れで記述し。さらに遅れ要素をPade近似する。

G( s) =

e

−0.09 s

1 + 0.1S

=

1

⋅

1 − 0.045s

1 + 0.1s 1 + 0.045s

(4)

式(4)を式(3)に代入し、ラウス安定判別により、 と の
安定領域を図11のように得た。
過渡応答を考えると、 を大きくすれば立ち上がりが素
早く応答し、 が大きくなれば収束が早まるが、これらを
大きくするにつれて応答が振動的になる。 と同様に最適
解の析解は困難であり、図11の結果を元に条件を満たす
範囲でパラメ−タを調整する。
実機では =6, =5 程度ま
では非振動的に歩行位置が収束した。
また、
フィ−ドフォワ−ド要素の有無での過渡応答を実
機で観察すると、 =0の場合でもステップ入力から位置誤
差のピ−クまではほぼ同一の過渡特性を示すが、ピ−ク
からの原点位置への収束には =-0.6とする場合の応答と
比べて数秒の遅れが観測された。フィ−ドバック要素だ
けでこの時間差を解消するには応答が振動的となるため、
結果的に歩行者位置が振動的に前後して歩行動作自体に
支障が生じる。

5.

試作ATLAS の実装

5.1 試作ATLASの構成
試作機の構成を図12に示す。ここではトレッドミル
先端に固定したCCDカメラで両足先を撮影し、画像処
理によって足先の運動パターンを得る。CCDカメラに
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サーによる頭部位置計測についても、光学的なより負担
の少ない無線計測手段の採用も可能である。
5.2 ATLASでの歩行動作計測

図12 試作ATLASの構成
Fig. 12 Overview of trial ATLAS
は赤外線フィルターをかけ、ほぼ同軸に赤外線投光ラン
プを配置する。これにより歩行者の足先に反射マーカー
張り付けるだけで、CCDカメラから得られる映像では
マーカーの輝度のみが高く、背景であるベルト面から
マーカー抽出のための二値化処理が安定してなされる。
また、光学的計測で厳密に足先位置の３次元位置計測
を行うには最低二地点からの計測が必要であるが、ここ
では簡略化のために歩行者の足先はほぼベルト面上を動
くと仮定し、カメラを1台で計測した。CCD カメラの映
像は画像処理装置に送られ、両足先位置のベルト上での
位置としてPCに入力される。この位置情報から再現さ
れる運動パターンとベルト回転速度との比較から、両足
の立脚・遊脚の判定がなされ、これから前章で述べた方
法によりベルト速度指令を行う。
ATLASで採用したトレッドミルは商用品に改造を加
えたもので、PCの指令で最高4.0m/sまでベルト速度を
制御し、同時にベルト回転計測が可能とした。歩行可能
領域は1450mm(D) x 550mm(W)で、速度指令に対する応
答遅れは約0.1secであった。ATLASではこのトレッド
ミルを3軸回転可能なモーションプラットフォーム上に
設置し、歩行面を任意角度に傾ける機能を有している。
今回の試作機でのPCはATLASの機構部のIOとして
機能し、実際の歩行動作解析やベルト速度指令制御は
Ethernetを介して接続されるONYX(SGI)によって実行さ
れる。ATLASの一応用例であるCG で構成される仮想
都市等のWalk ThroughシミュレーションもONYX 上で
実行可能である。I/Oを管理するPCの処理速度はCCD
カメラの画像更新速度である60Hzで実行されており、
ONYXでの歩行動作解析とベルト速度制御もこの情報更
新速度に連動している。
また、ここでは実装例として140inchプロジェクター
による画像提示機能を付加しているが、より臨場感を求
める際にはHMD、あるいは、CAVE等の多面プロジェ
クターとの組み合わせも容易である。また磁気位置セン

トレッドミルでの歩行は速度変更の際の不自然な慣性
力の作用、あるいは半受動的な歩行であることから、物
理的にも心理的にも通常の床面歩行とは異なる側面を有
する[22]。
そこで３章で述べた床面での歩行速度推定法が
トレッドミル歩行でも利用可能であることを示すために、
ATLASを用いて同様の計測を行った。
計測は通常のトレッドミル使用形態と同様にベルト速
度を一定とし、このベルト上をほぼ一定位置で被験者に
歩行させ、ATLASのCCD カメラによる歩行動作計測機
能を用いて歩幅計測と遊立脚判定を行った。実験は先の
実験と同じ被験者6名により、歩行速度を0.4, 0.8, 1.2, 1.6,
1.8(m/sec)として、各速度で10歩分のデータを記録し、図
13,14,15には３章の結果と同様の形式で各試行の平均値を
示す。図中のマーカーは先の実験と同じ被験者を示す。実
験条件より各試行の歩行速度は完全に統制されていると
みなした。実線はトレッドミル歩行での回帰結果であり
破線は３章での床面歩行実験での回帰結果である。
床面歩行と比較して、歩幅、遊脚時間、立脚時間の全
てにおいて歩行速度との関係はほぼ同様の傾向は得られ
た。立脚時間が短縮し遊脚時間が増加している点につい
ては、計算機による遊・立脚判定の信頼性向上のために
立脚判定を厳しく設定したため、先の実験とは立・遊脚
の判定基準が異なることに起因する。同様の理由から歩
幅が短縮されている結果についても説明される。
この結果から、ATRAS上での歩行動作においても、立
脚時間を計測する事で歩行速度を計測出る事が示された。
試作機においては、ここで得られた立脚時間t1 と歩行速
度Vの回帰式である

t1 = 4.6 × 10 −1 V −1.2

(5)

を用いて実装した。

6. 追跡歩行タスクによる評価実験
提案手法によって歩行者が任意に歩行速度を変更可能
であること、及び、システムによって歩行者がベルト上
の目標位置に保持されていることを実験により示した。
6.1 実験手法
実験条件を統制するために、あるタ−ゲットの後を被
験者が同じ速度で追いかけるタスクを課した。図16に示
すように、被験者正面に設置された70inchスクリ−ン上
に追跡対象と歩行者の位置を示す２つのブロックを表示
する。実験開始に伴って画面下部に停止していた対象ブ
ロックが上方に移動を始める。これに合わせて被験者が
歩行を始めるとその歩行速度に連動して他方のブロック
も上方に移動する。対象ブロックの動きはシステムに
よって管理されており、実験開始後、5秒後に対象ブロッ
クが0.8m/secで移動を開始し、20秒経過した時点で1.6m/
secまで加速する。実験開始から30秒経過後に再び0.8m/
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図13 ATLASでの歩行速度と歩幅の相関
Fig. 13 Speed versus mean stride on ATLAS

図14 ATLASでの歩行速度と遊脚時間の相関
Fig. 14 Speed versus swinging duration on ATLAS

図15 ATLASでの歩行速度と立脚時間の相関
Fig. 15 Speed versus stance duration on ATLAS

図16 追跡歩行タスク実験環境
Fig. 16 Experimental setup of "walk after the block"
secまで減速し、40秒経過した時点で停止する。被験者に
はこの速度変化を数値ではなく、画面上のブロックの移
動速度変化として提示する。被験者には、できるだけ同じ
速度でこのブロックを追いかける様に指示した。
被験者は12名で、この内2名はATLASでの歩行に十分
習熟していた。他の被験者はトレ−ニング用トレッドミ
ルの使用経験は有ったが、ATLASでの歩行経験はなかっ
た。計測に先立って簡単にATLASでの歩行の方法を教示
し、歩行開始、停止、加速動作が習熟できるまで自由に装
置を体験させた。この段階で3名の被験者についてシステ
ムが歩行動作中に歩行位置を目標に保持できずにベルト
上で前後へ振動的に移動した。従って、残りの9名につい
て、上記のタスクを10回実施し、推定歩行位置、推定歩
行速度等のデ−タを計測した。以降の解析では10試行の
タスクのうち前半5試行をタスクへの練習とみなし、後半
の5試行についてデ−タとして用いた。
6.2 実験結果
このタスクでの典型的な追跡歩行動作を図17の時系列
グラフに示す。図17-a は光学的に計測された被験者の足
先の運動の様子とこれらの中点である推定された被験者
位置を示す。これはトレッドミル上の座標系に基づく計
測結果であり、図中右の矢付き線分が歩行方向とトレッ
ドミルの歩行可能領域を示している。実験での歩行者保
持目標位置は原点に設定しており、この結果から被験者
の歩行位置は設定位置を中心に前後10cm程度の範囲内に
保持されている事がわかる。
ベルトへの速度指令結果をフィ−ドフォワ−ド要素と
PIフィ−ドバック要素ごとに図17-bに示す。歩行位置が
ほぼ目標位置に保持されている結果から、ベルト速度が
ほぼ被験者の歩行速度と等しいとみなせ、対象ブロック
の移動速度に合わせて歩行速度を変化できていることが
分かる。また、ブロックが加速する21秒付近でベルト速
度の応答にピ−クが見られる。過渡応答を考えるとこの
時には被験者の加速によって発生する位置誤差にフィ−
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図18 追跡歩行タスクにおけるターゲットとの平均速度差
Fig. 18 Average error of speed
め大幅な誤差を示した。
練習フェ−ズで実験を中断した３名の被験者について
は、ベルト速度制御系の各制御要素のゲインを下げた所、
全員が前述のような前後への振動的な動きを示さずに任
意の速度で歩行できた。この結果から先の振動現象が歩
行者位置保持制御が装置だけでなく、被験者まで含んだ
系で考えた際に不安定であった結果と考察される。もち
ろん、この操作により位置保持の応答性が低下するが、制
御ゲインを許容範囲内で個人毎に調整する手法が確立で
きれば解決できると期待される。

7. 結論と今後の計画

図17 追跡歩行タスクにおける典型的実験結果
Fig. 17 Typical results of walking on the ATLAS
ドバックがまず反応し、直ちにベルト速度を加速した。や
や遅れて速度推定値が更新された時点でベルトの速度制
御の主要素がフィ−ドフォワ−ドに切り替わっている。
この過渡応答は1秒程度で収束し、前述の様に被験者位置
も10cm程度の変動で抑えられていることから、我々の設
計が有効に機能していると実証された。
また、図17-cは足先位置の運動情報に基づく動作解析
部の両足の遊・立脚判定結果を示す。それぞれ、図17-a,b
のグレ−部(I)(II)での判定結果であるが、歩行速度0.8m/
secの状態に比べ、歩行速度1.6m/secでは立脚時間が大幅
に減少している事がわかる。
次に、
被験者が自分の歩行速度を制御可能である事を示
すため、対象ブロックと被験者の歩行速度差に着目した。
図18は被験者毎に後半5試行での速度差を二乗平均した
結果を示す。被験者中、A,BはATLASの熟練者でありこ
の実験で最も理想的な結果と見なせる。
t検定の結果では、
被験者C, D, E, F, G, Hの結果はA,Bの結果と有意差は見
られず、ほぼ自身の歩行速度を自由に制御できたと見な
せる。被験者Iについては、歩行位置はほぼ目標位置に保
持できたが、速度の制御が十分には実行できなかったた

本報告では、
双方向コミュニケ−ションのための自然な
歩行による移動感覚を生成するためにLIに関する議論を
行なった。まず、歩行者の動作を全く阻害しない光学的非
接触手段による歩行動作計測手法を検討し、アクティブ
型のトレッドミルを用いたLIである試作機ATLASへの実
装を行なった。試作機による追従実験結果では、歩行者が
ATLAS上で任意に歩行速度を変更した際でもシステムが
10cm程度のオ−バ−シュ−トで目標位置へ歩行者を保持
できることを示した。
現状での問題点として、
提案手法での歩行動作解析手法
には歩行動作の個人差の適応が不十分である点が上げら
れる。特に、歩行の開始、停止といった過渡動作において
は個人差が顕著に発生する。また、3章での被験者は30代
の成人のみ対象としたが、Grieveらの報告[23]によると幼
年から成人、高齢者となるにつれて、ここで採用した歩行
速度と各パラメ−タの関係は変化している。従って、現在
の速度推定アルゴリズムに何らかの個人差への適応手法
が必要である。
また、トレッドミルタイプのもう一つの課題として、歩
行進路を方向する動作への対応手法が挙げられる。本質
的には2 次元ベルトを実現すれば解決すると考えられる
が、一般に機構が複雑になり、結果的にベルトの速度応答
が低下するため低速での歩行しか対応できなくなる恐れ
がある。我々の提案では、足先動作の計測結果を元にベル
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ト面全体を回転させ、回転動作の補償と擬似的な遠心力
を生成する事を検討している。
冒頭で述べたように、我々の提唱するTel-E-Mergeによ
るコミュニケーション環境では、日常のコミュニケー
ションを対象として特に対話者の存在感を再現すること
を念頭に置き、その一形態として 歩行しながらのコミュ
ニケーション に着目した。ここで想定されるコミュニ
ケーションは、
Tele-Inviterのいる場所に深く関連して発生
するコミュニケ−ションを対象としている。例えば、美術
館や旅行先で美しい景色に出会い、感動した際には誰か
にそれを伝えたくなるであろう。その際に、単に写真のよ
うな後日の感動の報告ではなく、その場にパ−トナ−が
仮想的に存在する事によってその感動を共有できれば、
双方の仮想的な体験がより深まると期待される。あるい
は、歩行しながら日常の雑談を行なう際には、環境の変化
に対する歩行のリズムが副次的に会話の流れを進めたり
替えたりする契機となっていることから、仮想的な歩行
環境によって会話自体を支援することも期待される。
これまでの段階ではまずTele-Visitorのためのデバイス
を実現した段階である。現在は本研究の要ともいえる
Tele-Inviterの存在する環境でTele-Visitorの存在を示す装
置の検討を進めている。この装置にはTele-Visitorに対し
て周辺環境の情報を送信すると機能と同時に、
Tele-Visitor
の存在を提示する機能が必要となる。具体的にはATLAS
を使用しているTele-Visitorの動作に連動する移動ロボッ
トを実現し、Tele-Visitor の歩行動作に伴う情報を提示す
る機能を実装することを計画している。
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