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スポットライトを用いた屋内での捜し物発見支援システム

中 田 豊 久 � 金 井 秀 明 �� 國 藤 進�

部屋の中でテレビのリモコンや携帯電話などを無くすことがある．本論文では，このような屋内で
の捜し物を手助けするシステムについて提案する．システムは，隠れた位置にある物であっても高い
精度で位置を計測するために，超音波方式と ������ ���
 からの計測値をパーティクルフィルタに
よって融合する．また，測定した位置をスポットライトで照らすことによって，ユーザに分かりやす
く捜し物の位置を知らせる．このシステムを，構築した実験環境で性能試験を実施した．また，関連
システムとの比較実験により，提案システムが捜し物を早く発見できるところについて明らかとした．
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�� は じ め に

部屋の中でテレビのリモコンや携帯電話などを無く

すことがある．このような捜し物は，例えば，怪我を

した時に薬が見つからない時や，急いでいるときに自

動車のキーが見つからないような緊急を要するときは，

特に困る問題である．

物を無くす原因には，部屋が片付けられていないな

どの環境に依存するもの，どこに置いたのかを忘れて

しまう記憶に起因するもの，他者が勝手に持ち出して

しまうという自分では制御し難い要因などが考えられ

る．このような捜し物を支援する方法としては，環境

を改善するための整理方法の工夫，記憶を呼び起こす

ことを支援する方法，そして物の位置を何かしらの機

器で管理する方法などが考えられる．本論文では，こ

の中でも計算機の支援によって捜し物を手助けしてく

れるシステムについて議論をする．

捜し物を支援するシステムに必要な機能について，
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我々は以下のように定義した．

共用性 他者が移動した物を捜せる．

透過性 隠れた位置にある物を捜せる．

即時性 直ぐに捜し物を見つけ出せる（ユーザが物を

捜そうとしてから，発見するまでの時間が短い）．

タグ不要 予め物に機器（タグ）を付けなくても捜

せる．

どの機能についても重要であるが，我々は，本論文

では特に即時性について注目する．

即時性を向上させるためには，支援システムの機構

や構成ではなく，インターフェースが重要になると考

える．つまり，システムが既に捜し物の位置を知って

いるならば，それをどのようにして伝えるかが，即時

性にとって大きな要因となると考える．例えば，「机

の上にあるよ」「ベッドの下にあるよ」などのように，

人が教えるように物の場所を音声によって伝える方法

が分かりやすいかもしれない．しかしこのような方法

を実現するためには，渡辺ら�� の研究のようにラン

ドマークとなる物の位置を全て管理しなければいけ

ないし，また，それらのランドマークが本当にユーザ

にとって分かりやすいのかを検証し，その位置の変更

だけでなく，ユーザの認識の変化についてもシステム

が維持・管理していかなければいけない．一方，予め

紛失する可能性のある物に小さな機器（タグ）を付け
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ていれば，捜せる物は限定されるが，そのタグが自ら

の位置を通知することも可能になる．携帯電話機を無

くしたときに，他の電話機から電話をかけて，着信音

やバイブレーションを頼りに捜すことと同じである．

しかしこのような方法も，携帯電話が何かに隠れてい

て，音がよく聞こえない時には，捜すのが困難なとき

もある．

以上のことより，我々は外部からスポットライトを

あてる方法を提案している�����．システムは，たとえ

捜し物が隠れた位置にあっても，その付近にスポット

ライトを照射する．視覚情報により位置を通知するた

め，ユーザにとって分かりやすいことが特徴である．

システムは外部から捜し物にスポットライトをあてる

ために，捜し物に予め付けられたタグの位置を計測し

ている．タグの位置をシステムが測定しているため，

誰が物を移動してもその物を捜しだすことができると

いう共用性を実現する．また透過性を保ちつつ即時性

を高めるために，性質の異なる �種類の位置計測器を

使用し，隠れた位置にあるものであっても条件によっ

ては精度の高い計測を実現する．その �つの計測器か

らの観測情報は，パーティクルフィルタによって融合

される．

本論文は次の様に構成されている． � 章では，関

連研究について述べ，提案するシステムの特徴を明ら

かとする． �章でシステム構成について説明する． �

章では，構築した実験環境とそこでの性能試験につい

て述べる． �章では，提案システムと最も類似するワ

イヤレスロケータという聴覚情報による捜し物発見支

援システムとの比較実験により，提案するシステムが

即時性について優れているところを示す．そして最後

に �章でまとめ，今後の課題について述べる．

�� 関 連 研 究

捜し物を支援するシステムや機器についてのシステ

ム構成を表 �に示す．その表に基づいた各システムの

機能一覧を表 �に示す．表の番号の ���は音を使った

システム，�は �次元の位置を取得するシステム，���

は光学式のタグを使うもの，��	はエンコードされた

光を外部から照射する方法，
���は画像認識による方

法である．以下にそれぞれのシステムについて述べる．

ワイヤレスロケータは，�� ������ ����� ����

が販売している音による捜し物発見支援システムであ

る．ユーザが捜し物をするときに手に持つ機器（コン

トローラ）と，捜し物に予め付けておくタグから構成

されている．ユーザがコントローラのボタンを押すと

対応する電波が発信し，それを受けたタグが約 ����

のピッピッという高音を発する．ユーザはその音を頼

りに捜し物の場所を発見する．���� ��� ������ は，

赤外線を外部から照射して，それを受けたタグが音

を発するシステムである．ワイヤレスロケータとの違

いは，タグで測定する静電容量の変化によってタグの

発する音を変化させることである．この機能により，

ユーザがタグに手を近づけると，静電容量が変化して

発する音が変わり，ユーザは近くにタグがあることを

知ることができる．

��� ��!��" �!#�$�!���� �%#$��& 全地球測位シス

テム'は，� つ以上の人工衛星から送られる電波を地

上で受けて，電波の送受信の時間差から距離を求め，

�次元の位置を測位する方法である．

�����(��$�� は，可動式のプロジェクタにカメラ

を搭載し，そのカメラで捜し物に付けられた光学式の

タグ�� の位置を認識して，捜し物にスポットライトを

照射するシステムである．�)*による拡張現実	� で

は，ユーザはカメラとシースルーの�)*を身につけ

る．カメラが認識する光学式タグの場所をハイライト

させることにより捜し物の発見を支援する．

+�����
� は，ユーザが手に持っているライトから

照射されるフラッシュライトをタグが受けて，そのフ

ラッシュライトにエンコードされた �*に対応するタ

グが (,*を灯火させるシステムである．-+���� は，

ユーザが手に持つプロジェクタによって照射される光

をタグが読み取り，電波でその読み取った情報を伝送

する．プロジェクタから見た相対的な位置を知ること

ができるシステムである．

外部カメラによる画像認識���は，キッチンやベッド

などにカメラを配置して，画像認識によって予め登録

された物がその領域にあるかどうかを取得し続けるシ

ステムである．ユーザは，捜し物が最後に撮影された

映像を見て，捜し物がどこにあるのかを知ることがで

きる．�.� ����/��� は，ウェアラブルカメラによって

捜し物の画像を自動的に撮り続けるシステムである．

ユーザが捜し物をするときには，最後に記録された捜

し物の画像の周りを見て，それがどこにあるのかを知

ることができる．

我々の提案するシステムは，システムが位置を測定

することにより共用性を，電波を用いることで透過性

を有する．また，測定精度の高い超音波方式と併用し，

かつ，スポットライトを用いて分かりやすくユーザに

位置を知らせることにより即時性を高めている．提案

システムと同様に，共用性，透過性，即時性を実現す

るワイヤレスロケータとは，即時性について我々のシ

ステムの方が優れていることを �章の比較実験で示す．
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表 � 捜し物を支援するシステムや機器のシステム構成一覧
����� � 	����� ��
����
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システム名 検出器 検出器 捜し物 位置通知の種類
の配置 の種類 に付け

るタグ
�" 提案システム 環境 超音波� 電波 あり 外部からの可視光
#" ワイヤレスロケータ 人 電波 あり タグからの可聴音

$"%��� ��� 	��&�� 人 赤外線 あり タグからの可聴音
'"()	 環境 電波 あり 地図

*"	���
�+������ 環境 カメラ あり 外部からの可視光

,"%-. による拡張現実	� 人 カメラ あり 外部からの可視光

/"0�����
� 人 可視光 あり タグからの可視光

1"20�(�� 人 可視光 あり 外部からの可視光

3" 外部カメラによる画像認識��� 環境 カメラ なし 画像

�4"�5� %���6��� 人 カメラ なし 画像

表 � 捜し物を支援するシステムや機器の機能一覧
����� # 0��
����� �� ������� ������� ���  ����� ���� ��!�
��"

システム名 共用性 透過性 即時性 タグ 捜索可能範囲
不要

�" 提案システム ○ ○ ○ ×� 検出器の周り
#" ワイヤレスロケータ ○ ○ ○ ×� 捜索者の周り

$"%��� ��� 	��&�� ○ ×� ○ ×� 捜索者の周り
'"()	 ○ △� ×� ×� 主に屋外

*"	���
�+������ ○ ×� ○ ×� 検出器の周り

,"%-. による拡張現実	� ○ ×� ○ ×� 捜索者の周り

/"0�����
� ○ ×� ○ ×� 捜索者の周り

1"20�(�� ○ ×� ○ ×� 捜索者の周り

3" 外部カメラによる画像認識��� ○ ×� △� ○ 検出器の周り

�4"�5� %���6��� ×� ×� ×� ○ 捜索者の行動範囲
×�7 「検出器の配置」が「人」でかつ「捜し物に付けるタグ」が「なし」のため．
×�7 「検出器の種類」を透過性のある「電波」に変更すれば対応できる．
×�7 「検出器の種類」に「電波」を含まないため．
×�7 測位誤差の数メートル範囲内から見つけ出すことは容易ではない．
×�7 画像に写る背景から，どこであるかを思い出さなければいけないため．
×�7 「捜し物に付けるタグ」が「あり」のため．
△�7 電波が微弱なため，屋内や鞄の奥底に受信機があると測位できないことがある．
△�7 画像から実空間へのマッピングが必要なため．

�� システム構成

ここでは，提案する捜し物発見支援システムの構成

について述べる．

��� 概 要

紛失する可能性のある物には予めタグを付けておく．

システムは，そのタグの位置を超音波と0�$�1� -+�*

によって常に取得し続けている．ユーザが捜し物をす

るときには，専用の �*0を用いて，捜したい物に対

応するボタンを押す．システムは環境に設置された可

動式ライト（ムービングライト）を操作して，捜し物

のある場所にスポットライトを照射する．ユーザはス

ポットライトの中や付近を捜すことによって，捜し物

を発見することができる．

捜し物が隠れた位置にあっても高精度で位置を取得

するために，特徴の異なる �種類の位置計測機（0�2

$�1� -+�*と超音波方式）を使用する．その �つの計

測情報を，パーティクルフィルタを用いて融合し，確

率的に位置を取り扱う．確率が高い時には，小さなス

ポットライトを用いてピンポイントで照射する．位置

の確率が低いときには，測定位置を中心とした大きな

スポットライトを照射して，そのライトの中やその付

近に捜し物があることを伝える．

��� ハードウェア構成

図 �にハードウェア構成を示す．捜し物の位置を特

定するための機器として，0�$�1� -+�*（-+ 3!��

社）と超音波方式の位置計測器（古河機械金属社）を

使用する．計測した位置をユーザに知らせるためには，

ムービングライト  マーチン社'を使用して実空間に

スポットライトを照射する．ユーザは手に持つ �*0
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図 � ハードウェア構成
0��" � %�������� �� ��� ������"

によって何を捜したいかをシステムに要求する．

0�$�1� -+�*は，���)�4帯の電波を定期的に発す

る発信機（タグ）とその電波を受信するリーダによっ

て構成されている．タグは約 ����程，リーダは約

�����程の大きさである．電波の届く距離は，我々

の実験した環境においては，�～	�であった．今回使

用したタグの電池寿命は約 �年である．タグには固有

の �*が割り当てられ，個別に識別することが可能で

ある．タグは �秒に一度，電波を発信する．電波を使

用しているため透過的に位置を計測できるが，測位精

度は悪い．

超音波方式の位置計測器は，制御装置類とリーダ

とタグにより構成される．制御装置は約 ����� 程，

リーダは約 	���程，タグは電池式の小型のもので

約 ����程，胸に付けるネームプレートの形をした

充電式のもので約 
���程の大きさである．超音波

の届く距離は約 ��である．タグが発する超音波を受

信するまでの時間によって距離が換算されるため，�

つ以上のリーダで超音波を受信すると，タグの � 次

元の位置を特定することが出来る．その測定誤差は，

約 ����である．使用している超音波は，中心周波

数 ��5�4である．電池寿命は，充電式のタグで約 ��

日間である．0�$�1� -+�*と同様に個々のタグに �*

が割り振られており，個別に識別可能である．タグの

位置の更新は，約 �秒毎に行われる．0�$�1� -+�*よ

りも高精度で測位できるが，超音波を使用しているた

め，タグとリーダとの間に遮蔽物があると測定するこ

とができない．

ムービングライトは，従来は舞台などの照明機器と

して広く使われている機器であり，近年では店舗の広

告を壁や地面に表示する機器としても利用されてい

る．ゴボと呼ばれるムービングライトのランプの前に

配置されるプレートを切り替えたり，回転させること

によって，スポットライトの色や形を変えることがで

きるようになっている．計算機からは *)6���プロ

トコル☆によって照射方向やゴボの制御を行うことが

できる．*)6��� プロトコルとは，米国劇場技術協

会  7����'によって �

�年に制定されたハードウェ

アとプロトコルの規格である．ムービングライトだけ

でなく，舞台でのスモークや音響などの演出効果を統

一して扱えるようにした規格となっている．

�*0は，システムの入力インターフェースとして

使用する．ワイヤレス (08によって計算機に接続さ

れている．

��� 捜し物の位置の取得方法

透過的に位置を測定するためには，電波による測位

が必要である．また即時性を高めるためには，正確に

位置を測定できることが重要である．電波では精度が

悪く，しかし超音波では，高精度な測定は可能である

が，隠れた位置にある物の位置を測定することはでき

ない．そこで本システムでは，透過性を保ちつつ，即

時性を向上させるために電波と超音波による測位を併

用する．この �つの機器の測定は，パーティクルフィ

ルタによって融合する．パーティクルフィルタは，観

測情報を非同期，独立に扱うことができるため，例え

ば �つの機器からの観測情報が揃わなくても処理をす

ることが可能である．また，観測情報を確率分布とし

て表すことができるため，その確率分布の違いによっ

てそれぞれの位置計測器の特徴の違いを表すことがで

きる．

また，パーティクルの広がりによって位置計測の確

信度を推定することができることも特徴の � つであ

る．推定位置の確信度は，本研究ではスポットライト

の径に反映されてユーザに伝えられる．もしも確信度

が分からない場合，確実に捜し物にスポットライトを

あてるためには，位置精度の最も悪い状況に合わせて

スポットライトの径を大きく決定しなければいけない．

たとえ精度良く測定できていても径の大きなスポット

ライトの中をユーザが捜さなくてはいけないため，即

時性を損なうことになってしまう．一方，確信度が分

かる場合には，高精度で位置を計測できている時には

小さな径でピンポイントで捜し物の場所を示し，即時

性を高めることが期待される．

☆ ����788���"�����"���8���������8.-9*�#"����
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図 � パーティクルフィルタ手法と本研究における使用方法
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さらに，パーティクルフィルタの計算コストは低

い���．例えば，位置推定の計算に大きな時間がかかる

場合には，すぐにユーザが捜し物を開始できないため，

即時性を損なってしまう．パーティクルフィルタはほ

ぼリアルタイムに処理をすることができるため，計算

時間に影響する即時性の低下はない．

本研究ではこれらの理由により，パーティクルフィ

ルタを用いて �種類の位置計測器を融合する．

����� パーティクルフィルタとは

パーティクルフィルタとは，粒子（パーティクル）

を用いた，一般状態空間モデルの近似的な状態推定で

ある���．�
��年代に統計力学の分野で提案された逐

次モンテカルロ法の特殊系であり，画像解析の分野に

おける 3!�*��#�$�!�法と同じである．非線形なモデ

ルを表現できるという特徴だけでなく，計算コストが

低いという利点もある．

パーティクルフィルタでは，状態空間に配置された

パーティクルを，予測と観測（フィルタリング）の �

つのステップで変化させ，パーティクル全体で非線形

なモデルを表現できるようにしている．図 �に処理の

手順を示す．まず状態空間にパーティクルを配置する．

予測ステップでは，それぞれのパーティクルをある予

測に基づき移動させる．次に観測ステップでは，与え

られた観測情報からパーティクルをフィルタリングす

る．この �つのステップを繰り返し実行する．

予測，観測ステップには様々な処理を適用すること

ができるため，パーティクルフィルタの応用範囲は広

い．また，計算機による実装が容易であることも，様々

図 � 本研究におけるパーティクルフィルタの実装方法
0��" $ �� �������������� �� �����
��  ���� �� ���

������
�"

な分野で利用されている要因となっていると考えられ

る．例えば，���$!9�� ら��� は，人や物の位置情報

の推定に利用している．

����� 本研究におけるパーティクルフィルタの実

装方法

前節で述べたパーティクルフィルタを，具体的に本

研究では，図 � のように実装した．まず，システム

起動時にパーティクルは初期化される．そしてある決

められた間隔で，処理 �，�の処理を繰り返し起動す

る．また，この処理 �，�とは非同期に，位置計測器は

得られた観測情報を位置計測 *:に書き込んでいる．

よって通常は，位置計測器から得られる観測情報をす

ぐに処理するために，処理 �，�の起動間隔（図 �の

予測，観測ステップの繰り返し間隔に相当する）は，

位置計測器の観測情報を得る間隔よりも十分に短く設

定される．

捜し物はどのような移動をするのかを予め決めるこ

とはできないため，パーティクルフィルタの予測ステッ

プでは，各パーティクルをランダムに移動させる．本

研究における実装法では，処理 �が実行されるときに

観測情報が無い場合には，そこではなにも処理をしな

い．よって観測情報が無い場合には，処理 �� のラン

ダムウォークのみを繰り返し実行し，パーティクルは

徐々に広がっていく．これは，徐々に捜し物が存在す

る可能性のある場所が広がっていくことを表している．

可能性のある場所が広がるということは，捜し物が存

在する確率が全体的に低くなることであり，位置推定
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に対する確信度が下がることも表している．

また，処理 �の実行時に複数の観測情報が得られて

いる場合には，それらを �つずつ確率分布に変換して

パーティクルを複数回リサンプリングする．例えば �

つの観測情報が得られていれば，�回のリサンプリン

グをすることになる．複数の観測情報を �つの確率分

布とはせず独立に扱うため，観測間隔の異なる計測器

を取り扱え，また，拡張性も高い．例えば，新しい種

類の位置計測器をシステムに導入しても既存部分を変

更することなく新しい機器用の確率分布を定義するだ

けでよい．さまざまな種類のセンサーを併用して利用

することの多いユビキタスシステムにおいては，この

ような拡張性は有益である．

本手法の特徴は，予測ステップにランダムウォーク

を使用して，観測情報が得られない時に徐々に位置

推定の確信度が下がることを実現することと，0�$�1�

-+�*による観測情報を等脚台形の形をした確率分布

として表し，パーティクルの広がりと測定誤差に関係

性を持たせることである．これらのランダムウォーク

や確率分布についての詳細は，次節以降で述べる．

この提案するパーティクルフィルタの実装方法は，

ランダムウォークを物の移動予測として使用している

ため，移動する法則が分からない移動体の位置推定に

汎用的に利用できると考えている．一方，移動する法

則が予め分かっている場合には，その法則をランダム

ウォークを代わりに使用し，より精度の高い位置推定

が可能となる．

����� ランダムウォークによる予測

隠れた位置にある物は，超音波による計測ができな

いことが多い．しかし，直前まで超音波による高精度

な位置計測が行われていたならば，その位置に実際に

捜し物がある可能性は高いといえるだろう．隠れた状

態が長時間経てば，最後の計測された超音波の情報は

信頼できず，低精度の 0�$�1� -+�*による計測精度

の範囲内で，捜し物がその位置にあると考えられる．

このようなことをパーティクルフィルタによって表現

するために，予測ステップにランダムウォークを用い

ている．捜し物がどこに移動するかを特定できないた

め，ランダムにパーティクルを移動させる．そしてラン

ダムウォークによるパーティクル群の広がりを，パー

ティクル群の位置の標準偏差によって表すと，式  �'

となる．

�� ; �
�
�  �'

ここで，�� はパーティクル群の標準偏差，� はラ

ンダムウォークの �回のステップで移動する距離，�

はランダムウォークのステップ回数である．

����� 位置の測定値を確率分布として表現

使用する位置計測器は，その構成の違いから精度や

誤差の発生の仕方が異なる．よって，それらを融合し

た位置計測は，線形なモデルでは扱い難くなっている．

そこで，それぞれの位置計測器の特徴をパーティクル

フィルタの観測ステップにおけるフィルタリングとし

て定義して，非線形なモデルで融合した位置計測を実

現している．具体的には，それぞれの位置計測器から

の計測情報は，その特徴を表した確率分布によって表

現する．そして観測ステップのフィルタリングでは，

その確率分布によってパーティクルをリサンプリング

する．

本研究で使用した超音波式の位置計測器は，�次元

位置（<� %� 4）を誤差を含めて出力する．超音波によ

る測位の誤差には，超音波が環境のどこかに反射して

受信されてタグからリーダまでの距離を誤認すること

や，受信を処理する時に発生する量子化誤差などが考

えられる．我々の実験環境下では，製品仕様である約

����よりも小さな誤差は頻繁に発生するが，それ以

上の誤差はあまり観測されることはなかった．このよ

うな経験から我々は，個々の誤差の原因には踏み入ら

ず，総合して超音波計測器の誤差は，正規分布に従う

と仮定した．式  �'によって示される正規分布の平均

を観測情報の位置（<� %� 4）として，誤差の大きさを

分散で表すこととした．

� ��' ;
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ここで，�� はパーティクルの位置から位置計測器の

出力する位置までの距離を示す．

一方，0�$�1� -+�* は，超音波のような高精度で

位置を取得することが難しい．タグが発する電波は，

付近の金属物や反射によって複雑に変化してリーダに

届くからである．そこで本研究では，正規分布を頂点

付近と斜面の �つに簡略化した等脚台形の形をした分

布を定義する．正規分布の場合，電波強度が強くなる

ほど距離が短いと表わされる．一方，等脚台形の分布

の場合，ある一定の電波強度以上となると，ある一定

の範囲内に等確率でタグがあると表わされる．よって

精度は期待できないが測定誤差にロバストになる．こ

の分布の上辺の長さを ��，下辺を �� としたときの確

率密度関数は，式  �'のようになる．

� ��' ;
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�� は，0�$�1� -+�*リーダの位置とパーティクル
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図 � パーティクルフィルタの実行例
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の位置との距離である．距離が � 以内であれば，一定

の確率で 0�$�1� -+�*リーダの周りにあるとなり，�

から � の間であれば，距離が増えるにつれて線形で確

率値が減少し，� を超えると �になる．等脚台形の面

積が �であることから，この分布が確率分布であるこ

とが分かる．

����� パーティクルフィルタの実行例

図 �に，後述する実験環境（図 �）にて実施した，本

システムにおけるパーティクルフィルタの実行例を示

す．図中には �つの捜し物は，上 �つは0�$�1� -+�*

のみによる測位ができているもので，下 �つは超音波

による測位ができているものである．パーティクルの

広がりを表すために，パーティクル群の標準偏差を円

で示しその数値を表示している．超音波による測位の

できているパーティクル群の方が，0�$�1� -+�* の

みのものに比べてより集まっていることがわかる．

����� 本研究における位置計測方法の長所と短所

隠れた位置にある物は超音波方式で位置を取得でき

ないため，0�$�1� -+�*のみによる低精度の測定とな

る．しかし本論文において提案する方法によれば，隠

れる直前に計測された超音波方式による位置情報を，

パーティクルがランダムに広がるまで保持し続けてい

る．よって，ある一定の時間内であれば高精度な位置

を推定することができる．

また，本論文では �種類の確率分布を使用している

が，それぞれは依存せずに独立してパーティクルフィ

ルタの観測情報として与えられる．例えば，計測精度

をさらに向上させるために新たな位置計測器をシステ

ムに導入しても，既存の処理を変更することなく機器

を追加することができる．これは，様々なセンサーを

融合して利用するユビキタスコンピューティングにお

いては利点である．

ランダムウォークによるパーティクルの広がりは，

パーティクルフィルタが推定する位置の確信度を表し

ていると見ることができる．位置を測定する機器は，

たとえ電波を利用する 0�$�1� -+�*であっても，近

くに金属などがあった場合には測定できないことがあ

る．よって最後に得られた観測情報からの経過時間に

よって，その観測情報の場所に捜し物がある可能性が

決まってくると考えられる．たとえば数秒前にある位

置にあるという観測情報が得られれば，現在もそこ

に物がある可能性が高いが，数日前の観測情報しかな

い場合には，数秒前に比べてそこに捜し物がある可能

性が低いとみれる．我々のパーティクルフィルタの実

装方法は，このような現象を表すことができるように

なっている．本研究と同様に，���$!9��ら���もパー

ティクルフィルタを位置推定に使用している．しかし

���$!9��らの実装方法では，観測情報が得られてい

ない時にパーティクルは移動しないため，数日前の観

測情報と数秒前の観測情報を区別することはできない．

本手法の短所は，捜し物の位置が変わったときに追

従するための時間がかかることである．パーティクル

がランダムウォークで広がる早さは，捜し物がどれだ

け移動しやすいかによって決められる．例えば，あま

り動かないと設定すれば，その物が隠れても，高精度

で推測する時間が長くなる．しかし，その物が移動す

ると，推定値がその物の位置を示すまでに多くの遅延

が生じる．

����� 位置推定の遅延の補完方法

推定位置の追従が遅いという短所を，システムとし

ては次の様な方法で補おうとしている．ユーザが捜し

物を要求した時には，最初は，計測し続けている位置

を基に，スポットライトを照射する．スポットライト

は，ある一定時間照射し続けると，一度オフするよう

になっている．それでもユーザが捜し物を発見できず，

再度要求を発行したときには，パーティクルフィルタ

の各パーティクルを初期化（状態空間内にランダムに

配置）するようにしている．初期化によってパーティ

クルが状態空間内に一様に配置されるため，次の観測

情報に直ぐに追従できるようになる．また，このパー

ティクルの初期化処理は，�回の捜し物捜索の間で �

回のみ実施されるようにしている．初めてスポットラ

イトが消灯した前後にだけ，このパーティクルの初期

化処理を実行するようにしている．�度目のスポット

ライトの消灯の前後で，再度捜し物の要求をしたとき

には，パーティクルの初期化は行わない．



� 情報処理学会論文誌 
��� 	�

��� スポットライトの照射

空間内の任意の位置をユーザに知らせるために，本

システムはその場所にスポットライトを照射する．実

空間内の任意の場所を示す手法は，たとえばレーザポ

インタを用いた手法��� などが従来から提案されてい

る．このような従来手法と比べて，我々の手法は，位

置を知らせると同時に位置推定の確信度についてもス

ポットライトの径を用いて表しているところが特徴で

ある．例えば高精度で位置が測定されている場合には，

その場所にピンポイントでスポットライトを照射し，

精度が悪い場合には，大きめの径のスポットライトを

照射する．

次節以降では，スポットライトを照射したい方向に

向けるためのムービングライトのパンとチルトの計算

方法について，また，位置精度からスポットライトの

径を決定するための方法について述べる．

����� パンとチルトの計算

本システムで使用したムービングライトは，横回転

（パン）と縦回転（チルト）の �つの回転軸によって照

射方向を決めることができる．その構造は �軸ロボッ

トアームと同じであるため，ロボット工学における逆

運動学問題�����	� によって，照射したい位置からパン

とチルトの数値を求めることができる．またパン，チ

ルトの計算の前に，位置計測器の座標の中でのムービ

ングライト機器の位置や向きを求めておかなければい

けない．本研究では，一般的にキャリブレーションと

呼ばれるその計算と，パンとチルトを求める計算を合

わせて以下のように処理をする．

位置計測器の座標系の原点からムービングライトの

位置までを平行移動，ムービングライトの向きを �つ

の回転変換とすると，キャリブレーションは � 軸の

ロボットアームと同じ構造となる．よってパンとチル

トの �軸と合わせて �軸のロボットアームと見なし，

キャリブレーションによって求められる平行移動，�

つの回転変換，および照射したい位置を入力として，

パンとチルトの角度を求める．この時に，ムービング

ライトの座標系（位置と向き）を ��，位置計測器の

座標系を �� とすると，両者の関係は式  �'となる．

�� ; ���	
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式  �'は，ムービングライトが捜し物を照射してい

る状態からパンとチルトを �度に戻し，ムービングラ

イトの設置された位置や向きを変換式として与えてい

くと位置計測器の座標系となる，という式である．パ

ンとチルトを �度にする変換は，���� � ���
 によって

与えられる．ムービングライトの設置位置に対する平

行移動変換は
，向きに対する回転変換は>軸周り

の �� と，?軸周りの �	 で与えられる．

次に，ムービングライト座標系での捜し物の位置を

��，位置計測器の座標系での同じ捜し物の位置を��

とすると，式  �'から求められる両者の関係は，式  �'

となる．
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よって，捜し物の座標からムービングライトのパン

とチルトを求めるには，機器の設置後のキャリブレー

ションで求めた
�����	 と，システム実行中に観

測情報として得られる����� から �� と �
 を求め

ればよい．

����� スポットライトの径の大きさ

システムが照射するスポットライトの径の大きさは，

パーティクルフィルタによって推定される位置の確信

度に比例する．具体的には，パーティクル群の標準偏

差をスポットライトの半径の大きさとしている．

使用したムービングライトによって照射できるス

ポットライトの径は，ムービングライト内でランプの

前に置かれる「ゴボ」と呼ばれるプレートを計算機か

らの信号によって切り替えることによって変えること

ができる．このゴボの上での円の大きさと，投射面に

できるスポットライト径との関係は，式  �'となる．

�� ;
���

�
 �'

式  �'の �� は，スポットライトの半径でありパー

ティクル群の標準偏差でもある．�� はゴボ上の円の

半径，� はムービングライトから照射する実空間の位

置までの距離，	 はムービングライトの機器によって

一意に決まる焦点距離である．ゴボを装着できる枚数

には制限があるため，実際には，照射したいスポット

ライト径に最も近いゴボを選択して照射する．

照射されるスポットライトは，投射面の形状によっ

て大きく変わる．本システムでは，カメラ等のデバイ

スを用いないため，どのような形状のスポットライト

が実際に照射されているかまでは考慮していない．

��� システムの入力インターフェース

本研究では，無線 (08機能を搭載した �*0を用

いて入力インターフェースを構築している．�*0の画

面には，捜し物につけたタグの数だけのボタンが表示

されている．そのボタンを押すと，無線 (08によっ

て計算機にわたり，対応するタグにスポットライトが

あたる．

このような入力インターフェースは， �章で述べる

実験における比較対象システムの入力インターフェー

スと類似させることを目的として構築したものである．

�章で述べる実験では，入力インターフェースについ
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図 � 実験環境の様子
0��" * ��� �:���������� �����������"

ては比較対象としていない．被験者への捜し物の位置

の通知方法の違いのみを評価している．よって本シス

テムの入力インターフェースとしては，例えば，新西

ら�� のように音声入力を用いた入力インターフェース

によってシステムを構成してもよいと考えている．音

声入力であれば，�*0が紛失して捜し物ができない，

という問題を回避することもできる．

�� 実験環境と性能評価

ここでは，位置計測の精度やスポットライトの照射

精度，及び，それらを実施した実験環境について述

べる．

��� 実験環境について

����� 各機器の設置

提案システムを実験した環境の概観を図 � に示す．

そして，図 �には，実験環境の寸法と機器の配置箇所

を示す．この実験環境では，環境内のどこに捜し物が

あっても，透過的な位置計測が可能となるようになっ

ている．また，どこであっても十分な明るさでスポッ

トライトを照射できるように，�つのムービングライ

トを設置している．

����� パーティクルフィルタの設定

位置情報の更新には，更新の早い超音波式であって

も約 �秒の時間を必要とする．この位置情報をもらさ

ず処理するために，パーティクルの更新間隔は，それ

よりも早い ���秒ごととした．また，ランダムウォー

クで移動する距離は，全てのパーティクルが同じ位置

にある状態から最初の �時間で，パーティクルの広が

り（パーティクル群の標準偏差）が ��となるように

設定した．超音波方式の観測情報は，仕様では誤差が

約 ����であるため，観測位置を平均値とした標準

偏差 ����の正規分布として表した．0�$�1� -+�*

図 � 実験環境における機器の配置図
0��" , ����������� �� ����
�� �� ��� �:��������"

は，リーダの周りの半径 ������ 以内では，ほぼ確

実に電波を受信するように受信感度を調整し，受信領

域が隣り合うリーダ間で重なり合うようにした．そし

てその設定した受信感度において約 	�����先のタ

グからの電波を受信することがまれにあったため，等

脚台形の形は，上辺が ������，下辺が 	�����の

分布として表すようにした．

����� パーティクルフィルタの初期化について

使用したワイヤレスロケータはユーザが要求をして

から約 ��秒間，タグは音を鳴らし続ける．この仕様

に合わせて，スポットライトが灯火している時間を ��

秒とした．ユーザが一度システムに要求を出すと，��

秒の間スポットライトは灯火し続ける．�� 秒後に消

灯した時に，直ぐに再度要求を発行すると， �����節

にて述べた，パーティクルの初期化処理が行われる．

��� 等脚台形の分布についての評価

本システムでは，従来の研究ではあまり用いられな

い等脚台形の形をした確率分布によって0�$�1� -+�*

からの観測情報を表す．ここでは，実験結果からその

利点について述べる．

実験は，図 �の環境でランダムに ���か所の場所に

0�$�1� -+�* タグを置き，各リーダでの受信状況を

収集した．その観測情報を，正規分布であらわす場合
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図 � �
���� 20�. の確率分布をさまざまに変えたときの位置精
度について

0��" / -���������� ������ �� ������� �����������

�������������

表 � 図 / の実験におけるパーティクルの広がり（標準偏差）と測
定誤差との相関係数

����� $ ����������� 
��Æ
���� ������� ������ �� �����
���

;�������� ���������< ��� ����������� �����"

�
���� 20�. の観測 パーティクルの 相関係数の
情報を表す確率分布 広がりと測定誤 有意確率

差との相関係数 （両側）
正規分布 4"4,# 4"#/,

等脚台形の分布 4"#$/ 4"444

と，等脚台形の分布として表す場合において推定位置

と，真の位置との誤差がどのようになるのかを計算し

た．どちらの分布であってもパーティクルフィルタの

予測ステップにはランダムウォークを用いた．その測

定誤差を図 �に示す．正規分布，等脚台形の分布とと

もに，標準偏差や上辺，下辺の大きさを変更してそれ

ぞれ �種類ずつ調査している．但し，この結果には垂

直方向に対する誤差は考慮されていない．垂直方向の

誤差も考慮する場合には，天井の高さである �
����

を幅として持つ一様分布の標準偏差 ��	����をそれ

ぞれに加えた値が，誤差の推定量と考えられる．等脚

台形の上辺が ������以外は，ほぼ同じような測定

誤差を示している．つまり，測定誤差のみを考慮する

のであれば正規分布であってもほぼ同じである．

一方，パーティクルの広がり方は，正規分布と等脚

台形の分布では異なる．正規分布によってリサンプ

リングする場合には，�つの正規分布であっても複数

であっても，�つないし複数の最も確率の高い頂点を

持つことになる．よって，十分に多い回数のリンサン

プリングを繰り返せば，その頂点にパーティクルは集

まってくる．これに対し等脚台形の分布の場合には，

最も確率の高い部分は面になっている．複数の分布で

表 � 透過的な位置計測（�
���� 20�. のみによる測定）の測定
誤差（# 次元）

����� ' �� ����� �� �������� ����� ����� ���� �
����

20�."

測定場所 測定誤差 測定誤差の データ数
の平均 標準偏差

高密度領域 �$/'"*�� ,'1"'�� $/

中密度領域 �*3�",�� 3�4"4�� '#

低密度領域 �141"��� 3#*"��� #$

表 � 本システムにおける位置計測精度の分類
����� * ���������� �� ������ �� �������� ����� �� ���

������"

状態 計測精度

超音波で測定できている 高精度
超音波で測定できている状態から 高精度から
�
���� 20�. のみの状態になる 低精度に変わる
�
���� 20�. のみで測定できている 低精度
位置が測定できない 最後に記録した

位置を使用する
物が移動する 一定時間内は

位置を誤認する

リサンプリングする場合には，その面の重なる部分が

あればその部分が最も確率の高い所になる．この重な

る部分は，図 �の 0�$�1� -+�*の計測領域のように

受信するリーダの数が増えるほど小さくなるため，受

信リーダ数とパーティクルの広がりに相関があること

が期待される．そして受信リーダの数は測定誤差に影

響するため，パーティクルの広がりが測定誤差と関係

性を持つと考えられる．そこで図 �の測定値における

パーティクルの広がりを示すパーティクル群の標準偏

差と，測定誤差との相関係数を求めた．その結果を正

規分布と等脚台形の分布でまとめたものが，表 �であ

る．等脚台形であっても高い相関係数を示すわけでは

ないが，正規分布に比べると，パーティクルの広がり

と測定誤差に関係性があることがわかる．

以上のように，予測ステップをランダムウォークと

し，観測情報を等脚台形の分布として表すと，正規分

布を用いる方法に比べて，パーティクルの広がりと測

定誤差が関係性を持つことがわかった．

��� 捜し物の位置計測の精度

図 � で測定したデータを各領域に分けて測定誤差

を求めた結果が表 � である．この結果は，本システ

ムの透過性の能力を示すものである．高密度でも約

������の誤差がでる．一方，超音波の場合，実験環

境内のどこであっても誤差 ����以下で測定可能で

ある．

次に，�つの位置計測器の測定状態と，そのときの

計測精度について表 � にまとめる．ここで言う高精
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度の場合とは，超音波式の位置計測器の仕様である約

����の誤差を持った計測のことであり，低精度の場

合の場合は，0�$�1� -+�*のみによる測定誤差（表 �）

である．超音波で測定できない場合とは，タグとリー

ダの間に遮蔽物がある場合である．新聞紙などのよう

な物であってもタグの上に乗っていれば，超音波を受

信することはできない．一方，0�$�1� -+�* で測定

できない場合とは，金属や水を含む物体によってタグ

が被われているような場合である．金属製の引き出し

にタグが入っていたりすると，タグからの電波を受信

することはできない．

��� スポットライトの照射精度

使用したムービングライトでは，パンとチルトの角

度を最小で約 ����	��度，約 �������度の単位で動か

すことができる．よって，ムービングライトから ��

先のところでも約 ����
��単位でスポットライトの

位置を制御することが可能である．一方，位置計測器

の精度は，精度の良い超音波方式であっても数十��

の単位である．以上のことから，本システムにおけ

るスポットライトの照射精度は，ムービングライトの

機器の性能には依存せず，位置計測の精度のみに依存

する．

��� スポットライトの視認性

使用したムービングライトは��先で約 ���ルクス，

���先で約 ���ルクスのスポットライトを照射するこ

とができる．照度基準に関する @��規格（@�� ?
���）

によれば，作業室の全体照明としては ��～��� ルク

スが適していると述べている．よって ��以内であれ

ば十分にスポットライトを視認できると考える．そこ

で実験環境には � 台のムービングライトを設置して，

最大距離が ��以内となるようにした．また，ムービ

ングライトの照射する光を直接見て，被験者が眩しさ

を感じないように，ムービングライトは台の上に配置

し，捜し物は床付近に置き，できるだけ高い位置から

下向きに照射するようにした．

�� 音による捜し物発見支援との比較実験

ここでは，音を利用した捜し物発見支援システムと

の比較により，提案するシステムが，即時性において

優れていることを明らかとする．また，共用性と透過

性についても評価する．

��� 目 的

�章で述べたように，提案システムと同じように共

用性，透過性，即時性を実現する捜し物発見支援シス

テムであるワイヤレスロケータ（�� ������ �����

����）との比較実験を行う．この �つのシステムの相

図 � 実験で捜したタグ．左が音による捜し物支援システムのタグ，
右が提案システムのタグ．

0��" 1 ��� ���� ���� �� ��� �:��������" � ������� ������

���  ����� ���� ��!�
�� ����� ����� ���� ��� ���� ����

��� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ���"

表 � 隠し場所の種類
����� , ����� �� ��� ��
����� �� ���
� ���� ���"

タイプ名 タグの状態

���� � タグの全体が見えている
���� = タグの一部が見えている

（超音波による測位は可能）
���� � タグの全体が隠れている

（ワイヤレスロケータ用）
���� �� タグの全体が隠れていて，

高精度な位置計測をしている
���� �# タグの全体が隠れていて，

低精度な位置計測をしている
���� �$ タグの全体が隠れていて，

位置を誤認している

違点は，捜し物の位置を「光」で伝えるか（提案シス

テム），「音」で伝えるか（ワイヤレスロケータ）であ

る．この違いが，即時性に対してどのような影響を与

えているのかを検証することが第一の目的である．即

時性を調査する尺度としては，捜し物を発見するまで

の時間を用いる．また，共用性と透過性についても評

価する．共用性については，実験監督者が隠した物を

被験者に捜してもらうことで検証する．透過性につい

ては，隠れた位置にある捜し物も対象とすることで評

価する．

��� 実 験 手 順

大学院学生 ��人を被験者として実験を行った．被

験者は，まず，提案システムとワイヤレスロケータの

使い方について説明を受ける．そして，予め実験環境

内に隠されたそれぞれのシステムのタグを捜してもら

う．実験に使用したタグは，図 	のような形状と大き

さをしている．被験者が，両システムのコントローラ

のボタンを押して捜すことを開始してから，タグを見

つけ出すまでの時間を測定した．

タグの隠し場所は，タグが被験者からどのように見

えるかによって，�%�� 0，:，3 の � 種類に分類し

た．さらに，タグが隠れている場合の�%�� 3 には，

提案システムの場合には，位置計測の精度状態によっ
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図 	 隠し場所の種類の例
0��" 3 >:������ �� ����� �� ��� ��
����� �� ���
� ����

���"

図 �
 スポットライトのあたっている様子
0��" �4 >:������ �� ����������� ����"

て �つの種類に分類した．その隠し場所の種類を表 �

に，被験者からどのように見えるかの例を図 
 に示

す．また，この時にシステムがどの様にスポットライ

トを照射するのかを図 ��に示す．

�%�� 3�と 3�は，過渡的な状態である．�%�� 3�

は，高精度計測状態から低精度に変わって，ある一定

の時間内の状態である．�%�� 3� は，低精度計測の

状態のままタグの位置が変わり，ある一定の時間内の

状態である．共に，十分に時間が経つと �%�� 3�の

状態となる．�%�� 3� では，一時的に誤った位置に

スポットライトを照射し，場合によっては �����節で

述べた推定位置の追従性遅延の補完機能が働くことが

起こりえる．しかし被験者に対しては，位置を誤認す

図 �� 隠し場所タイプごとの発見までの時間
0��" �� ����� ���  ����� ��� ��!�
� �� ����� �� ���

��
����� ���
� ���� ���"

ることや，補完機能については説明していない．被験

者は，提案システムであれば，ただスポットライトの

照射される箇所を捜し，ワイヤレスロケータでは，音

のなる所を捜すということを行う．

測定は，�人の被験者に対して，それぞれの隠し場

所のタイプごとに �回の測定を行った．被験者がタグ

の隠し場所を予測できないように，実験領域内で隠す

位置や，隠し場所の種類の実行順序をランダムに設定

するようにした．

��� 結 果

全ての被験者の全ての実験において，捜し物を見

つけ出せないことはなかった．これは，捜し物は実験

監督者が被験者に分からないように隠しているため，

両システムが共用性があることを示している．また，

�%�� 3については隠れた位置にある物を捜している

ため，両システムとも透過性についてもあることが分

かる．

即時性については，タグを発見するまでの時間に

よって評価する．そのそれぞれの隠し場所の種類ごと

のタグを見つけるまでの時間を図 ��に示す．この図

より本実験において提案システムが優れていたところ

は，�%�� 0，:，3�の場合であることが明らかとなっ

た．これらは，位置の精度が高精度で得られていると

きである．この中でも �%�� 3�は，超音波による高
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精度な位置計測ができない状態であるが，最後に得ら

れた超音波方式からの観測情報と，現在観測できてい

る電波からの情報に矛盾がないため，システムがまだ

その位置に捜し物があると推定している状態である．

このような �%�� 3� がワイヤレスロケータの �%��

3よりも優れていたことは，本研究における位置情報

の融合の効果が示されたところである．一方，0�$�1�

-+�*のみの位置計測の時（�%�� 3�）では，ワイヤ

レスロケータとの違いはなかった．さらに，あえて位

置を誤認させて行った �%�� 3�では，ワイヤレスロ

ケータの方が優れているという結果であった．

��� 考 察

����� スポットライト径の大きさと即時性について

図 �� の �%�� 3� と 3� のユーザから見える違い

は，スポットライトの径の大きさが違うことである．

同じように隠れた位置に捜し物があり，そこをスポッ

トライトで照射していても，スポットライトの径の大

きさが異なると，捜し物を見つけるまでの時間が異な

ることが示されている．本研究で提案するパーティク

ルフィルタの実装方法は，超音波方式と0�$�1� -+�*

の観測情報を異なる確率分布として表し，また，0�2

$�1� -+�* については等脚台形の分布とすることに

よってパーティクルの広がりと測定誤差に関係性を持

たせることに特徴がある．そしてパーティクルの広が

りに従ってスポットライトの径を決定している．もし

もパーティクルから測定誤差が推定できない場合には，

捜し物にスポットライトを確実に当てるためには，精

度の悪い機器に合わせてスポットライトの径を決定し

なければいけない．このような場合には，�%�� 3�の

結果は 3� と同じようになり，また，�%�� 0，: に

ついても本システムの優位性が損なわれることは容易

に想像できる．

����� ユーザの動作について

全てのユーザが，次の様な動作で捜し物をしていた．

提案システムでは，コントローラのボタンを押してか

ら，ムービングライトが動いている間は，足を止めて

スポットライトの動きを見ている．この間の時間は，

捜し物の位置によって異なるが，多くても数秒である．

スポットライトが止まってからユーザは動き出して，

スポットライトの中を捜していた．ワイヤレスロケー

タの場合には，音がはっきりと聞こえるときには，被

験者がコントローラのボタンを押した直後から歩き

出していた．タグが何かの下に隠していて音が小さく

なると，被験者によっては，動き出すまでに時間がか

かったり，タグを隠している場所とは違う方向に歩き

出すこともあった．

光による位置の通知は，システムが位置を誤認して

いなければ，一歩目に捜し物の方向に確実に歩き出す

ことが特徴であると言える．一方，音の良いところは，

一歩目に間違った方向に歩き出したとしても，自らが

動くことにより生じる音の変化を感知して，その間違

いに気づくこともできることである．

����� システムが位置を誤認しているとき

提案システムの �%�� 3�は，恣意的に位置の誤認

をさせた状態で捜し物を行った場合である．スポット

ライトが ��秒間灯火してから消灯したときに，殆ど

の被験者は再度コントローラのボタンを押して，パー

ティクルの初期化処理が実行されていた．初期化処理

から，次に位置計測器からの計測情報が得られるまで

は，実験空間内にランダムに配置されたパーティクル

の平均値である部屋の中心に，巨大なスポットライト

が照射されている．この間の時間は，長くても0�$�1�

-+�*の更新間隔である �秒である．この時には，被

験者は疑心暗鬼な様子で部屋の中心付近を捜すか，手

を止めて考え込んでいる被験者もいた．位置情報が得

られると，その位置にスポットライトが適切な大きさ

で照射される．被験者はそれを見て動き出し，タグを

見つけていた．

このような �%�� 3�は，想定している移動の早さ

を超えて，捜し物が実際に移動した場合に発生する．

この想定している移動量は，パーティクルフィルタに

よって設定する．そして，その設定は，�%�� 3� と

3�の状態が継続する時間に影響を与える．頻繁に移

動すると設定すれば，提案システムの長所である 3�

の状態である時間は短くなり，同時に，短所である3�

である時間も短くなる．逆に，あまり移動しないと設

定すると，3�の時間が長くなるが，3�の状態も長く

なってしまう．このようにこの �つの状態は，トレー

ドオフの関係にある．このようなパーティクルフィル

タの設定は，捜し物が頻繁に動くものであるのかどう

かによって適切に設定することにより，提案システム

を有効に利用することができると考えている．

����� スポットライトの視認性について

比較実験の間，被験者がスポットライトを見失って

いなかったかを確認していた．今回の実験環境におい

ては，スポットライトの光を見失うことは一度もなかっ

た．この理由は，スポットライトの光の強さだけが関

係しているわけではない事が分かった．それは次の様

なユーザの行動から推測される．ムービングライトは，

被験者からの指示を受けてから，スポットライトを灯

火してパンとチルトを動かして捜し物の位置までス

ポットライトを移動させる．この間，被験者によって



�� 情報処理学会論文誌 
��� 	�

は，移動するスポットライトではなく，ムービングラ

イト機器本体を見る人がいた．ムービングライトは，

その形状から，どこに光を照射しているのかを，たと

え実際に光を照射していなくてもある程度推測するこ

とができる．よってムービングライト機器本体が，ス

ポットライトがどこに照射されているかを認識するた

めの手助けになっていたと考えられる．光の強さだけ

でなくこのような要因もあり，今回の実験においては，

スポットライトを見失う被験者はいなかった．

また，認識を高めるためにスポットライトの光を強

めると，直接目にあてて眩しさを感じてしまう，とい

う問題がある．今回の実験では，ムービングライトを

実験環境の高い位置（高さ約 ������）に設置して，

下向きに光が照射するようにしていた．この対策によ

り，今回の実験中では，スポットライトを眩しいと言

う被験者はいなかった．

�� お わ り に

本論文では，共用性，透過性があり，即時性に優れ

た捜し物発見支援システムについて述べた．システム

は，�種類の位置計測機をパーティクルフィルタによっ

て融合することによって，状況によっては精度の高い

透過的な位置計測を実現する．また，スポットライト

を捜し物に照射することによって，直ぐに捜し物を見

つけ出すことを可能とする．評価実験では，共に共用

性，透過性，即時性がある音による捜し物発見システ

ム（ワイヤレスロケータ）との比較実験を行った．実

験結果から，提案するシステムが即時性において優れ

ているところは，捜し物の全体や一部が見えていると

き，または，捜し物が隠れた状態になってからある一

定の時間の間である事が明らかとなった．ある一定の

時間とは，システムのパーティクルフィルタの設定に

よって決まる．

現時点で明らかとなっている課題は，システムを構

築するためのコストが高いことである．提案システム

は，超音波方式の位置計測器，0�$�1� -+�*，そして

ムービングライトを探索領域に配置しなければいけな

い．また，捜し物に付けるタグの大きさも課題である．

タグは，できるけ小型で電池寿命が長い方が良い．今

後は，より低コストで容易に構築，利用できる捜し物

発見支援システムについて研究して行きたい．

謝辞 評価実験に協力して頂いた被験者の方々に感

謝いたします．また，本研究の一部は文部科学省知的

クラスター創成事業石川ハイテク・センシング・クラ

スターにおける「アウェアホーム実現のためのアウェ

ア技術の開発研究」プロジェクトの一環として行われ

ました．
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