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Abstract – Just as a cat rides a cleaning robot, do we ever entrust ourselves to autonomous robots? If so, what are 

the reasons for entrusting? We propose personal vehicles with "autonomy" and "operability" as the "RunRu" 

project for the discussion of interaction with autonomous robots. In this research, we constructed a personal 

vehicle with "autonomy" called "RunRu for Kids" as one of the verification machines belonging to the "RunRu" 

project, in order to confirm whether humans would ever entrust ourselves to an autonomous robot. We conducted a 

demonstration exhibition using "RunRu for Kids" to verify the actual interaction. As a result, it was observed that 

children entrust themselves to “RunRu for Kids”. 
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1. はじめに 

自由に室内を動きまわるお掃除ロボットを、ネコが見

つめている。生き物か、それとも遊び道具として見てい

るのかはわからない。少しすると、ネコはおもむろにお

掃除ロボットの上に乗り、あちこちへ運ばれ始めた。特

に目的地がある様子ではないが、お掃除ロボットの上が

気に入ったのか、ネコはしばらく乗り続けている。 

このような光景は近年 SNS を介してよく見られるよ

うになったものだ。こうした「自律的な存在」に乗ると

いう行為は、移動の意向を他の主体に委ねることに他な

らないが、なぜネコはお掃除ロボットに身を委ねること

にしたのだろうか。また同様にして、ヒトも「自律的な

存在」に身体を委ねることがあるのだろうか。あるとす

るならば、それにはどのような理由があるのだろうか。 

ヒトに合わせた「自律的な存在」を実現するため、我々

の研究室では〈RunRu〉プロジェクトとしてエージェン

ト性を持つパーソナルビークルを提案してきた。本プロ

ジェクトでは、「自律性」に加えて「操作性」をパーソナ

ルビークルに付与する。これにより、ヒト側からの移動

意思を反映することによる「身体拡張感」を含めたイン

タラクションの議論を目標とする。将来的には、本プロ

ジェクトから得られた知見は、自動運転車とそのユーザ

の関係デザインにも応用が期待される。〈RunRu〉プロジ

ェクトの研究対象は、安全かつミニマルな屋内向けパー

ソナルビークルとする。 

この論文では、〈RunRu〉プロジェクトで調査する要素

のうち「自律性」に注目し、検証機の一つとして、「自律

性」を備えたパーソナルビークル〈RunRu for Kids〉を構

築した。〈RunRu for Kids〉を用いて、ヒトも「自律的な

存在」に身体を委ねるのかということを検証する。

〈RunRu for Kids〉の構成については 3 章で詳しく説明す

る。また、実機を用いて検証を行うため、本研究では

〈RunRu for Kids〉のデモンストレーション展示を行い、

実際に子どもたちに関わってもらった。その様子を観察

した結果を 4 章にて報告する。 

 

 

 

図 1: 自律性を持つパーソナルビークル〈RunRu for Kids〉 

Fig. 1 Autonomous Personal Vehicle “RunRu for Kids” 
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2. 研究背景 

2.1 Driving Agent 

ヒトを乗せて移動する機械である自動車と「自律的な

存在」の組み合わせは、Driving Agent として議論されて

きた。例として、MIT Media Lab の Affective Intelligent 

Driving Agent (AIDA) は、ふるまいを交えた情報提供によ

りドライバーを支援する[1]。伏木らは、ナッジ理論によ

りドライバーの行動変容を促すことで運転をアシストす

るため、3 つのエージェントからなる〈NAMIDA0〉を開

発した[2]。これらのエージェントは、自動車とは別の存

在として、ドライバーと共に運転行為をつくりあげる。 

一方で、Tamura らは自動運転車の自律性に注目し、自

動運転車自体を行為主体としてとらえ、その内部状態を

表出するための代表となるエージェント〈NAMIDA〉を

提案している[3]。これは、視線により状態を表すことで、

自動運転車の「操作性」を使った運転支援を引き出し、

結果として運転交代の補助を行うものである。 

2.2 自律移動する椅子 

自動運転車以外の自律移動する乗り物に関する研究と

しては、小林らによる自動並走するロボット車椅子の研

究[4]や、岐阜大学の寺田らによる自律移動椅子の研究[5]

がある。小林らの研究では、介助者と車いす利用者が並

んで移動するため、介助者の進行を妨げないように並走

するという目的を達成する自律型の車椅子が開発された。

寺田らの研究では、ヒトと機械のコミュニケーションに

おける非言語情報の利用を議論するため、自律動作を行

う椅子が開発された。この椅子は、ヒトに視線を向けら

れると机まで自律移動し、着座をアフォードする。それ

により、ヒトと自律移動椅子で着座までのインタラクシ

ョンを行う。 

本研究で提案する〈RunRu for Kids〉は、上記 2 つの椅

子と同じく自律移動する乗り物である。一方で〈RunRu 

for Kids〉の特徴として、ヒトは〈RunRu for Kids〉がどこ

に行くのかわからない点がある。〈RunRu for Kids〉は最

も移動がしやすい方向へと自ら進んでいくため、移動の

ゴールや明確な目的が存在しない。ヒトは、どこに行く

のかわからないこの「自律的な存在」に身を委ねるのだ

ろうか。その理由も含めて、本研究では〈RunRu for Kids〉

とヒトのインタラクションを観察・考察する。 

3. RunRu for Kidsの構成 

3.1 システム構成 

〈RunRu for Kids〉のシステム構成を図 2 に示す。シス

テムは 5 つのユニットで構成されている。また、ジョイ

スティック式コントローラ以外のユニットはすべて

〈RunRu for Kids〉内部に収められている。 

 

 

図 2:システム構成 

Fig. 2 System construction 

 

 

3.1.1 ジョイスティック式コントローラ 

ジョイスティック式コントローラは、人が与えたステ

ィック及びボタンへの入力を Bluetooth 接続された制御

用 PC へ送信する。 

3.1.2 Laser Range Finder 

LRF は前方周辺の障害物までの距離を測定し、距離情

報を USB ケーブルで接続している PC へ送る。 

3.1.3 制御用 PC 

制御用 PC は、LRF の距離データおよびコントローラ

の入力より移動方向と速度を決定し、USB 接続された制

御基板へ指示を送る。 

3.1.4 制御基板 

制御基板はマイコンボードとモータドライバを備えて

おり、PC からの指示を基にして DC モータの回転を制御

する。 

3.1.5 バッテリー 

バッテリーは制御用 PC と制御基板に電源ケーブルで

接続され、〈RunRu for Kids〉内すべてのユニットの電源

を担っている。 

3.2 ハードウェアデザイン 

〈RunRu for Kids〉のハードウェア構成写真を図 3 に示

す。 

 

図 3:ハードウェア構成 

Fig. 3 Hardware construction 

 



〈RunRu for Kids〉は、内部のアルミ製フレームに LRF、

PC、キャスター、バッテリー、制御基板および DC モー

タが取り付けられている。DC モータはフレーム後方に位

置し、取り付けた 2 輪のタイヤを駆動することで本ロボ

ットが移動する。LRF はフレーム前方下部に取り付けら

れており、正面を中心に 100度の範囲の視界を持つ。 

〈RunRu for Kids〉の外装はビーズクッションになって

いる。これにより、衝突時の衝撃吸収をおこなうととも

にやわらかい印象を与えることが期待される。上部には

同じくビーズクッションのイスが取り付けられており、

座席として機能する。 

3.3 ソフトウェアデザイン 

〈RunRu for Kids〉のソフトウェアは Robot Operating 

Systemを用いて構築されている。図 4に ROS ノードの構

成を示す。 

   

図 4: ROS ノード構成 

Fig. 4 ROS nodes construction 

 

 

コントローラの入力があるとき、コントローラノード

からは入力量が送信される。制御ノードでは、入力量を

移動速度および角速度の目標値へと変換し送信する。 

コントローラの入力がないとき、制御ノードでは LRF

ノードからの点群データを用いて、最も開いている方向

へ距離に応じた速度で移動するよう速度と角速度を送信

する。また、一定距離以内に障害物がある場合は停止す

るよう速度と角速度を 0 にする。 

よたよた歩き変換ノードでは、速度と角速度の目標値

を分割・編集し、モータが左右交互に回転するように駆

動部ノードへ速度と角速度を送る。これにより、生物が

歩くような左右へ揺れる動きを実現する。速度および角

速度が 0 の場合にも、その場で左右へ揺れるように角速

度を生成して送信する。 

3.4 インタラクションデザイン 

〈RunRu for Kids〉とのインタラクションは、ヒトが上

に乗り〈RunRu for Kids〉が移動することが中心となって

行われる。〈RunRu for Kids〉の最高移動速度は大人の歩

く速度以下（0.8m/s）であり、インタラクションのシチ

ュエーションは廊下や広い室内などの屋内を想定する。 

インタラクションのオープニングとして、〈Runru for 

Kids〉は最初無人で、障害物や人を避けるようにして周

囲を移動している。〈RunRu for Kids〉は視界内の接触可

能距離（0.5m）にヒトが近づくと前進を停止し、ヒトが

離れるか上に乗るまで、その場で留まり左右に揺れるこ

とでヒトに対する志向性を表示する。ここでの接触可能

距離は、社会学者のホール（Edward T. Hall）が指摘する

対人距離のうち個体距離に相当する[6]。上部のイスは

〈RunRu for Kids〉の上に着座可能であることを教示して

おり、停止時の動きと合わせてヒトの搭乗をアフォード

する。 

ヒトが上に乗り、視界が開けると〈RunRu for Kids〉は

障害物を避けるよう移動を再開する。移動時は、周囲環

境の広さに合わせて速度をシームレスに変化することで、

周囲環境への関心を表出する。 

搭乗者が足を床に下すと〈RunRu for Kids〉は移動を停

止し、下車を手助けする。 

コントローラは監視者が持ち、緊急時と進入禁止場所

回避のために使用する。 

4. デモンストレーションによる検証 

4.1 デモンストレーション概要 

実際に〈RunRu for Kids〉と子どもが対峙した際にどの

ようなインタラクションが行われるのかを確認するため

にデモンストレーションを行った。 

デモンストレーションは豊橋市こども未来館「ここに

こ」の入場無料エリアである、企画展示室と企画展示室

正面広場の 2 か所で実施した。なお、展示室内では他の

ロボットのデモも並行して行っていた。デモ期間は土曜

日と日曜日の 2 日間で、どちらも午前 9 時 30 分ごろから

午後 5 時まで〈RunRu for Kids〉の整備を挟みながら行っ

た。デモは日曜日の午後のみ展示室正面広場で行い、そ

の他の期間は展示室内で行った。 

デモでは会場内を移動する〈RunRu for Kids〉に対して

自由なインタラクションを行ってもらった。デモには主

に小学生以下の子どもとその保護者が参加した。デモ期

間中の企画展示室への入場者数は、土曜日に 470 人、日

曜日に 726 人の合計 1196 人であった。 

4.2 結果 

デモンストレーションの結果として、以下のような特

徴的な行動・様子が見られた。 

行動 1:  触ってみる 

近くにヒトをとらえ前進を停止した〈RunRu for Kids〉

に対して、多くの子どもたちは最初に図 5 のような感触

を確かめる反応を示した。その後は主に、図 6 のように

保護者に支えられながら、あるいは 1 人で〈RunRu for 

Kids〉に乗る場合と、興味が他のロボットに向かい

〈RunRu for Kids〉から離れる場合の 2 種類の行動が見ら

れた。 

行動 2:  怖がる・逃げる 

同じく搭乗前の行動として、3～6 歳前後の子どもと保



護者の組のうち、数組の子どもで〈RunRu for Kids〉を怖

がる行動が見られた。具体的な例としては「保護者と一

緒に〈RunRu for Kids〉に近づくが、動き始めると保護者

の後ろに隠れる」や、「保護者が子どもを〈RunRu for Kids〉

に乗せようとするが、子どもが怖がって離れようとする」

などがあった。 

行動 3:  飛び乗る 

怖がる行動とは対照的に、移動中の〈RunRu for Kids〉

に子どもが離れた場所から駆け寄ってきて、反応行動を

待たずに乗るといった行動が複数回見られた。〈RunRu 

for Kids〉への乗り方は、正面を向いてイスに座る、横か

らイスに寝転ぶなどさまざまであった。 

行動 4:  寝転ぶ・くつろぐ 

子どもの搭乗中の様子として、図 7 のように、ビーズ

クッションのイスに仰向け、またはうつぶせに寝転んで

いることがあった。同様に、図 8 のように体を預けて伸

びをする子どもも見られた。 

行動 5:  指で方向を指す 

〈RunRu for Kids〉に搭乗中の子どものうち何人かは、

進行方向とは異なる、行きたいと思われる方向を指し示

していた。似た行動として、〈RunRu for Kids〉の減速中

に、乗っている子どもが椅子を前に引くようにして

〈RunRu for Kids〉を前進させようとすることがあった。

これらの行動の多くは小学校高学年ほどの子どもで数回

確認できた。 

行動 6:  なされるがまま 

子どもの搭乗中に一番多く見られた様子は、〈RunRu 

for Kids〉の移動に揺られながら進行方向を見つめている

というものであった。この様子は小学校低学年以下の子

どもでよく見られた。 

4.3 考察 

全体として、〈RunRu for Kids〉に興味を示した子ども

のうち、大半が自主的に〈RunRu for Kids〉の上に乗った。

このことから、〈RunRu for Kids〉のデザインは搭乗をア

フォードできていると考えられる。 

保護者に乗せてもらう途中で怖がり逃げようとする様

子が幼い子どもの一部で見られたが、これは、子どもが

自身より大きな未知の存在に身体を預けることを不安に

感じたためではないかと考える。 

一方で、搭乗から暫く時間がたった状態の子どもの様

子はその殆どで安心しているようであった。この安心感

は、〈RunRu for Kids〉が柔らかい外装で、かつ歩行に似

た動きに細やかな加速感があったために生まれたと思わ

れる。また、〈RunRu for Kids〉の移動で障害物にぶつか

るなどの問題は発生せず、安定して自律移動が行われた

ことで〈RunRu for kids〉への信頼感が生まれ、安心感に

繋がったとも考えられる。これらの要素は、総じて保護

者に抱っこをされて移動するときに子どもが体験する感

覚と似通っていることから、〈RunRu for Kids〉搭乗時の 

 

図 5: 搭乗前に触って確かめる様子 

Fig. 5 Touching and checking before riding 

 

 

図 6: 保護者に支えられながら搭乗する様子 

Fig. 6 Riding with the support of a parent 

 

 

図 7: 子どもがうつぶせに寝転んでいる様子 

Fig. 7 Example of a child lying down on his face 

 

 

図 8: 子どもが伸びをしている様子 

Fig. 8 Example of a child stretching 



安心感は、他の行動主体に移動の意向を委ねているこ

とを表していると考える。 

5. おわりに 

本稿では、自律移動するロボットと搭乗者の関係性に

着目し、「自律性」を備えたパーソナルビークル〈RunRu 

for Kids〉の実装を行った。また、〈RunRu for Kids〉を用

いたデモンストレーション展示を行い、実際に子どもと

のインタラクションを観察した。その結果、ヒトは自律

移動するロボットに身体を委ねることがあると確認でき

た。 

今後は、「操作性」を加えた「身体拡張感」の議論のた

め〈RunRu for Kids〉に身体動作等による操作手段を導入

し、〈RunRu for Kids〉の進路決定に搭乗者の移動意思を

影響させる制御を行う予定である。 
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