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 The goal of our research is to apply the Mecanum Wheel robot as an automatic conveying robot in a narrow 

space. The Mechanum Wheel is a wheel covered with a barrel whose surface is tilted by 45 degrees with respect to 
the axle, allowing it to move diagonally in addition to straight ahead. By attaching Mecanum Wheels in the same way 
as for ordinary vehicles, Mecanum Wheel robot can move omnidirectional by combination of four Mecanum Wheels.  

However, Mecanum Wheel has a problem that the amount of movement changes due to the influence of the 
friction with the floor surface. In this paper, we describe the influence of frictional force on the Mecanum Wheel. 
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1. 緒言 

メカナムホイールロボットとは，四輪独立して制御するこ

とで全方向に姿勢を変えずに移動できるロボットである．そ

のため，狭いスペースでの移動に適しており，工場や倉庫内

でのフォークリフトとしての利用，住居，病院など主に室内

環境内を想定した車いすとしての利用がされている． 

しかしその特性上，回転摩擦を利用して走行するため，路

面環境によりその移動量が変化してしまい，デッドレコニン

グが困難になってしまうといった欠点が存在する[1]． 

したがって本研究では，メカナムホイールの走行における

摩擦力の影響について調査を行い，その動作特性を応用した

メカナムホイールロボットの制御実験および，狭いスペース

において自動で荷物を運ぶ運搬用ロボットとしての適用を目

的とする． 

 

1.1 メカナムホイール 

 メカナムホイールを，図 1 に示す．メカナムホイールは，

車輪の表面が車軸に対して 45°傾けたバレルによっておおわ

れている構造となっている．その構造から，モータの駆動力

の伝達により従来の車輪と同じ動きをすることに加え，円周

上のバレルがフリーになっているため 45°の方向に移動する

ことが可能となっている． 

 メカナムホイールロボットの動作特性を図 2 に示す．自動

車と同様に取り付けた 4 つのメカナムホイールの回転方向と

回転速度を制御することで，本体の姿勢を変えることなく全

方向移動を実現する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Mecanum Wheel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Operating Characteristics of Mecanum Wheel Robot 

 

2. 実験装置 
2.1 メカナムホイールロボット 

 実験に使用したメカナムホイールロボットを図 3 に示す．今

回はヴィストン株式会社の NEXUS robot 製品，4WD 60mm メ

カナムホイールロボットを使用した．メカナムホイールロボ

ットの外観は四角形で最大幅 240[mm]，高さ 180[mm]，重量

1.5[kg]，動力は 17[W]である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Vehicle with Mecanum Wheels 

 

2.2 超音波センサ 

 今回のメカナムホイールロボットは自律移動を目的として

いるため，壁や障害物との距離を計測するために超音波セン

サを導入した．使用した超音波センサを図 4 に示す． 

 導入した超音波センサは，Grove 社製の超音波距離センサ

モジュールであり，3[cm]～3.5[m]の距離を検出することがで

きる． 
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Fig. 4 Ultrasonic Sensor 

 

2.3 開発環境 

ロボットの開発環境には Arduino IDE を使用した．システム

構成を図 5 に示す． 

マイクロコントローラボードに Arduino 328，センサ拡張ボ

ードに Arduino IO 拡張ボードを用いた． 

 また，複数の超音波センサをメカナムホイールロボットに

取り付けるため，grove 社のベースシールドを導入した．  

 

 
Fig. 5 System Configuration 

 

3. メカナムホイール－床面間の摩擦力の影響 
3.1 実験方法 

メカナムホイールはその構造上，斜め前方向への滑りが発

生しやすく，これがデッドレコニングを困難としている要因

の 1 つである．そこで，メカナムホイール－床面間の動摩擦

係数と，停止時の滑り度合いの関係性を実験により調査した． 

今回は，静摩擦係数の異なる 3 種類の床 (ガラス，アルミ，

アクリル) の上を走行させた．行った予備実験の手順を以下に

示す． 

① 壁から 50[cm]の位置よりロボットを走行させ，壁から

40[cm]の位置となったとき停止させた． 

② 実際に停止した位置と壁との距離 Xs，および滑りにより

ずれた角度 θsを計測した．計測位置を図 6 に示す． 

③ 前進における実験と右進における実験を 3 つの床におい

て 5 回ずつ行い平均値を求めた． 

 

 
Fig. 6 Measurement Position 

 

3.2 実験結果 

 実験で得られた動摩擦係数と空走距離，滑り角の関係を図 7

および図 8 に示す．図から，前進において静摩擦係数の大き

い材料の床では摩擦力が大きく働き，静摩擦係数の小さな材

料と比較して，進行をやめてから完全に停止するまでの空走

距離が小さくなった．また，滑りによる角度のずれも小さく

なった． 

 右進の際の空走距離および滑り角は，いずれの材料におい

ても前進の際と比較して小さなものとなったが，静摩擦係数

との関係性は見られなかった． 

 
Fig. 7 Free running distance -Dynamic friction coefficient diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Slip angle-Dynamic friction coefficient diagram 

 

4. 結言 
 実験によって得られた実験結果より，超音波センサを用い

て自身の位置を特定し，また床面の材料との動摩擦係数を入

力し，空走距離と滑り角を相殺するような出力を行うことで

の自動運転技術を確立する． 

さらに各種センサを導入し，高い精度でデッドレコニング

を応用することで，狭く方向転換のできない空間での運搬ロ

ボットを製作する． 

 また，メカナムホイールロボットにカメラを搭載しモニタ

リングを行いながら進むことで，いずれは人間が進入ことの

困難な入り組んだ空間などのマッピングに応用することも可

能となる． 
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