
「お掃除ロボット」の制御系について

技術造形学科　長嶋洋一

1. はじめに
　学長特別研究「お掃除ロボット」の位置セン
シングと推進制御部分を担当したので、その実
験と開発について解説・紹介する。

2. GPS位置センシングの予備実験
　SUACの池で自由に動く、という今回のお掃
除ロボットについては、池の岸壁に接近した場
合に衝突を避ける、という位置センシングと回
避動作のための推進制御が必須となる。このた
め、まず予備実験として車載用途のGPSモジュ
ールを入手して位置検出の実験を行った。その
結果、今回はのプロジェクトではこのGPSは使
えない、という結論に至った。
　システムは、国内では松下と並んで2大メー
カである「古野電気」製のGPS受信モジュール
「GN-79N1A-N」をデフォルト状態で使用し
た。ホストコンピュータとして秋月電子のAKI-
H8マイコンを使用し、GPSからの情報のうち、
　　・現在時刻(GMT)
　　・現在位置・北緯
　　・現在位置・東経
　　・測位使用衛星数
を液晶パネルで刻々と表示する装置を製作し、
このGPS表示装置を持って、SUAC「出会いの
広場」を移動して状況を調べた。GPSモジュー
ルは測位に成功している期間は、1秒ごとに上
記の情報を刻々とマイコンAKI-H8に送り、電波
状態などの悪化で測位に失敗すると、前回の表
示のままとなる。電源を入れると、GPSモジュ
ールは最初は約5分間ほど沈黙する。この間に
上空からの衛星の電波を順にサーチして、最終
的に現在地の情報を確定させる。市販のカーナ
ビでは、機器の電源を入れる前からGPSモジュ
ールだけは通電しておいて常に現在地をサーチ
させていて、さらにホストのマイコンから仮の
現在情報をロードして起動の時間を短縮してい
ると思われるが、今回は実験ということで、単

独で結果を出すまで待った。以下はその計測実
験の結果と簡単な考察である。

　測位使用衛星数は、今回の実験では「3」で
あった。最大で12個の衛星まで追尾する。受信
可能な場所としては、以下のように移動ととも
に変化した。

・「出会いの広場」の中央付近で、上空に何も妨げ
るものがない場所では、確実にGPS受信に成功
し、1秒ごとに情報を獲得できた。手で持ったア
ンテナを少しぐらいぶらぶらしても問題ナシ。

・「出会いの広場」の南のあたり、「瞑想ボック
ス」付近まで来るとGPS受信が停止した。これ
は、南棟によって上空が遮られるためと思われ
る。従って、南側に建物のある場所では使えそ
うもないと思われた。

・北側の事務棟近くに行ったところ、これも建物の
近くでGPS受信が停止した。これは、北棟に
よって電波が反射されて受信するために、情報
として誤計測しているためとも思われた。

　情報の精度としては、以下のようになった。
・「現在位置・北緯」は、「3442.7635N」のよう

に表示される。これは、北緯(N)34度42分、そ
して小数点以下が4桁である。しかし実際には、
ただ立っていても小数点以下4桁目はフラフラす
ること(プラスマイナス1というだけでなく、2と
か3も簡単にスキップ)があり、このあたりが測
定精度の限界と思われた。

・「現在位置・東経」は、「13744.3420E」のよ
うに表示される。これは、東経(E)137度44分、
そして小数点以下が4桁である。立っていても小
数点以下4桁目はフラフラする状況は上記と同等
であった。

・理論上は、この小数点以下4桁目の「1」が、約
18.5cmという精度である。そのため、ただ立っ
ていても、誤差などで常時、このシステムが前
後に数十cmはフラフラしている、という状況と
いうことになり、今回のロボットの位置計測と
してはちょっと使えないと思われた。

　情報検出の時間的分解能としては、上述のよ



うに、GPSモジュールは最大性能として、1秒
ごとの位置しか出力しない。そこで、ある程度
のスピードで移動しているロボットの位置計測
としては、「そろそろそこが壁だからストップ
して」という判定の前に衝突することになり、
問題がある。
　また、誤差吸収のための積分による遅延とし
ては、GPSモジュールはこの1秒ごとの計測
で、誤差によるノイズ的な変動を吸収するため
に、過去のデータとの積分というローパスフィ
ルタをかけている。つまり、例えば「出会いの
広場」で、ある地点に静止して位置情報を止め
てから、ゆっくり西に歩くと「現在位置・東
経」データが歩みとともに刻々と減っていが、
ある場所で立ち止まってもこの減少は数秒にわ

たって続いてから数値が停止する。つまり、1
秒ごと、というデータだけでなく、さらに数秒
という慣性質量をもった物体の挙動のような
「遅れ」があり、このデータをロボットの位置
制御に使うとすれば、相当に動きの鈍い物体、
例えばクレーン車で大仏でも移動させているよ
うな状況でないと、実質的には制御できないと
思われた。
　結論として、以上の実験結果から、今回の
「お掃除ロボット」については、このGPSモ
ジュールによる位置計測、という制御は使えな
いと判断した。

3. 超音波による位置センシング
　そこで、今回のお掃除ロボットでは、図1の

図 1. 「お掃除ロボット」の動作概要図



ような方式を採用した。これは、自動車の後部
バンパーのところに超音波発信/受信モジュー
ルを貼付けて、バックした時に何かに近接する
とブザーが鳴る、という市販の超音波センサを
3方向に用いたシステムである。
　この超音波センサを図1のように進行方向の
正面と、互いに120度になる後方左右に設置し
た。推進用のモーターは図1のようにおよそ

120度の角度で前方の左右にあるので、3つの
超音波センサからのそれぞれON/OFFの2状
態、すなわち合計で8通りのそれぞれについ
て、これら左右の推進用モーターについて、
「正転」「逆転」「強制停止」「自由」という
4状態、つまり2ビットの指定を、基板の上の4
つのDIPスイッチで指定することとした。図2は
その設定マニュアルである。

図 2. 「お掃除ロボット」の動作設定マニュアル

4. マイコンAKI-H8
　システムの制御に用いたのは、図3にある、
秋月電子のマイコンボード「AKI-H8」である。

図 3. AKI-H8

これは、日立の32ビットCPU「H8」を搭載したカー
ドサイズのマイコンであり、これまでにも多数のシ
ステムを開発してきた中枢である。実際の「お掃除
ロボット」のシステム回路図は図4のようになった。

図 4. 「お掃除ロボット」の回路図



　以下に、AKI-H8と超音波センサによって、ロ
ボット内部の基板を製作している模様を写真で
紹介しておく。

基板、電源、モーターを並べたところ

左右二つのモーターをダミーとして接続してテ
スト

L字型の鉄板はモータードライブ用トランジス
タの放熱用

マイコン付近の拡大

基板は4階だて

DIPスイッチ



超音波センサモジュールにケーブルが延びる

放熱板

基板の裏側

全体の配線のようす

5. マイコンAKI-H8のソフトウェア開発
　秋月電子の提供しているAKI-H8の開発環境と
しては、MS-DOS上のアセンブラ、Windows上
のフラッシュROMライタがある。実際には、こ
れをMacintosh上のエミュレータVirtualPCの内
部のWindows98上で動作させて、Macの
USBポートからUSB-RS232Cアダプタを経由し
てフラッシュROMライタにプログラムを転送し
て開発している。図5はその一例である。

図 5. 開発中の画面例



以下はAKI-H8のソースプログラムである。
  
;-----------------------------------------------------------
; SUAC DAS [Pool Cleaner Robot] May. 2001
;-----------------------------------------------------------

;##### Port Defines #####
smr .equ h'0fffb0
brr .equ h'0fffb1
scr .equ h'0fffb2
tdr .equ h'0fffb3
ssr .equ h'0fffb4
rdr .equ h'0fffb5
p1ddr .equ h'0fffc0
p1dr .equ h'0fffc2
p2ddr .equ h'0fffc1
p2dr .equ h'0fffc3
p3ddr .equ h'0fffc4
p3dr .equ h'0fffc6
p4ddr .equ h'0fffc5
p4dr .equ h'0fffc7
p5ddr .equ h'0fffc8
p5dr .equ h'0fffca
p7dr .equ h'0fffce
paddr .equ h'0fffd1
padr .equ h'0fffd3
pbddr .equ h'0fffd4
pbdr .equ h'0fffd6
iprb .equ h'0ffff8
tstr .equ h'0fff60
tsnc .equ h'0fff61
tmdr .equ h'0fff62
tfcr .equ h'0fff63
toer .equ h'0fff90
tocr .equ h'0fff91
tcr0 .equ h'0fff64
tior0 .equ h'0fff65
tier0 .equ h'0fff66
tsr0 .equ h'0fff67
tcnt0 .equ h'0fff68
gra0 .equ h'0fff6a

;##### Vector Defines #####
.section vector,data,locate=h'000000
.data.l start
.org h'000060
.data.l int_timer0

;##### Work RAM Data Defines #####
.section ram,data,locate=h'0fef10
timer1 .res.w 1
stat0 .res.w 1
stat1 .res.w 1
stat2 .res.w 1
ctr0 .res.w 1
ctr1 .res.w 1
ctr2 .res.w 1
mode .res.b 1
flag .res.b 1
status .res.b 1
statold .res.b 1
inp .res.b 4

;***** Reset --> Initialize --> Main Loop *****
.section program,code,locate=h'001000
start:
mov.l #h'0fff0f,er7 ; stack pointer set
mov.l #h'0fef10,er2
mov.w #h'0fe0,r1
mov.b #0,r0l
_ram_clear:
mov.b r0l,@er2
inc.l #1,er2
dec.w #1,r1
bne _ram_clear
mov.b #b'00100011,r0l
mov.b r0l,@tcr0 ; Timer0 init : 2MHz clock
bclr #0,@tsr0 ; Clear IMFA
bset #0,@tier0 ; timer INT set
mov.w #2000,r0 ; 1msec INT
mov.w r0,@gra0
mov.b #b'00011111,r0l
mov.b r0l,@p1ddr ; set : Port[1] output/input
mov.b #b'11111111,r0l
mov.b r0l,@p4ddr ; set : Port[4] all output
mov.b r0l,@p5ddr ; set : Port[5] all output
mov.b r0l,@paddr ; set : Port[A] all output
mov.b #b'00000000,r0l
mov.b r0l,@p2ddr ; set : Port[2] all input
mov.b r0l,@p3ddr ; set : Port[3] all input
mov.b r0l,@pbddr ; set : Port[B] all input
mov.b r0l,@padr ; Port[A] all off
mov.b r0l,@p4dr
mov.b r0l,@p5dr



mov.b #b'00000111,r0l
mov.b r0l,@p1dr
jsr @wait_500msec
bset #0,@tstr ; timer start !
andc.b #b'01111111,ccr ; interrupt enable
main_loop:
jsr @timer_check
jsr @status_check
jmp @main_loop

;***** Timer / Counter Routines *****
wait_500msec:
mov.l #500,er1
_wait_1:
jsr @wait_1msec
sub.l #1,er1
bne _wait_1
rts
wait_1msec:
mov.l #2048,er2
_wait_2:
sub.l #1,er2
bne _wait_2
rts
int_timer0:
push.w r0
mov.b #1,r0l
mov.b r0l,@flag
btst #0,@tsr0
bclr #0,@tsr0 ; Clear IMFA
pop.w r0
rte
timer_check:
mov.b @flag,r0l
cmp.b #0,r0l
bne _timer_event
rts
_timer_event:
mov.b #0,r0l
mov.b r0l,@flag
jsr @every_count
mov.w @timer1,r0
inc.w #1,r0
mov.w r0,@timer1
cmp.w #1750,r0
beq _1750msec
rts
_1750msec:
mov.w #0,r0
mov.w r0,@timer1
mov.b @mode,r0l
inc.b r0l
mov.b r0l,@mode
cmp.b #1,r0l
beq _mode_1
cmp.b #2,r0l
beq _mode_2
_mode_0:
mov.b #0,r0l
mov.b r0l,@mode
mov.b #b'00000010,r0l
mov.b r0l,@padr
mov.w #0,r0
mov.w r0,@stat0
bra _mode_exit
_mode_1:
mov.b #b'00000100,r0l
mov.b r0l,@padr
mov.w #0,r0
mov.w r0,@stat1
bra _mode_exit
_mode_2:
mov.b #b'00001000,r0l
mov.b r0l,@padr
mov.w #0,r0
mov.w r0,@stat2
_mode_exit:
mov.b @mode,r0l
shll.b r0l
shll.b r0l
shll.b r0l
shll.b r0l
and.b #b'00110000,r0l
mov.b r0l,@p4dr
rts
every_count:
mov.b @mode,r0l
cmp.b #0,r0l
beq mode_0
cmp.b #1,r0l
beq mode_1
cmp.b #2,r0l
beq mode_2
rts
mode_0:
mov.b @p1dr,r0l



and.b #b'00100000,r0l ; input sensor [Low]
cmp.b #0,r0l
beq _mode_0_clear
mov.w @stat0,r0
inc.w #1,r0
mov.w r0,@stat0
cmp.w #270,r0 ; TIMER
bpl _mode_0_on
_mode_0_off:
mov.b @status,r0l
and.b #b'11111110,r0l
_mode_0_exit:
and #b'00000111,r0l
mov.b r0l,@status
mov.b r0l,@p1dr
rts
_mode_0_clear:
mov.w #0,r0
mov.w r0,@stat0
bra _mode_0_off
_mode_0_on:
mov.b @status,r0l
or.b #b'00000001,r0l
bra _mode_0_exit
rts
mode_1:
mov.b @p1dr,r0l
and.b #b'01000000,r0l ; input sensor [Mid]
cmp.b #0,r0l
beq _mode_1_clear
mov.w @stat1,r0
inc.w #1,r0
mov.w r0,@stat1
cmp.w #270,r0 ; TIMER
bpl _mode_1_on
_mode_1_off:
mov.b @status,r0l
and.b #b'11111101,r0l
_mode_1_exit:
and #b'00000111,r0l
mov.b r0l,@status
mov.b r0l,@p1dr
rts
_mode_1_clear:
mov.w #0,r0
mov.w r0,@stat1
bra _mode_1_off
_mode_1_on:
mov.b @status,r0l
or.b #b'00000010,r0l
bra _mode_1_exit
rts
mode_2:
mov.b @p1dr,r0l
and.b #b'10000000,r0l ; input sensor [Top]
cmp.b #0,r0l
beq _mode_2_clear
mov.w @stat2,r0
inc.w #1,r0
mov.w r0,@stat2
cmp.w #270,r0 ; TIMER
bpl _mode_2_on
_mode_2_off:
mov.b @status,r0l
and.b #b'11111011,r0l
_mode_2_exit:
and #b'00000111,r0l
mov.b r0l,@status
mov.b r0l,@p1dr
rts
_mode_2_clear:
mov.w #0,r0
mov.w r0,@stat2
bra _mode_2_off
_mode_2_on:
mov.b @status,r0l
or.b #b'00000100,r0l
bra _mode_2_exit
rts

status_check:
mov.b @status,r2l
mov.b @statold,r1l
cmp.b r2l,r1l
bne _stat_1
rts
_stat_1:
mov.b r2l,@statold
mov.b #0,r0l
mov.b r0l,@p5dr ; Stop
mov.b @p7dr,r1l ; SW1
mov.b @pbdr,r2l ; SW2
mov.b @p2dr,r3l ; SW3
mov.b @p3dr,r4l ; SW4
mov.b @status,r0l
_stat_2:



cmp.b #0,r0l
beq _stat_3
dec.b r0l
shlr.b r1l
shlr.b r2l
shlr.b r3l
shlr.b r4l
bra _stat_2
_stat_3:
and.b #b'00000001,r1l
shll.b r2l
and.b #b'00000010,r2l
shll.b r3l
shll.b r3l
and.b #b'00000100,r3l
shll.b r4l
shll.b r4l
shll.b r4l
and.b #b'00001000,r4l
or.b r4l,r1l
or.b r3l,r1l
or.b r2l,r1l
mov.b r1l,@p5dr
rts

.end

6. 展示風景
　以下は、2001年5月の「大学公開デー」での
「お掃除ロボット」の展示風景の写真である。



以上


