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まずは簡単に 
ロボットを制御しよう



用意するもの 
• RaspberryPi 3  

(4,000 円) 
• モバイルバッテ
リー  
(RPi 用電源) 

• EV3 Mindstorm  
(50,000 円)



EV3 Mindstorm

EV3 でできること

• 中央のインテリジェントブロック
が全てのモータを制御する 

• Wifi, Bluetooth 搭載 
• Ubuntu EV3dev-jessie をインス
トール可能 

• C, C#, Java, Python に対応 
• 拡張モジュールを使って温度セン
サ，カメラなども制御できる 

• レゴでロボットの車体を構築でき
拡張性に優れる https://afrel.co.jp/product/ev3-introduction



NFD とは
• NDN によるオープンソースの ICN 転送デーモン 

• NFD 内でパケット受信時に呼び出される Strategy 層で Interest と 
Data の受信時の処理を定義できる 

• 今回は RPi と EV3 にソケット通信 API を作成し, 制御を指示する



Strategy の追加
• $NFD/daemon/fw に Strategy を定義しているソースファイルが配
置されている.  

• ここに Strategy ファイルを追加する. Strategy クラスを継承してメ
ソッドをオーバライドする． 

• 単純な振る舞いは BestRouteStrategy を参考にして, 追加の API 呼
び出しを追加する.



BestRouteStrategy-afterReceiveInterest



正規表現で Interest を ‘/‘ で
区切って /robot/*** の /*** 
部分に応じて API に与える引
数を割り当てている 

API (RoboCon) 自体は 
Python 3 で記述した簡単なソ
ケット通信 

API (RoboCon)は  
/usr/local/sbin に配置

ロボット制御 API  
呼び出し部分



EV3 (ロボット) 側の処理

• 標準サポートされている OS [EV3dev-jessie] をインストール 

• USB でラズパイと接続し,ローカル通信のために IP を割り当てる. 

• ssh でログインしモータの制御もできる． 

• 簡単な記述で制御可能



は性能的に厳しいので…

EV3 に NFD をインストール

• EV3 自体にはメモリ 64 MB, CPU ARM9 しかないので NFD が動く
か怪しい… 

• ので, RPi で NFD ノードとして動作させ制御命令を USB 経由で EV3 
に送信
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ドローンの制御



ドローン制御の概要



制御用ドローンの外観

• Raspberry Pi 3

• Buffalo 無線LANアダプタ
→ ドローンとの接続用 

• 3DR Solo Quadcopter 

Flying Router (FR) とする



制御用 Interest の設計 ①

• ドローン制御用プリフィクス: /FRControl 

• ドローン名: /{FRName} = /FR0 

• 変数: /{Parameter} 

• 移動地点 :/{Point} = /{North}/{East}/{Altitude} 

ex) 北に 10m, 西に 15m, 高度 5m → /10/-15/5 

• 経路名: /{PathName} = /Path1 

• 速度: /{Speed}

名前空間: /FRControl/{FRName}/{Function}/{Parameter}



制御用 Interest の設計②
• 関数: /{Function} 

• 移動経路の生成，編集: PathCreate 

ex) point 1 = /10/15/5, point 2 = /20/10/5 

→ /FRControl/FR0/PathCreate/Path1/10/15/5/20/10/5 

• 経路に沿って移動する: PathRun 

→/FRControl/FR0/PathRun/Path1 

• その他: PathList, SetVehicleSpeed, PathPause, PathCancel 



FRControlStrategy 
PathCreate

地点情報の取得

地点情報に経路名を
設定して管理



FRControlStrategy 
PathRun

地点情報の 
ドローン側への出力

ドローンの制御スクリプト
の呼び出し



制御実験

• 経路生成 Interest の送信 

３地点を設定し移動する時の 
FRControlStrategy の動作

/FRControl/FR0/PathCreate/
Path1/10/0/5/20/10/5/-10/-10/5

• 移動実行 Interest の送信

/FRControl/FR0/PathRun/Path1



制御実験の様子


