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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボット掃除機が充電ステーションで待機する待機段階と；
　前記ロボット掃除機が作業領域に移動して所定の作業を行う作業段階と；
　前記ロボット掃除機が作業を行う間に、前記ロボット掃除機の回転角度を合算して累積
角度を求め、該累積角度が設定値の以上になったときに、作業を中断し、前記ロボット掃
除機を前記充電ステーションに戻す復帰段階と；
　前記充電ステーションに戻った前記ロボット掃除機の現在座標を充電ステーションの基
準座標と一致させる座標補正段階と；
　前記座標補正段階の後に、前記ロボット掃除機が充電ステーションに戻る前の作業位置
に移動して作業を行い続ける継続作業段階とを含むことを特徴とするロボット掃除機の座
標補正方法。
【請求項２】
　前記座標補正段階は、
　前記ロボット掃除機が複数の距離測定センサを利用して、前記充電ステーションの基準
座標上に位置する段階と；
　前記ロボット掃除機の現在座標をロボット掃除機の原点に補正する段階とを含むことを
特徴とする請求項１に記載のロボット掃除機の座標補正方法。
【請求項３】
　前記充電ステーションは、前記ロボット掃除機が移動する底部に対して垂直に設置され
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る基準板を含むことを特徴とする請求項２に記載のロボット掃除機の座標補正方法。
【請求項４】
　充電ステーションと；
　複数の距離測定センサと、前記複数の距離測定センサを利用して、自己の座標が前記充
電ステーションの基準座標と一致するように補正する制御部とを持つロボット掃除機とを
含み、
　前記制御部は、更に、前記ロボット掃除機が作業を行う間に、ロボット掃除機の回転角
度を合算して累積角度を求め、該累積角度が設定値の以上になれば、作業を中断し、前記
ロボット掃除機を前記充電ステーションに復帰させた後、前記複数の距離測定センサを利
用して前記ロボット掃除機を前記充電ステーションの基準座標に位置させ、ロボット掃除
機の現在座標を原点に補正する、ことを特徴とするロボット掃除機システム。
【請求項５】
　前記複数の距離測定センサは、その発信部が前記ロボット掃除機の走行輪の軸に対して
垂直な方向に並設されることを特徴とする、請求項４に記載のロボット掃除機システム。
【請求項６】
　前記複数の距離測定センサは、それぞれの前面が前記走行輪の軸と平行な一直線をなす
ように設置されることを特徴とする請求項５に記載のロボット掃除機システム。
【請求項７】
　前記充電ステーションは、前記ロボット掃除機が移動する底部に対して垂直に設置され
る基準板を含むことを特徴とする請求項５又は６に記載のロボット掃除機システム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自走式ロボット掃除機に関し、より詳しくは、自走式ロボット掃除機の座標
補正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ロボット掃除機は、本体上に設けられた超音波センサなどを用いて掃除すべ
き領域を自ら決定したり、或いはユーザ入力の情報により掃除すべき領域を認識する。次
に、掃除すべき領域を效率よく掃除できるように走行経路を計画する。その後、駆動部を
制御して計画された走行経路に追従しながら、吸塵部を稼動して廊下の掃除を行うことに
なる。
【０００３】
　ロボット掃除機の計画された走行経路に沿う移動方法としては、絶対座標系を用いて自
己の現位置を計算しながら走行する方法と、掃除領域の基準点から走行距離と回転角度を
用いて相対座標系を基準として走行する方法とがある。
【０００４】
　絶対座標系を用いた走行方法の一例としては、ロボット掃除機がＣＣＤカメラを用いて
天井に設置されている蛍光灯のような天井の物体や別に設置した位置認識標識を検出し、
これにより自己の現位置を検出しながら走行するものである。しかし、このように、ＣＣ
Ｄカメラを用いた位置検出システムは、多くのデータを迅速に処理すべきであるため、シ
ステムを構成するのに多くの費用がかかるという問題点がある。
【０００５】
　相対座標系を用いて走行するロボット掃除機は、走行距離を検出できる走行距離検出セ
ンサと、ロボット掃除機の回転角度を検出できる角度センサとを備える。通常、走行距離
検出センサは走行輪の回転数を検出できるエンコーダがよく使用され、角度センサは相対
角度を検出できるジャイロ(ｇｙｒｏ)センサがよく使用される。ジャイロセンサを使用す
れば、ロボット掃除機は直進途中に回転すべき地点で所望の角度だけ回転して走行できる
ため、制御が簡単である。しかし、このようなジャイロセンサは、基本的に測定角度の５
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～１０％に該当する誤差を持つため、ロボット掃除機の回転が多くなって累積回転角度が
大きくなれば、計画された走行経路に追従し得ないという問題点がある。
【０００６】
　図１では、ジャイロセンサを用いて計画された走行経路を走行する場合、ジャイロセン
サの誤差により、ロボット掃除機の実際の走行経路が計画された走行経路からずれること
を誇張して表示した。ロボット掃除機１は出発点(Ｓ)から計算された距離だけ直進してＡ
点に到達する。次に、ロボット掃除機はＡ点からジャイロセンサを用いて９０゜回転後、
さらに計算された距離だけ直進してＢ点に到達する。しかし、ジャイロセンサの誤差のた
め、ロボット掃除機１が実際に到達した地点はＢ'点である。Ｂ点に到達したロボット掃
除機１は、さらにジャイロセンサを用いて９０゜回転後、計算された距離だけ直進してＣ
点に到達したと認識する。しかし、この時もジャイロセンサの誤差のため、計画された走
行経路に追従されず、実はＣ'点に到達することになる。ジャイロセンサの誤差の累積に
より、Ｃ'点とＣ点間の間隔はＢとＢ'点間の間隔よりも大きくなる。ロボット掃除機１が
Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ点の順に移動することにより、ジャイロセンサの誤差の累積により、実際
の走行経路は計画された走行経路から益々ずれることになる。従って、ロボット掃除機１
により掃除領域の掃除を完了しても、実は掃除されていない未掃除領域が発生するという
問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は前記問題点を解決するためのもので、その目的は、ジャイロセンサのような角
度センサを用いて、走行経路に追従するロボット掃除機の走行経路追従性能を向上させる
ことにより、未掃除領域が発生しないようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明は、ロボット掃除機が充電ステーションで待機する
待機段階と；前記ロボット掃除機が作業領域に移動して所定の作業を行う作業段階と；前
記ロボット掃除機が作業を行う間に、累積角度が設定値の以上になれば、作業を中断し、
前記充電ステーションに戻る復帰段階と；前記ロボット掃除機の現在座標を充電ステーシ
ョンの基準座標と一致させる座標補正段階と；前記ロボット掃除機が充電ステーションに
戻る前の作業位置に移動して作業を行い続ける継続作業段階とを含むロボット掃除機の座
標補正方法を提供することにより達成される。
【０００９】
　このとき、前記座標補正段階は、前記ロボット掃除機が複数の距離測定センサを利用し
て前記充電ステーションの基準座標上に位置する段階と；前記ロボット掃除機の現在座標
をロボット掃除機の原点に補正する段階とを含む。
【００１０】
　また、前記充電ステーションは、前記ロボット掃除機が移動する底部に対して垂直に設
置される基準板を含む。
【００１１】
　他の側面において、本発明は、充電ステーションと；複数の距離測定センサと、前記複
数の距離測定センサを利用して、自己の座標が前記充電ステーションの基準座標と一致す
るように補正する制御部とを持つロボット掃除機とを含むロボット掃除機システムを提供
することにより達成される。
【００１２】
　このとき、前記複数の距離測定センサは、その発信部が前記ロボット掃除機の走行輪の
軸に対して垂直な方向に並設され、また、前記複数の距離測定センサは、それぞれの前面
が前記走行輪の軸と平行な一直線をなすように設置される。
【００１３】
　そして、前記充電ステーションは、前記ロボット掃除機が移動する底部に対して垂直に
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設置される基準板を含むことが好ましい。
【００１４】
　また、前記制御部は、前記ロボット掃除機が作業を行う間に、累積角度が設定値の以上
になれば、作業を中断し、前記ロボット掃除機を前記充電ステーションに復帰させた後、
前記複数の距離測定センサを利用して前記ロボット掃除機を前記充電ステーションの基準
座標に位置させ、ロボット掃除機の現在座標を原点に補正することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係るロボット掃除機の座標補正方法によれば、角度センサによる累積誤差が一
定値の以上になれば、ロボット掃除機の原点を充電ステーションの座標系を基準として再
設定するため、角度センサの累積誤差が周期的に０となる。よって、ロボット掃除機の走
行経路追従性能が向上する。　また、本発明に係るロボット掃除機システムによれば、角
度センサによる累積誤差が一定値の以上になれば、ロボット掃除機が距離測定センサを利
用して充電ステーションの座標系を基準としてロボット掃除機の原点を再設定する座標補
正を行うため、ロボット掃除機の走行経路追従性能が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面に基づき、本発明によるロボット掃除機の座標補正方法を詳細に説明す
る。
【実施例１】
【００１７】
　図２は本発明の一実施例に係るロボット掃除機の機能ブロック図、図３は本発明の一実
施例に係るロボット掃除機の底面の概略図である。
【００１８】
　図２及び図３を参照する。ロボット掃除機は１０は、吸塵部２０、センサ部３０、前方
カメラ４１、上方カメラ４２、駆動部５０、送/受信部６０、電源部７０、記憶装置８１
及び制御部８０を含み、これらの構成要素は本体１１上に適宜配置されている。
【００１９】
　吸塵部２０は対向する底部の異物を空気と共に吸引されるように多様な形態に構成でき
る。一例として、吸引モータ、この吸引モータの吸引力により外部の異物が含まれた空気
を吸引する吸引ブラシ、及び吸引モータと吸引ブラシとの間に具備された集塵室を含む簡
単な構成が可能である。集塵室には吸引ブラシ及び吸引モータとそれぞれ連通する吸気ポ
ート及び排気ポートが形成される。吸気ポートを通して吸引される空気はそれに含まれた
異物を集塵室で分離後、排気ポートに排気される。
【００２０】
　センサ部３０は、充電ステーション１００(図６参照)までの距離を測定できる距離測定
センサ３２、走行距離を測定できる走行距離検出センサ３３、及びロボット掃除機の回転
角度を測定できる角度センサ３１を含む。角度センサ３１は、ロボット掃除機１０が走行
方向を変更したい時、既存の走行方向に対してロボット掃除機１０が回転した角度を検出
するセンサである。この角度センサ３１としては相対角度を検出できるジャイロセンサが
よく使用される。
【００２１】
　距離測定センサ３２は、充電ステーション１００までの距離を測定できるように、本体
１１の前面に複数個が設置される。複数個の距離測定センサ３２は、図３に示すように、
複数個の距離測定センサ３２の発信部３２ａがロボット掃除機１０の走行輪５２の軸、正
確には２個の走行輪５２の軸の中心線を連結する線５７に対して垂直な方向に設置される
。また、ロボット掃除機１０の前面で見れば、複数個の距離測定センサ３２は一定間隔を
おいて並設される。このとき、複数個の距離測定センサ３２の発信部３２ａの発信面が走
行輪５２の軸から同一距離にあるように、複数個の距離測定センサ３２の前面を連結する
線３７と、走行輪５２の軸の中心線を連結する線５７とは平行に設置されるのが好ましい
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。従って、図３に示すように、走行輪５２の軸と発信部３２ａが垂直をなし、発信部３２
ａがある前面を連結する線３７が走行輪５２の軸と平行に設置された２個の距離測定セン
サ３２を具備するロボット掃除機１０では、充電ステーション１００の基準板１３０(図
６参照)に対して２個の距離測定センサ３２で測定した距離が同じ場合には、ロボット掃
除機１０が充電ステーション１００の基準板１３０に対して直角をなすことになる。つま
り、ロボット掃除機１０のｘ、ｙ座標軸１５と、充電ステーション１００のｘ、ｙ座標軸
１０５(図６参照)とが平行をなす。
【００２２】
　このような距離測定センサ３２は、外部に信号を送出し、物体から反射された信号を受
信して反射された物体までの距離を測定できるセンサであれば、何れも使用できる。その
例として、赤外線を出射する発光素子と反射された赤外線を受信する受光素子とが垂直に
対をなす赤外線センサや、超音波を出射して反射された超音波を受信して距離を測定でき
る超音波センサや、レーザービームを出射して反射されたレーザービームを受信して距離
を測定できるレーザーセンサなどが利用される。障害物検出センサとして複数個の赤外線
センサや超音波センサを使用する場合には、複数個の障害物検出センサ中の一部を前記の
ような条件に合うように設置して距離測定センサとして使用できる。
【００２３】
　走行距離検出センサ３３は、輪の回転数を検出する回転検出センサが適用され得る。例
えば、回転検出センサはモータの回転数を検出するように設置されたエンコーダが適用さ
れ得る。制御部８０はエンコーダの回転数を用いてロボット掃除機１０の走行距離を算出
する。
【００２４】
　前方カメラ４１は、前方のイメージを撮像できるように本体１１上に設置され、撮像さ
れたイメージを制御部８０に出力する。上方カメラ４２は、上方のイメージを撮像できる
ように本体１１上に設置され、撮像されたイメージを制御部８０に出力する。前記前方カ
メラ４１及び上方カメラ４２はＣＣＤカメラを使用するのが好ましい。この前方カメラ４
１と上方カメラ４２は必要に応じて選択的に設置される。充電ステーション１００に設置
された認識標識(図示せず)を検出して充電ステーション１００の位置を確認する場合には
、前方カメラ４１が使用でき、充電ステーション１００の上側に設置された認識標識(図
示せず)を利用して充電ステーション１００の位置を確認する場合には、上方カメラ４２
が使用できる。
【００２５】
　駆動部５０は、前方の両側に設置された二つの走行輪５２、後方の両側に設置された二
つの従動輪５３、前方の二つの走行輪５２を各々回転駆動させる一対の駆動モータ５１、
及び走行輪５２の動力を後方の従動輪５３に伝達するために設置された動力伝達手段５５
を含む。動力伝達手段５５はタイミングベルトとプーリーから構成される。この他、動力
伝達手段５５はギアで構成されることができる。二つの走行輪５２は中心軸が一直線上に
位置するように設置される。また、駆動部５０の各駆動モータ５１は制御部８０の制御信
号によって独立的に正方向または逆方向に回転駆動される。走行方向は各駆動モータ５１
の回転数を相違に制御することにより変更できる。
【００２６】
　送/受信部６０は、送信対象データをアンテナ６１を介して送出し、アンテナ６１を介
して受信された信号を制御部８０に転送する。送/受信部６０を通して外部装置９０と信
号のやり取りが可能である。その外部装置９０はロボット掃除機１０の移動をモニターリ
ングしながら制御できるプログラムを設置したコンピュータシステムやリモコンなどであ
る。
【００２７】
　電源部７０は、充電バッテリーで構成され、充電ステーション１００の電源端子１２０
から供給された電源を格納して、ロボット掃除機１０を構成する各構成要素に必要な電源
を供給し、ロボット掃除機１０が自走しながら作業できるようにする。
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【００２８】
　制御部８０は、送/受信部６０を通して受信された信号を処理し、指示された作業が行
われるように、ロボット掃除機１０の各構成要素を制御する。制御部８０は、ロボット掃
除機１０が障害物検出センサ(図示せず)などを用いて壁や障害物に沿って回転しながら掃
除などの作業を行う作業領域を決定して記憶装置８１に格納する。或いは、ユーザ入力の
作業領域を記憶装置８１に格納する。制御部８０は記憶装置８１に格納された作業領域を
效率よく走行し作業できる走行経路を算出する。次に、走行距離検出センサ３３と角度セ
ンサ３１を用いて走行経路を走行しながら掃除等の作業を行うように、駆動部５０と吸塵
部２０を制御する。制御部８０は、掃除済みや充電の必要時、ロボット掃除機１０が充電
ステーション１００に復帰するように駆動部５０を制御する。制御部８０は、前方カメラ
や上方カメラや超音波センサなどを利用して位置を認識する公知の方法を使用して、ロボ
ット掃除機１０が充電ステーション１００に復帰するように制御する。その詳細は、本発
明の要旨でないので省略する。
【００２９】
　また、制御部８０は、ロボット掃除機１０が作業しながら走行する間にロボット掃除機
１０の回転角度を合算して累積角度を求め、その累積角度が設定値の以上になれば作業を
中断させる。そして、駆動部５０を制御してロボット掃除機１０を充電ステーション１０
０に復帰させた後、複数の距離測定センサ３２を利用して、ロボット掃除機１０が充電ス
テーション１００の座標１０５から設定された基準座標と一致する所に位置するように制
御する。その後、制御部８０はロボット掃除機１０の現在座標を原点として補正する段階
を行う。
【００３０】
　上記のように構成されたロボット掃除機１０は、充電ステーション１００と共にロボッ
ト掃除機システムをなす。図６及び図７を参照するに、充電ステーション１００は、底部
１０１に固定されるハウジング１１０と、ハウジング１１０の一側に設置されて常用電源
と連結して電源を供給する電源端子１２０と、充電ステーション１００が設置された底部
１０１と垂直をなすように設置された基準板１３０とを含む。基準板１３０は、ロボット
掃除機１０に設置された複数の距離測定センサ３２から放出された信号を全部反射し得る
大きさで作る。充電ステーション１００が設置される底部１０１は、ロボット掃除機１０
が距離測定センサ３２により基準板１３０までの距離を測定して座標補正を正確に行われ
るように平らかに作るのが好ましい。
【００３１】
　以下、図４乃至図７を参照して、本発明に係るロボット掃除機の座標補正方法を説明す
る。このとき、ロボット掃除機が特定領域を掃除しながら座標補正を行う場合を列とする
。
【００３２】
　まず、ロボット掃除機１０は充電ステーション１００で待機状態にある(Ｓ１０)。この
とき、ロボット掃除機１０は掃除領域を記憶しており、掃除領域を效率よく掃除するため
の走行経路も算出済みの状態である。
【００３３】
　作業開始信号により、ロボット掃除機１０は充電ステーション１００から出発して算出
済みの走行経路に沿って走行しながら掃除を行う(Ｓ２０)。制御部８０は、走行距離検出
センサ３３と角度センサ３１を利用して、ロボット掃除機１０が走行経路に追従して走行
するように駆動部５０を制御する。図５の場合、充電ステーション１００から出発したロ
ボット掃除機１０は、Ａ点へ直進移動しながら、走行距離検出センサ３３にＡ点到達の可
否を確認する。Ａ点に到達すると、角度センサ３１を利用して次の走行経路に対応するよ
うに９０゜回転する。次いで、ロボット掃除機１０はＢ点へ直進移動しながら、走行距離
検出センサ３３にＢ点到達の可否を確認する。Ｂ点に到達すると、次の目的地のＣ点へ角
度センサ３１を利用して９０゜回転する。制御部８０は、上記のように走行距離検出セン
サ３３と角度センサ３１を利用して、駆動部５０を制御しながら走行経路に追従すること
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になる。
【００３４】
　制御部８０は、ロボット掃除機１０が走行経路に沿って走行するように駆動部５０を制
御しながら、ロボット掃除機１０の回転した累積角度が設定値の以上になるかを周期的に
確認する。ここで、ロボット掃除機１０の回転した累積角度とは、ロボット掃除機１０が
走行経路に沿って走行しながら角度センサ３１を利用して回転した角度の合計をいう。例
えば、図５において、ロボット掃除機１０のＣ点到達時の累積角度は、Ａ点で９０゜回転
、Ｂ点で９０゜回転の計１８０゜になる。よって、制御部８０は、角度センサ３１を利用
してロボット掃除機１０を回転させた場合、その値を継続合算して累積角度として記憶し
、その累積角度を設定値と比較する。この累積角度の設定値はユーザの任意に指定できる
。累積角度の設定値は角度センサ３１のエラーが累積されてもロボット掃除機１０により
未掃除領域が発生しない最大値で設定するのが好ましい。よって、累積角度の設定値は、
使用される角度センサ３１の精度や吸塵部２０の掃除能力などによって適宜設定する必要
がある。
【００３５】
　制御部８０は、累積角度が設定値の以上になれば、掃除を中断し、駆動部５０を制御し
てロボット掃除機１０を充電ステーション１００に復帰させる(Ｓ３０)。例えば、図５に
おいて、累積角度の設定値が６３０゜の場合、制御部８０は、ロボット掃除機１０がＨ点
に到着後に掃除作業を中止させ、充電ステーション１００に復帰させる。このとき、制御
部８０は、本体１１に設置された超音波センサや上方または前方カメラを利用して充電ス
テーション１００に復帰させる。
【００３６】
　ロボット掃除機１０が充電ステーション１００に復帰すれば、制御部８０は、ロボット
掃除機１０のｘ、ｙ座標軸１５と充電ステーション１００のｘ、ｙ座標軸１０５とが平行
になるように、ロボット掃除機のｘ、ｙ座標軸１５の原点が充電ステーション１００のｘ
、ｙ座標軸１０５の原点から一定の距離に設定された基準座標と一致するように補正する
(Ｓ４０)。この基準座標は、充電ステーション１００が設置された場所を基準とする絶対
座標系での座標としてユーザが予め設定しておく座標である。この段階は、具体的に制御
部８０が複数の距離測定センサ３２を利用してロボット掃除機１０を充電ステーション１
００の基準板１３０に対して垂直に整列させる段階と、整列完了後、ロボット掃除機１０
の現在座標を充電ステーション１００の基準座標に補正する段階とから構成される。
【００３７】
　制御部８０が２個の距離測定センサ３２を利用してロボット掃除機１０を充電ステーシ
ョン１００の基準板１３０に対して垂直に整列させる段階を詳細に説明すれば次の通りで
ある。ロボット掃除機１０が充電ステーション１００に復帰すれば、制御部８０は、２個
の距離測定センサ３２を利用して基準板１３０までの距離ｄ１、ｄ２を検出し、検出され
た距離ｄ１、ｄ２が同一かを判断する。もしも、２個の距離測定センサ３２の検出距離ｄ
１、ｄ２が同一でなければ、制御部８０は駆動部５０を制御して２個の距離測定センサで
測定した距離ｄ１、ｄ２が同一になるように調整する。すれば、ロボット掃除機１０のｘ
、ｙ座標軸と、充電ステーション１００のｘ、ｙ座標軸１０５とが平行になる。次いで、
距離測定センサ３２で測定した距離ｄ１、ｄ２が設定値になるように駆動部５０を制御す
る。すれば、ロボット掃除機１０座標系１５の原点０と、充電ステーション座標系１０５
の基準座標とが一致することになる。この状態で制御部８０がロボット掃除機１０の現在
座標をロボット掃除機１０の原点にリセットすることで座標の補正が完了する。このよう
に、ロボット掃除機１０が充電ステーション１００に復帰して絶対座標系の充電ステーシ
ョン１００の座標を基準としてさらに原点になるので、角度センサ３１の誤差による累積
角度の誤差は０になる。
【００３８】
　ロボット掃除機１０の座標補正が完了すれば、制御部８０は駆動部５０を制御してロボ
ット掃除機１０が充電ステーション１００に復帰する前の作業中断位置に戻るようにする
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。例えば、図５の場合、ロボット掃除機１０がＨ点に戻るように制御する。このとき、制
御部８０はロボット掃除機１０が作業を中断した位座標から、その点に直ちに移動できる
経路を再算出した後、走行距離検出センサ３３と角度センサ３１を利用して作業中断位置
に復帰する。ロボット掃除機１０は作業中断位置に到達すると、元来の走行経路に沿って
中断された掃除作業を行い続ける。このように、本発明によれば、角度センサ３１による
累積誤差が未掃除領域を発生させる程度で大きくなる前に、ロボット掃除機１０が充電ス
テーション１００に復帰してロボット掃除機１０の原点を補正するため、角度センサ３１
による累積誤差を設定値の以下に維持しながら掃除作業が行われる。従って、走行経路か
らずれることなく掃除を行うため、未掃除領域が発生しない。
【００３９】
　本発明は、上述した特定の実施例に限定されず、特許請求の範囲に記載された本発明の
思想から逸脱しない範囲内で、多様に変更・実施できるのは勿論であろう。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、産業用ロボットや家庭用ロボットなどのロボット産業分野で利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】従来技術に係るロボット掃除機の走行時の計画経路と実際経路との差を示す図で
ある。
【図２】本発明に係る座標補正方法を使用するロボット掃除機の一実施例を示す機能ブロ
ック図である。
【図３】図２のロボット掃除機の底面図である。
【図４】本発明に係るロボット掃除機の座標補正方法を示す順序図である。
【図５】本発明に係るロボット掃除機の座標補正方法を説明するためにロボット掃除機の
走行経路の一例を示す図である。
【図６】本発明に係るロボット掃除機の座標補正方法を用いたロボット掃除機システムの
一実施例を示す平面図である。
【図７】図６のロボット掃除機システムを示す側面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１０　ロボット掃除機
１１　本体
１５　ロボット掃除機座標系
２０　吸塵部
３０　センサ部
３１　角度センサ
３２　距離測定センサ
３３　走行距離検出センサ
４１　前方カメラ
４２　上方カメラ
５０　駆動部
５１　駆動モータ
５２　走行輪
５３　従動輪
６０　送/受信部
７０　電源部
８０　制御部
８１　記憶装置
９０　外部装置
１００　充電ステーション
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１０１　底部
１０５　充電ステーション座標系
１１０　ハウジング
１２０　電源端子
１３０　基準板

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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