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Development of Safe Moving Technology for Autonomous Mobile Robot
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要　　旨

自律的に移動するロボットにおいて，未知の環境下における自己位置の推定機能，移動時に障害となり得る外

部環境の認識とその回避機能，またこれらを実現するシステムに拡張性と冗長性をもたせたことを特徴とする自

律移動技術を提案する。開発した自律移動技術は，複数・多種類のセンサから得た自己位置の各センサ固有の情

報を確率モデルとして一般化して扱う自己位置認識機能と，状況に応じて回避行動を柔軟に行う障害物回避機能

を有する。また，ロボットプラットフォームを適用することによって，機構・制御の変更を吸収し，開発コスト

の低減と品質的な安全の保証確保への可能性を示した。さらに，フィールドテストにより実環境での有効性を実

証した。

Abstract
Autonomous moving technologies have been developed to estimate position in an unknown place, to avoid recognized

obstacles and to construct a scalable and redundant system for the autonomous mobile robot. The autonomous moving technologies have
positional recognition that uses positional information from various sensors as a probabilistic model, and obstacle avoidance that decides
behaviors for individual circumstances. In addition, by applying a robot platform, not only is the system easily reconfigured, but
development cost reductions and quality assurance is also possible. Moreover, safety is proven by field testing in various
environments.

生活支援ロボットは成長する市場として期待されてい

るが 1)，現時点で市場に受け入れられている商品は多くな

い。その原因として，次の2つの理由が挙げられる。

（1）商品として成り立つアプリケーションを見いだすの

が困難

（2）安全，機能面に関する技術力の不足

（1）において，自律移動ロボットに関しては，荷物搬

送，搭乗など生活支援目的で明確なアプリケーションが

あり，市場に受け入れられる可能性が高い。一方，（2）に

おいては，ロボットの移動範囲がマニピュレータなど固

定できるロボットよりも広く，さまざまな環境条件や障

害物に対応しなければならないため，商品化の課題は多

い。

特に，自律移動ロボットが安全にアプリケーションを

実行するためには，次の2つの機能を実現することが必須

である。

（1）自己位置認識機能

（2）障害物回避機能

（1）は，目的地に確実に到達するためだけではなく，

落下の恐れがある階段などの危険な場所を避けるためにも

基本的かつ重要な技術である。また，（2）は，ロボットが

障害物と接触しないための安全上不可欠な技術である。

上記の2つの機能を実現するためには，柔軟にさまざま

な環境に対応する必要があった。そこで，環境に応じて

アクチュエータやセンサなどのデバイスを追加・変更で

きる拡張性と，さまざまなセンサによって多角的に環境

情報を取得できる冗長性をもった自律移動技術の実現を

目指した。その結果，従来の理論的な技術をベースに，セ

ンサの特性から，その選定や配置，データの処理方法，複

数のセンサ情報の組合せ方法など，商品化を目指したよ

り実践的な開発を行った。また，システムの拡張性と冗

長性を容易に実現するために，ロボットプラットフォー

ムを適用し，商品化の際に起こり得るアプリケーション

変更やコスト削減への対応を図った。さらに，実環境に

おいて走行実験を実施し，機能の検証を行った。本稿で
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1. はじめに

第1図 搬送ロボット

Fig. 1 Transportation robot



がある。通常，センサ特性のばらつきの大きさが確から

しさの判断基準になることより統計学的手法を採用した。

本システム（第2図）では，拡張カルマンフィルタを用

いて，デッドレコニングで得られた測定値に対して，外

界センサの測定値の情報を融合して位置情報の修正を行

った。拡張カルマンフィルタのアルゴリズム 3) は，次の

数式で表せる。

μ't = g(ut , μt-1) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（1）

Σ't = GtΣt-1Gt
T + Rt ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（2）

Kt =Σ't Ht
T( HtΣ't Ht

T + Qt)
-1 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（3）

μt =μ't + Kt (zt－h(μ't )) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（4）

Σt = (I－Kt Ht)Σ't ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（5）

ここで，時刻 tにおけるロボットの状態を平均値μtと

共分散 Σt で表現する。フィルタへの入力は時刻 t-1 のロ

ボットの状態であり，平均値 μt-1 と共分散 Σt-1 で表され

ている。そして，ロボットへの入力の情報である制御ベ

クトルut，外界センサから得られる環境の情報である測

定ベクトルztを用いてロボットの状態を求めている。

（1）式と（2）式では，外界センサの測定値が反映さ

れる前のロボットの状態である平均値 μ't と共分散 Σ't

が計算されている。その後，（3）式～（5）式で，外界セ

ンサの測定値を反映している。（3）式で計算されるKt は

カルマンゲインと呼ばれており，取得した測定値を次の

状態推定にどの程度反映させるのかを決定する。

また，ロボットの動作と外界センサの測定結果は，非

線形関数 gと hに従っていると仮定しており，行列 Gと

Hはそれぞれのヤコビ行列を表している。行列 Rと Qは

共分散行列，行列 Iは単位行列である。

ここで，h と H をセンサモデルと呼び，使用するセン
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は，上記技術開発への取り組み，およびその成果に関し

て報告する。

本開発に使用した搬送ロボットの外観を第1図に示す。

また，主な仕様を第1表に示す。

ロボットが目的地まで確実に移動するためには，ロボ

ット・目的地・障害物の位置をロボット自体で把握し，障

害物と一定の距離を保ちながら目的地に近づく自律移動

技術が必要である。そのためには自己位置認識，および

障害物回避の技術が重要となる。

3.1 自己位置認識

一般的に，車輪型ロボットの位置，および姿勢（向き）

を推定する方式として，エンコーダやジャイロなどの内

界センサの微小変化を初期状態から積分するデッドレコ

ニング方式と，カメラなどの外界センサを用い，地図上

にある既知のランドマークの位置を測定することによっ

て，ロボットの現在位置を計測するスターレコニング方

式に大別できる。

デッドレコニングは，車輪の横滑りなど内界センサで

測定できない外乱に弱く，測定誤差が累積する。一方，ス

ターレコニングは，測定誤差は累積しないが，ランドマ

ークの検出性能が環境変化の影響を受けることが問題と

なる。

一般的に，これらの2つの方式で得られた認識結果から

自己位置を推定する方法として，拡張カルマンフィルタ 2)

が知られている。そこで，本稿では複数の異なるセンサ

を追加・変更できるように工夫した。

〔1〕拡張カルマンフィルタによる位置推定

2つの方式で得られた位置情報を一様に補完した場合，

それぞれの情報が環境変化の影響を受け，その結果，差

異が生じ，外乱として走行に悪影響を与える。その影響

を緩和し環境変化に適応するためには，センサが有する

特性を考慮し，認識機能の確からしさを向上させる必要

2. 搬送ロボット仕様

3. 自律移動技術

ランドマーク 
認識 

（カメラ） 

ランドマーク 
認識 

（カメラ） 

センサ情報 

直前の位置・姿勢 現在の位置・姿勢 

速度情報 
（エンコーダ） 

直線認識 
（レーザレンジファインダ） 

GPS 
(Global Positioning 

System)

自己位置推定部 
(Extended Kalman Filter)

第2図 自己位置推定システム

Fig. 2 Positional estimation system

全高 [mm] 

全幅 [mm] 

自重 [kg] 

可搬重量 [kg] 

搬送速度 [m/s]

1250 

600 

75 

30 

0.8（最大 1.2） 

第1表 搬送ロボットの仕様

Table 1 Specification of transportation robot
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（1）ロボットに実装したセンサの死角

（2）障害物の材質・形状の違いによる検出性能の差

（3）移動によるセンサ間の取得情報のズレ

（4）上記の（1），（2）に対処するために用いた複数・多

種類のセンサ間におけるサンプリングタイムの違い

これらの問題に対し，本稿では，一般的に用いられる

3方式のセンサ（ステレオカメラ，超音波センサ，走査型

レーザレンジファインダ）から得られた情報について，ロ

ボットの周囲360°を一定の角度ごとで分け，角度ごとに

おける二次元水平面上の距離データを並べた距離データ

列としてセンサ情報を取り扱い，第4図に示すように統合

した。ここで，各センサ情報を統合するために，以下の

ような処理を行った。

（1）ステレオカメラ：三次元距離画像を二次元に投影変

換し距離データ列を作成

（2）超音波センサ：一次元の距離情報に検出範囲・角度

情報を付加し，距離データ列として作成

（3）すべてのセンサ：ロボット中心からの距離データ列

に変換，また各センサの最新データを比較し，障害

物までの距離が最短なデータを採用して統合

その結果，空間分解能・サンプリングタイムの差異を

吸収して障害物との位置関係を取得することができ，ま

た各センサの情報を統一することによって，センサの種

類や数の増減を考慮した冗長性をもった障害物検出を可

能としている。

〔2〕障害物適応型回避アルゴリズム

従来の障害物回避機能では，障害物との距離を一定に

保つように回避するアルゴリズムが一般的であった。し

かしながら，扉やエレベータなどの狭い通路では壁を障

害物と判断し通過できなかったり，目的地や走行経路が

壁際である場合には目的地に接近できないなどの問題が

サごとに切り替えて（1）～（5）式を計算することによ

り，結果として，複数のセンサ情報を融合し，ばらつき

のあるセンサ情報からより確からしい情報を求めている

（第3図）。

〔2〕走行実験

本システム（第2図）において，容易に外界センサの変

更・追加を行うため，拡張カルマンフィルタに用いるラ

ンドマーク情報の形式を統一し，センサの特性に応じた

センサモデルを構築した。本システムの検証のため，第1

図のロボットに実装し，照明条件，床面の状態などが変

化する環境での走行実験を行った。

今回は，外界センサの検出対象であるランドマークと

して，一定高の壁のラインと人工の天井マークを用い，そ

れぞれを走査型レーザレンジファインダと天井向けカメ

ラを用いて抽出し，地図の情報と照合した。

従来の壁のライン，もしくは，天井マークから得られ

た情報のどちらか一方で自己位置認識を行う方法に比べ

て，位置認識精度が±200 mmより±140 mmへと向上し

た。走行環境が変化する状況で精度が向上したことより，

考案したアルゴリズムによる耐環境性向上が確認できた。

これにより，安全に移動できる環境範囲の拡大が見込め

る。

3.2 障害物回避

次に障害物回避について述べる。前述したように，さ

まざまな環境を考慮するために，複数のセンサから得ら

れた距離情報を統合する方法と，統合された距離情報と

地図に存在する障害物情報を用いた障害物回避アルゴリ

ズムについて述べる。

〔1〕複数のセンサによる障害物検出

移動ロボットは，ロボット周辺の障害物との位置関係

（距離と角度）をセンサ情報より取得し，ロボットの進行

を妨げる物体を障害物として判断する。一般に障害物検

出の問題として，以下の4点が挙げられる。

センサ値 センサ値 

センサB 
（誤差大） センサB

融合結果 

センサA
センサA 
（誤差小） 

＜各センサ確率モデル＞ ＜融合後＞ 

確率 確率 

第3図 センサ情報の融合

Fig. 3 Fusion of sensor data

各角度での最短距離データを統合センサの検出データとする 

情報統合 

取り付け位置補正 
検出角補正 

取り付け位置補正 二次元距離データ投影変換 

変換 変換 変換 

ロボット ロボット ロボット 検出範囲 検出範囲 

ステレオカメラ 超音波センサ レーザレンジファインダ 

第4図 距離情報の統合

Fig. 4 Integration of distance data

ロボット特集：自律移動ロボットの安全な移動技術の開発
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あった。たとえば，バリアフリー新法 4) で定められた最

低通路幅800 mm以上（エレベータの出入り口）を走行す

る場合などである。

そこで，地図上で既に認識している壁などの障害物の

種類によって，回避距離を変更するアルゴリズムを開発

した。さらに，現実の世界とロボットがもつ地図との誤

差のために，障害物の種類を誤認識し，それに伴う回避

距離の急激な変化によって，ロボットが停止する問題に

対応した。

以下に，回避アルゴリズムを示し，そのフローを第5図

に示す。

Step.0：地図上に存在する（既知）障害物と存在しない

（未知）障害物を判別し，その情報を距離データ

列に付加する。

Step.1：距離データ列からStep.0で示した障害物ごとに設

定した回避距離を考慮し，ロボットが通過でき

る進行方向を検索する。

Step.2：最もロボットに近い障害物までの位置をStep.0で

示した障害物ごとに取得する。

Step.3：Step.1において検索した結果，どの方向にも進行

できなければ速度を0とし，Step.0へ。また，回

避の必要性を判断し，必要な場合は，Step.4へ。

必要でない場合は，そのまま進行する。

Step.4：Step.2において取得した障害物までの位置を参考

にしながら，Step.1で得られた進行方向のうち，

最も目的地に近い方向へ進行する。このとき，

旋回角度によって進行速度を変更し回避しやす

く制御する。

Step.4において，Step.2で取得した位置情報を利用し，障

害物との距離による回避動作を変更することで，現実世

界と地図との誤差による急激な回避距離の変化が起きる

場合でも停止せずに移動することができた。

このアルゴリズムによって，地図上にある壁の際まで

近づき，未知の障害物を回避できるため，ロボットの幅

600 mmに対して，800 mmの狭い通路を通過できた。

従来，ロボットのソフトウェアはアプリケーションご

とに固有の構成になっており，類似のアプリケーション

であってもソフトウェア変更時の開発コストや品質保証

が課題となっていた。

さらに，今回，開発した自律移動技術では，さまざま

な環境に柔軟に対応すべく，モータなどのアクチュエー

タやセンサといったさまざまなデバイスの追加・変更を

可能とする拡張性と，取得する環境情報を欠落させない

冗長性をもたせる必要があった。

そこで，本システムでは，デバイスの追加・変更や情

報の増加による一部のソフトウェアの変更がシステム全

体へ影響を及ぼさないようにロボットプラットフォーム 5)

を開発し適用した。

このように柔軟な対応が可能になることによって，ア

プリケーションの変更にも容易に対応でき，開発コスト

削減にも目処（めど）を立てることができた。

社内フロア通路約120 mの走行実験を実施した。従来

方法では，配線モールを乗り越えて走行する際にデッド

レコニングの情報に誤差が発生して，自己位置を見失い，

目標地点に到達できなかった。しかし，本方式ではデッ

ドレコニングの情報を修正し，かつ途中書棚，椅子（い

す），植栽などの静止障害物や，人などの複数の動的障害

物を回避し，走行できることを確認した。また，カメラ

の認識精度の低下が発生する薄暗い環境の通過や，車輪

の滑りが生じる配線モール，フロアマット，リノリウム

などの床材質の違いなどの外的環境変化があっても，目

step.0

step.1

step.2

step.3

step.4

障害物の情報を距離データ列に付加 

ロボットが通過可能な進行方向の検索 

進行方向の変更 進行方向の維持 停止 

進行速度の変更 進行速度を維持 

step.0で最も近い障害物の位置を取得 

通過可能な進行方向の決定 
（回避の判断） 

旋回角度を考慮した進行速度の変更 

回避必要 回避不可 回避不要 

必要 
不要 

第5図 障害物回避アルゴリズム

Fig. 5 Obstacle avoidance algorithm

第6図 実証実験

Fig. 6 Appearance experiment

5. 実環境での検証

4. ロボットプラットフォームの適用



著者紹介標地点への到達位置精度（±150 mm）を確保することが

できた。第6図に，検証の様子を示す。

本稿では，自律移動ロボットが安全に移動するための

技術に関して，使用するセンサの特性を基にしたセンサ

の情報の統一，およびその処理方法の工夫と，フィール

ドテストによる安全性の実証により，より実践的な技術

開発について述べた。

しかしながら，商品化を実現するためには，位置認識

の精度向上や動的障害物の回避，さらに幅広い利用環境

に適応できるよう個々のセンシング性能の向上が必要で

ある。また，ロボット単位だけでなく，環境に設置され

たセンサなどと連携させることでより高い安全性を確保

することも必要である。
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