サイズの異なる 2 台の移動ロボットの協調動作による
小物体の運搬動作の実現

Achievement of an Operation in which a small object is transported by the cooperated operation
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In this research, we aim to realize a cooperative motion for two dierent size of mobile robots. A role of the
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はじめに

通常，ロボットはそのサイズに応じて得意とするタスクが異
なる．たとえばロボットが小型ならば，狭い場所に侵入するこ
とが可能であり，大型ならば，長距離移動に有利である．そこ
で、大小２台のロボットの協調動作を行うことで、単独のロボッ
トの動作には無い様々なメリットを生み出すと考えられる．
複数ロボットの協調に関する研究には，ロボット一台では，
「他
運ぶことのできない大型物体の協調搬送の研究 (1) 〜 (3) や，
のロボットとの情報の共有」を利用した，複数移動ロボットに
よる環境地図の構成に関する研究 (4) がある．しかし，ロボット
のサイズ差によって作業分担をしつつ，協調動作を行うという
研究は見受けられない．
そこで本研究では，
「 棚の上など高所にある物体を、別の場所
に運搬する」という動作を、サイズの異なる 2 台のロボットに
より行うこととした．これにより，小型と大型の両方のロボッ
トのメリットを生かした協調動作の利点や問題点を，実験的ア
プローチで検証する．

2 目標動作の設計
2.1 目標とする動作の設定と前提条件
本研究では，目標とする動作を，
「 サイズの異なる 2 台のロ
ボットが協調し，高い棚の上の物体の獲得してそれを別の場所
まで運搬する動作」と設定した．この目標動作の前提条件とし
て， 対象となる棚などの位置は既知のものとする．また，対象
物は棚の縁近くではなく比較的奥にあるものとする．

2.2

動作設計

設定した目標動作を実現するため，小型ロボットには，
「 棚の
上を走行し物体を獲得する動作」を，大型ロボットには，
「 小型
ロボットを棚の上に持ち上げる動作」，並びに「小型ロボットと
物体を棚から別の場所へ運ぶ動作」を行わせることとした．こ
れにより，以下のメリットが生まれる．

1.

棚の上の広い範囲で，物体を獲得することが可能
マニピュレータによって作業を行う場合，ベースロボット
からハンドが離れられないため，物体の獲得できる範囲が
マニピュレータのサイズによって決まる．しかしながら独
立したロボットならば．単体で走行できるため，物体が棚
の端からかなり遠くにあったとしても，それを獲得してく
ることが可能になる．また，棚の上で小回りが利くという
メリットもある．

2.

周囲にあたえる危険の低減
ロボットが小型であることで，周囲にあたえる危険を少な
くすることができる．

目標動作は，大きく分けて対象物の獲得を行う部分と，対象
物の目標地点への設置を行う部分とに分けることができる．し
かしこれらの動作は，大型ロボットが小型ロボットを棚の上に
運搬する動作と，小型ロボットが棚の上での対象物の運搬を行
う動作の組み合わせという点で共通である．そこで本研究では，
特に前半部分の対象物の獲得を行う部分に着目する．この動作
を実現するために必要な要素として主に，

1.

小型ロボットを棚の上まで運搬する動作

2.

対象物の位置認識と小型ロボットの経路計画

が挙げられる．

3 小型ロボット を棚の上まで運搬する動作
3.1 動作の概要
本研究では，図 1 に示すようなパンタグラフ機構を利用する
ことにより，小型ロボットの乗っている台の高さを棚の高さに
合わせて，小型ロボットを棚の上に上げることとした．
なお，棚の高さは既知ではないため，大型ロボットに取り付
けたセンサにより，その情報を得ることが必要となる．具体的
な手法としては，高さを調節できるパンタグラフ台の前方に距
離センサを取り付け，徐々にパンタグラフ台を上昇させつつ距
離データを逐一獲得し，距離データの値が大幅に変化するとこ
ろを棚の高さと認識することとした．

3.2

パンタグラフ機構搭載ロボット「

Pan」

本研究では，大型ロボットとして、本研究室の大野が製作し
たパンタグラフ機構を有する車輪移動ロボット「 Pan 」を利用
「 Pan 」は独立二輪型であり，任意の経
することとした (図 2)．
路の追従走行や，その場での回転を行うことが可能である．ま
たパンタグラフ機構により，自身の上部の平面台の高さを初期
状態の 60cm] から最高 160 cm] まで変化させる能力を持って
いる．この平面台の上に小型ロボットを乗せることにより，小
型ロボットを高所に持ち上げることが可能となる．ただし，パ
ンタグラフ台の最大積載量は 4.0kg] なので，小型ロボットは軽
量である必要がある．なお，棚の高さに合わせるための距離セ
ンサは今後搭載予定である．
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4 小型ロボット の経路計画と対象物の把持
4.1 ハンド 搭載車輪小型移動ロボット
本研究では，対象物把持を行う小型ロボットとして，前方部
にロボットハンドを搭載した小型ロボットを製作した (図 3)．こ
のロボットは独立 2 輪型であり，任意の経路の追従走行や，そ
の場での旋回をおこなうことが可能である．また意志決定を行
うコントローラには，SHARP 製の PDA「 Zaurus 」，モータ制
御コントローラに日立製のマイコン「 H8S/2633 」，さらに自作
のモータド ライバを搭載した．
この Zaurus,H8S/2633 には，本研究で開発した，車輪型移
動ロボット用走行制御ソフトウェア「 NAK-kit 」が組み込まれ
ている．これは，本研究室で入江 (5) によって整備された車輪
型移動ロボット用走行制御ソフトウェア「 Mon-kit 」を参考にし
て，Zaurus 上で実行できる走行コマンド 群を整備したものであ
る．この走行コマンド を利用することで，ロボットを任意の経
路で追従走行させることが可能である．なお，走行プログラム
の実行ファイルの作成は，Linux PC を利用したクロスコンパ
イルにより行う．

4.2 USB カメラを用いた目標物体の発見と位置情報の送信
目標動作実現のためには，対象物の位置情報ならびに自己位
置情報を獲得するシステムが必要になる．そこで本研究では，大
型ロボットの USB カメラを用いて，画像情報を獲得し ，これ
を処理することで目標対象物ならびに小型移動ロボットの位置
を算出することとした．この結果は TCP/IP 通信を用いて小型
移動ロボットに送信される．対象物の位置情報を受け取った小
型移動ロボットは，その情報を元に対象物の経路計画を作成し，
それを実行して対象物を把持し，元の位置まで帰還する．

4.3

基礎実験

上述の動作を行うため，大型ロボット上でなく机上に設置し

た

USB カメラを用いた小型移動ロボットの実験を行った．実

験の概観を図 4 に示す．この実験では，USB カメラ，小型移動
ロボットの位置姿勢はオド メトリを用いて獲得するものとする．
また色判別により対象物の認識を行い，二値化を行うことで，な
お画像中の対象物の位置を割り出すことが可能となる．画像中
の対象物の位置から実空間へのマッピングは，Tsai のキャリブ
レーション手法を利用する．
動作結果より，ロボットの初期姿勢と対象物がほぼ同じ直線
上にある場合，対象物の手前での停止，把持を行うことができた
が，遠くになるに従って，成功率が低下した．また，L 字走行を
行った後に把持動作を行わせたところ，把持は成功しなかった．
この原因は，Tsai のキャリブレーションによる対象物の位
置誤差と，オド メトリによるロボットの自己位置推定の誤差が
影響していると考えられる．したがって，視覚等による小型ロ
ボットの自己位置推定は，必須であるといえる．

5

まとめと今後の課題
本研究では，二台のロボットがそのサイズ差によって作業分
担をしながら , 協調動作を行うことによりタスクを効率良く実現
することを目指し ,「棚の上などの高所にある物体を獲得し，そ
れを別の机の上まで運搬する」という動作の設計を行った．
また基礎実験として行った USB カメラによる小型移動ロボッ
トの対象物獲得実験では，対象物の位置誤差やロボットの自己
位置推定誤差などにより，対象物の位置情報のやり取りを行う
だけでは，対象物の獲得が困難であることが確認された．そこ
で，今後の課題として，小型移動ロボットに点滅する LED を
搭載し，背景差分法を利用することで，大型ロボットに搭載し
た USB カメラを使った小型移動ロボットの自己位置の修正を
考えている．また，全体の動作を統合し，目標動作を実現する
予定である．
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