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�詳細な環境情報を含まないトポロジーマップによる大域ナビゲーション �
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� はじめに

東北大学永谷研究室では，これまで，フィールドロボッ

ト研究の一環として，移動ロボットによる屋外遊歩道の自

律走行を目指す「つくばチャレンジ����」に参加してきた．

����年度のつくばチャレンジでは，街路樹を利用した位置

推定を中心に，また，����年度のチャレンジでは，移動障

害物に対処するソフトウエアを実装し，共に，予選走行は

クリアした���．しかしながら，本走行時，主に開発時間

の遅れから，完走に至ることができなかった．そこで，本

年度も，引き続き，つくばチャレンジに参加し，屋外移動

ロボットの自律化に関する研究開発を進めることとした．

����年度のつくばチャレンジにおいて指定されたコー

スは、一般的な遊歩道の他に，木々の葉に空を覆われた道

や，障害物の少ないオープンスペースがあり，さらに，人

や自転車の移動により環境が変動する．そこで，筆者ら

は，環境情報を用いた位置推定にあまり頼らない，最小限

のトポロジカルな地図情報を元にした，ナビゲーション手

法を実装する予定である．具体的には，経路走行時には，

三次元距離センサを用いて障害物を回避する局所経路計画

を行い，交差点等にて，�	
情報，方位センサを利用した

経路設定を行う．

本稿では，本年度利用するロボットならびに，ナビゲー

ション手法の紹介と，現在の実装の進捗状況を概説する．

� ロボットプラットフォームの紹介

��� ロボットの筐体

まず，筆者らが利用するロボットについて簡単に紹介する．

このチャレンジで利用するロボットプラットフォームに

は，広域の屋外移動を目的とした移動ロボット「�������」

を利用する（�����参照）．このロボットは，�輪駆動タイ

プで，ステアリングで操舵を行うものである．また，ロ

���� �� ���������� ����� �����  ������� 

ボットの中心にロッカーリンクを通すことで，段差乗り越

え能力の向上を図っている．ステアリング操舵用のモー

タと駆動輪用のモータには，!�"の#�$%&ブラシレス

�'モータを使用している．制御用の	'には，(��� �)%#

*��+����� ,!-� �����./（0�1 '���）を搭載した．

��� 搭載する各種センサ

筆者らの研究室では，これまで，レスキューロボットに

よる被災環境情報獲得のための三次元距離センサを構築し

てきた．これは，二次元距離センサを斜めに設置したテー

ブルを旋回させることで，三次元距離情報を獲得するもの

である．昨年度，このセンサテーブルにロータリコネクタ

を利用し，このテーブルを高速回転させることで，精度

は粗いが，高速に環境情報を獲得することが可能なセン

サを構築した���．これにより，短時間で，移動障害物を

三次元的に認識することが可能となる．本チャレンジで

は，�������に，このセンサを搭載することで，移動障害

物にも対応できる三次元環境情報の取得を目指す．また，

ロボットの姿勢角を検出するための-軸ジャイロスコープ

ならびに，-軸加速度センサ，グローバル位置を取得する

�	
，方位計も搭載する．
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 ナビゲーション動作戦略

-�� グローバル動作計画

本チャレンジでは，昨年度と同様，トポロジーで表現さ

れたマップを用いて大域ナビゲーション行う．本チャレ

ンジのコースを，一鎖のトポロジーで定義・表現したもの

を，トポロジカルステージと呼び，����-に示す．トポロ

ジカルステージは，ノードと曲線から成り，各曲線をス

テージと呼ぶ．各ノードは，交差点または，次の経路への

乗り換え点であり，ここで走行方向の変更を行う．各ス

テージは，経路を示し，各ステージでは，後述する障害物

を回避する経路計画を行う．

-�� ローカル動作：障害物回避を含むナビゲーション

本チャレンジでは，各ステージにおいて，左側（右側）

に壁があれば左壁（右壁）沿いに障害物回避を加えたナビ

ゲーションを行い，オープンスペースであれば，オドメト

リの目標値を目指しながら障害物を回避するナビゲーショ

ンを行う．このナビゲーション手法では，ロボットが厳密

な自己位置推定を必要とせず，ロバストに障害物を回避し

ながら走行することが可能である．

ステージにおける，具体的なナビゲーション戦略を，����-

を利用しながら説明する．ステージの出発点にローカル座

標系を設定し，上方にローカルゴールラインを設定し，ロ

ボットの進行方向を図の上向きと定義する．また，ロボッ

トの周囲には，センサの到達範囲を考慮したスキャンボッ

クスを定義する．スキャンボックスの上方には，ローカル

ゴールを線分で定義し，ロボットの現在位置を初期位置，

ローカルゴールを目的地とした経路探索を逐次行う．な

お，この経路探索には，目標線分を用いた二次元距離変換

2�0 ����1�+� ��1��3��� 3�� �1���� ��� �������4 �-�を利用す

る．ローカル経路計画については，昨年度のつくばチャレ

ンジで我々のグループが開発した手法を基本的に踏襲した．
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! ロボットのステイタス表示システム

試走会等で，ロボットのステータスを確認するため，前

述の三次元距離センサから取得した情報を基に，ロボット周

辺の-次元環境ならびに，計画した経路情報をロボット上に

搭載したラップトップ	'に表示する�7(を，現在構築中で

ある．-次元環境の表現には，0����1 ��51���� #1*20�#4

を用いる．0�#とは，数値標高モデルのことであり，対

象の領域をグリッドに分割し，それぞれのグリッドに高さ

情報を持たせることで，三次元環境を疑似的に再現する．

これにより，効率的なデバッグが進むことが期待できる．

" おわりに

本稿では，「つくばチャレンジ����」での完走を目指し，

ナビゲーション動作戦略と現在の進度状況をレポートした．

この動作戦略の特徴は，トポロジーによる記述で経路が指

定されているため経路記述が容易であるという点，また，

人が存在する環境に対処するため，経路追従において障害

物回避動作を主とした点である．今後は，本稿で示した動

作戦略を，順次�������上に実装し，試走会において動作

の確認を行い，つくばチャレンジ本番での完走を目指す．
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