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When an active volcano erupts, it is expected for tele-operated robots to observe its
condition in restricted area, remotely. However, the target environment includes slopes made
by loose soil, and it has a potential to fail a traversal on such fields. To relieve the problem, in
this study, two approaches are presented for a multi-D.O.F. tracked vehicle. The first one is a
contact angle control of tracks with changing configuration of the robot. The second approach
is to use T-shaped Grousers instead of usual I-shaped them. They have lugs in both longitudinal
and lateral directions to reduce the side-slip. In this paper, we model the target robot, called
Elf, and evaluate our two methods based on the field and indoor experiments.
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1. 緒 言

日本は，数多くの火山を有する火山大国である．現
在，日本国内に 110もの活火山が存在しており，これ
までにも，火山噴火により発生する火砕流や，降灰と
降雨により発生する土石流といった自然災害によって，
周辺地域に甚大な被害がもたらされてきた(1)．そのた
め，火山噴火による危機回避のために，噴火予測や住
民の避難計画の策定を行う上で，活動中の火山監視を
行うことは，非常に重要である．しかしながら，火山
噴火が活発になり，噴火警戒レベルが高くなると，周
囲数 kmが立ち入り禁止となるため，事前に設置した
観測装置が噴火等により故障した場合は，得られる情
報に制限が生じる可能性がある．また，火山噴火が終
息した後も，土石流などの災害が懸念され，一般に人
の立ち入りが長期にわたり禁止される．このような背
景の下，立ち入り禁止区域内における移動ロボットに
よる火山探査・観測の実現が期待されている．
そこで，我々の研究グループでは，不整地移動ロボッ
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Fig. 1 Mobile robot in rough terrain ”Quince”

ト Quinceや TrackWalkerを用いて，浅間山や三原山
などの活火山にて走行試験を行ってきた(2)(3)．これら
の走行試験では，軟弱地盤走行を想定し，複数の突起
（ラグ）をこれらのロボットのクローラに取り付ける
ことで，砂利で覆われた火山環境において高い走破性
能を発揮した (図 1)．しかしながら，Quinceが斜面走
行している際に幾つかの問題が発生した．まず，斜面
横断（等高線方向に走行）中，横滑りや進行方向の急
激な変化といった問題が生じた．例えば，浅間山での



走行試験において，Quinceが斜度 30度の斜面を横断
走行したとき，斜面下向きに絶えず横滑りを起こした
ため，目標経路を追従することが困難であった．また，
斜面を直登（最大傾斜方向に走行）中に，クローラの
一部が地面を深くえぐり，走行不能になるといった問
題も生じた．
以上より，軟弱地盤が広範囲に存在する火山におけ
る探査を地表面移動して行うロボットには，高い斜面
走行能力を有している必要があることがわかる．その
ため，特に火山探査を行う移動ロボットに関して，斜
面走行性能の研究を行うことは非常に重要である．
これまでにも，斜面横断走行性能に関する研究とし
て，いくつかの報告がなされてきた．Wettergreenらは
車輪型移動ロボットを用いて，車輪を昇降させて斜面
横断時に，横滑りを低減できることを実験的に示した
(4)．Inotsumeらは，斜面横断時における車輪型移動ロ
ボットのモデル化と横滑りの低減要因の検討を行い，
その要因として挙げられる車輪接地角の変化と重心位
置の変化のうち，車輪接地角の変化が支配的であるこ
とを報告した(5)．上述の通り，これまでの斜面走行に
関する研究の多くは，対象環境が月などの地球外環境
を想定していたため，走行効率や機構の簡略化等から
走行機構として車輪が選ばれてきた．
これに対し，対象が地球上の火山などの広範囲不整
地環境では，一般に車輪よりも不整地走破性能は高い
とされるクローラを有するロボットが適している．し
かしながら，クローラ型移動ロボットに関して，接地
角を変化させた際の斜面横断性能を定量的に検証した
例は見受けられない(7)．
一方，車輪型移動ロボットが軟弱地盤を走行する際
に，ラグの長さや個数を最適化することで，走行性能
が向上することが知られている(8)．しかしながら，ラ
グの長さや個数の変化させた際の走行性能の評価が行
われてきた一方で，ラグの形状を変化させて軟弱地盤
上で走行性能を評価した報告は多くない(9)．
そこで，本研究では，斜面に対してクローラの接地
角を変化させた際の斜面横断性能を検証すると共に，
進行方向及び横滑り方向に垂直なラグ (以下，T型ラ
グ)をクローラに取り付け，斜面横断時における走行
性能の評価を行うこととした．
本稿では，まず，本研究で用いる移動ロボットにつ
いて説明する．次に，斜面横断時おけるクローラに働
く力を示した後，接地角変化および T型ラグの利用に
よる斜面横断走行性能の向上手法について説明する．
最後に，走行実験とその結果を示し，結果に対する考
察を行う．

Fig. 2 Mobile robot in rough terrain ”Elf”

Fig. 3 Oscillation and rotation

2. 制 御 対 象

本研究では，図 2 に示す移動ロボット”Elf”を制御
対象とした．Elfは，火山等の軟弱地盤走行を想定し，
筆者の所属する研究室で開発されたクローラ型移動ロ
ボットであり，6つのクローラから構成され，合計 11
自由度を有している(6)．ロボットの中心にある２つの
クローラ（以下，メインクローラ）は，クローラ間の
スライド機構が動作 (昇降動作)することにより，上下
方向にメインクローラ間の相対位置を変更することが
できる．また，前後左右にある 4つのクローラ（以下，
サブクローラ）は，メインクローラと 2自由度のリン
ク機構で接続されているため，姿勢を変えずに位置を
変化させる揺動動作ならびに姿勢を変化させる回転動
作を同時に行うことが可能である (図 3)．斜面が一様
である場合，上述の昇降動作，揺動動作を行うことに
より，Elfは，図 4に示すように，クローラの接地角
を変化させることができる．なお，各クローラには，
進行方向に対して垂直に長さ 5 cmのラグを取り付け
ている．Elfの諸元を表 1に示す．

Elfには，内界センサとして，３軸ジャイロセンサ，
3軸加速度センサおよび 11自由度分の各駆動モータに
エンコーダが搭載されている．ロボットの姿勢（ロー
ル角,ピッチ角,ヨー角）は，３軸ジャイロセンサおよ
び 3軸加速度センサから推定する．



Fig. 4 Normal/Leveled configutaion

Table 1 Specification of ”Elf”

Length max 1490 [mm]

Width 630 [mm]

Height 236 [mm]

Weight 48 [kg]

Main-track
699 [mm]× 120 [mm]× 136 [mm]

(L×W× H)

Sub-track
452 [mm]× 120 [mm]× 136 [mm]

(L×W× H)

3. 斜面横断時の静力学モデル

図 5に，斜度 α の斜面に沿って，横断走行する移
動ロボットの力学モデルを示す．ロボットのロール角
θroll は，重力加速度方向を 0 degとし，クローラの接
地角 ϕ は，斜面とクローラがなす角とする．図 5の場
合，接地角 ϕ が 0degで斜度 α の斜面にロボットを接
地させているため，θroll = α となる．接地角と斜度，
ロボットのロール角の関係を式 (1)に示す．

α = θroll +ϕ (1)

ロボットには，ロボット自身の質量による重力W が
働く．また，その反力として，各クローラには Fiが働
く．ここで，iはクローラの番号である．Fi は成分と
して，y方向の抗力 Fyi（以下横滑り抗力），z方向に
垂直抗力 Fzi を持つ．
ロボットが斜面上で静止している場合，以下の数式

が成り立つ．

WWW =
6

∑
i=1

FFF i (2)

一般に，横滑り抵抗は，クローラ表面と地面間に生
じる摩擦である．ロボット質量による重力W が，y方
向に働く力W sinα が Fyi よりも大きくなった場合に，
横滑りが生じる．

Fig. 5 Normal contact

Fig. 6 Leveled contact

4. 能動接地角制御による斜面横断性能の向上手法

Inotsumeらは，車輪の接地角を変化させることで，
斜面横断性能の向上(5)ことを報告した．クローラ型移
動ロボットでも同様に，クローラの接地角を制御する
ことで，斜面横断性能の向上を図る．

4·1 接地角変化時における力学モデル 図 6に，
接地角を変化させた状態のロボットに働く力を示す．
図 5と同様に，静止座標系は，斜面法線方向に z軸，
斜面方向に y軸をとる．また，静止座標系をロボット
のロール角だけ回転させたロボット座標系を定義する．
クローラの接地角が ϕ のとき，ロボットに働く力は，
y方向にWsin(α −ϕ)，z方向にWcos(α −ϕ)となる．
各クローラが地面から受ける力は，垂直抗力 Fiz と横
滑り抗力 Fiyである．

4·2 制御手法 ロボットは，斜面走行中に斜面
の実際の斜度を知ることは，測域センサ等を用いて環
境を認識しない限り困難である．また，接地角とは軟
弱砂利斜面とクローラとの相互作用によるものであり，
クローラの接地角を計測することも難しい．一方で，
走行中であってもロボットに搭載されたジャイロセン
サや加速度センサから，ロボットの姿勢を推定するこ
とは可能である．式 (1)において，外界センサを用い
ない場合，ロール角 θroll は推定可能である一方，斜度
α および接地角 ϕ を知ることはできない．
そこで，ロボットの姿勢を変化させることでロール



角 θrollを制御することにより，接地角ϕと斜度αを等
しくさせることを考える．(1)式より，ロボットのロー
ル角 θroll = 0のとき，ϕ = αとなる．よって，θroll = 0
となるように，メインクローラの昇降動作とサブク
ローラを揺動動作を制御する．
メインクローラの昇降に関しては，ロール角 θrollを
入力とし，昇降速度を出力とした PID制御を実行する．
また，各クローラを均等に接地させるため，揺動動作
によるサブクローラの上下方向の変位量は，メインク
ローラの昇降部の変位量と同じにする必要がある．こ
の動作を実現するために，揺動動作はメインクローラ
の昇降変位と同期させる．

5. T型ラグの利用による斜面横断性能の向上手法

4章では，接地角変化による斜面横断性能の向上手
法に関して説明した．ロール角 θroll を 0degに維持す
るとこで，接地角を斜度と等しくなり，横滑りの低減
が期待できる．しかしながら，これまでの研究により，
車輪型移動ロボットでは，接地角変化を行った場合に
ついても，走行する斜面によって一定の横滑りが発生
することが確認されている(10)．これは，斜度が大き
くなるに従い，斜面表面の土壌が崩れやすくなるため，
移動機構が接地している土壌が斜面下方向に崩壊する
ことが原因であると考えられている．
同様の問題は，斜面を直登する場合にも存在する．
斜面直登時には，斜度に応じて，斜面と平行に下方向
へ働く力が大きくなる．その結果，斜面表面とロボッ
トの接地している箇所の間に働く摩擦力が大きくなり，
斜面が崩れることで，スリップを生じる．この問題の
対策として，軟弱地盤を走行する多くの車輪/クロー
ラ型移動ロボットには，ラグが取り付けらている．
一方で，斜面横断走行時の発生する横滑りに対して，

4章で述べた姿勢変化による横滑りの低減を試みてい
る研究はあるが，ラグの形状を変化させている研究は
見受けられない．そこで，本研究では，クローラの接
地角変化に加えて，横滑り方向に垂直にラグ (図 7)を
取り付けることにより，同情から支持力を得る手法の
検証を行うこととした．
ただし，対向型のクローラは，旋回時に横滑りを生
じながら回転するが，進行方向と平行にラグを取り付
けることにより，旋回時にラグが大きな抵抗になる．
そこで，本研究では，ロボットは信地旋回をしないこ
ととする．
ラグは長さ 10 cm×高さ 5 cmの硬質ゴムを T型に
なるよう構成したものを，メインクローラ部のみに取
り付けた．サブクローラも含めたすべてのクローラに，
T型ラグを取り付けると，旋回性能が著しく低下する

Fig. 7 T-shaped grouser

Fig. 8 Grousers locus

ことが予想されたため，サブクローラ部には，通常の
ラグを取り付けることとした．まだ，T型ラグに関し
て，進行方向と垂直なラグは，クローラベルトが回転
した際もクローラ本体との相対距離が変わることはな
い．一方で，進行方向と平行なラグは，図 8に示すよ
うに，クローラの円弧の部位では，クローラ本体との
相対距離が変化する．そのため，T型ラグの進行方向
と垂直なラグ部のみ，クローラベルトに固定すること
とした．

6. 実 験

6·1 評価指標 軟弱斜面の横断走行性能の評価
指標の一つとして，スリップ角がある．スリップ角と
は，ロボットの目標進行方向と，実際の進行方向がな
す角のことである．目標方向の速度を vx，目標方向と
垂直な方向の速度を vyとした時，スリップ角 β は，次
式で定義される．

β = tan−1 vy

vx
(3)

β は，斜面横断時におけるロボットの横滑り量の度
合いを示した数値であり，β が小さいほど，走行する
斜面に対して，ロボットの走行性能が高いと言える．



Fig. 9 Experimental field

なお，本試験では，移動ロボットの移動量を逐次的に
計測する装置がなかったため，ロボットの走行開始地
点から走行終了地点までの x方向および y方向の移動
量 (lx, ly)を用いて，次式で定義する平均スリップ角 β
を評価指標とすることとした．

β = tan−1 ly
lx

(4)

6·2 模擬斜面における走行試験 クローラの接
地角制御および T型ラグが横滑りに与える影響を評価
するため，軟弱砂利斜面フィールドを構築し，”Elf”を
用いて斜面走行試験を行った．
軟弱砂利斜面は，土木研究所内の無人化建機の遠隔
操作実験場内に，関東ローム層を斜面形状に締め固め，
砕石で覆い，その表面をならすことで構築した．構築
した斜面は，長さ 5m×幅 3[m]，斜度約 20度，砕石
の粒径は 2～10 cmである (図 9)．
接地角制御およびラグ形状に関して，以下の条件で
走行試験を行った．ロボットの目標走行速度は 10cm/s
に設定し，試験は各条件につき 3回，計 12回行った．
(1) 接地角制御なし，T型ラグなし
(2) 接地角制御なし，T型ラグあり
(3) 接地角制御あり，T型ラグなし
(4) 接地角制御あり，T型ラグあり
なお，斜面横断走行性能の評価指標にスリップ角を
用いる場合，斜面下方向への移動が，横滑りによるも
のか，ロボットの進行方向の変化によるものか判断す
ることはできない．そこで，本試験では，ロボットの
進行方向が一定となるように，左右のクローラの回転
数を制御することで，進行方向の変化による横滑り量
の影響を取り除いた．

6·3 実験結果 図 10に，移動距離から計算した
平均スリップ角を示す．また，図 11に走行中のロボッ
トのロール角および旋回角（ヨー角）の変動を示す．

Fig. 10 Experimental results(slip angle)

(a) Roll Angle

(b) Yaw Angle

Fig. 11 Experimental results(robot posture)

図 11(a)では，接地角制御を行っている場合，ロボッ
トのロール角は，多少振動しているがほぼ 0 degに保
たている．このことから，接地角制御により，クロー
ラの接地角は斜面の斜度と，同じ値を維持しているこ
とがわかる．一方で，接地角制御を行っていない場合，
ロール角は，斜面の斜度になっている．また，接地角制
御の有無にかかわらず，ロボットのヨー角もほぼ 0deg
に保たれており，走行後に計測した y軸方向への移動



Fig. 12 Grousers on the slope

量のほとんどは，横滑りに生じたものであると言える．
接地角制御を行っていない条件 (1,2)に対し，接地
角を制御している条件 (3,4)では，平均スリップ角が
小さくなる傾向があった．しかしながら，条件 (3,4)の
走行中に，平均スリップ角は条件 (1,2)とほぼ同等の
数値になることがあった．これは，接地角制御により
エッジを立てたラグが，砕石の上を走行する際に，接
地が局所的になることでロボットを支える摩擦力を得
ることができずに，横に滑り落ちたことが原因と考え
られる．
一方で，T型ラグの利用による，横滑りの減少は認
められなかった．締め固められた関東ローム層や斜面
の粒径に対して，ロボットの重量が比較的軽かったた
め，図 12に示すように，ラグが土壌に十分に刺さらず．
その結果，土壌から支持力を得ることができなかった
ことが原因であると考えられる．

7. 結 言

本研究では，接地角制御および T型ラグの利用によ
る軟弱砂利斜面における横断走行性能を評価した．ク
ローラの接地角を制御することにより，横断走行性能
の向上がみられた．一方で，進行方向および横滑り方
向に垂直にラグを取り付けた T 型ラグを利用した場
合，本研究で行った斜面横断走行試験において，斜面
横断性能は向上しないことを確認した．
今後は，複数の斜度や粒径において走行試験を行い，
接地角変化およびラグ形状が，斜面走行性能に与える
影響を検証する予定である．
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