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学術・技術論文

協調ポジショニングシステムの研究
|CPS{IIIを用いた自動清掃ロボットシステムの開発|

倉　爪　　　亮�1 広　瀬　茂　男�1 岩　崎　倫　三�2

長　田　茂　美�3 指　田　直　毅�3

Study on Cooperative Positioning System

|Development of Cleaning Robot System with CPS{III|

Ryo Kurazume�1, Shigeo Hirose�1, Tomomitsu Iwasaki�2,

Shigemi Nagata�3 and Naoki Sashida�3

Several position identi�cation methods have been used for mobile robots. Dead reckoning is a popular method, but

is not reliable for measurement over long distances especially on uneven surfaces due to the accumulation error of

wheel diameter and slippage. The landmark method, which estimates current position relative to landmarks, cannot

be used in an uncharted environment. We have proposed a new method called \Cooperative Positioning System

(CPS)." For CPS, we divide the robots into two groups, A and B. One group, A, remains stationary and acts as a

landmark while group B moves. Group B then stops and acts as a landmark for group A. This \dance" is repeated

until the target position is reached. CPS has a far lower accumulation of positioning error than dead reckoning,

and can work in three{dimensions which is not possible with dead reckoning. Also, CPS has inherent landmarks

and therefore works in uncharted environments. In previous papers, we have introduced the prototype CPS machine

models, CPS{I and CPS{II and demonstrated high performance as a positioning system in an unknown and uneven

environment. In this paper, we report on the third prototype CPS model, CPS{III, that is designed speci�cly as an

automatic oor{cleaning robot system, and its experimental result. In this system, we categorize these robots for two

tasks, that is, a accurate positioning task that is achieved with 3 robots using the CPS strategy, and a oor{cleaning

task that uses an omni{directional vehicle, so as to improve the e�ciency of the oor{cleaning system. Experiments

show that these robots can perform a oor{cleaning task in a corridor within a positioning error of 140.8 [mm] even

after robots move over a distance of 101.7 [m].
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1. は じ め に

惑星探査ロボットや無人搬送システム，あるいは自動清掃ロ
ボットなど，移動機構を有し自律走行可能なロボットによる自
動作業システムは，環境認識／行動制御アルゴリズムや搭載機

器の高度化，高性能化とともに，ロボットの新たな応用分野と
して今後ますます重要になるものと考えられる．
しかし，自律移動ロボットによる自動作業システムを構築す

るのに必要不可欠な，どのような環境でも正確な自己位置同定

を可能にする技術は，従来のオドメトリ的な位置同定 [1]～[5]や
外部のランドマークを観測する手法 [6]～[13]では未知／不整地

原稿受付 1997年 6月 18日
�1東京工業大学
�2ソニー（株）
�3（株）富士通研究所
�1Tokyo Institute of Technology
�2Sony Corporation
�3FUJITSU LABORATORIES LTD.

環境での使用に制限があり，現在まで実現されていない．GPS
（Global Positioning System）は地表面における三次元位置同
定システムとして高い能力を有するが，室内や地中など電波の

届きにくい環境での使用は困難であり，またその同定精度は周
囲の大気の状態に大きく依存するため，精度向上にはディファ
レンシャル GPSなど二次的なシステムが必要となる．このよ
うに，ロボット周囲の局所的な情報だけで正確な位置同定を実

現できる技術の開発は，依然として重要な研究課題である．
これに対し，筆者らはこれまでに複数ロボットを用いて協

調的に自己位置同定を行う「協調ポジショニングシステム，
Cooperative Positioning System, CPS」を提案し，実機を用

いた移動測定実験によりその有効性を検討してきた [14]～[18]．
提案する CPSの概念を以下に述べておくことにする．協調ポ
ジショニングシステム（CPS）とは，移動ロボットの位置同定
に複数台のロボットを導入することにより，これまでに提案さ

れている位置同定手法では困難であった，未知／不整地環境で
の高精度な自己位置同定を可能にしようとするものである．一
例を Fig. 1 に示す．この例は計測器を搭載する親ロボットと，
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Fig. 1 Example of CPS

計測ターゲットのみを搭載する子ロボットから構成されるタイ
プの CPSであり，まずあらかじめ初期位置を計測してある親

ロボットを静止させ，

（1）子ロボット 1，2を矢印のように移動させた後，停止させる．

（2）親ロボットに搭載した計測器により，子ロボット 1までの
相対距離，方位角，仰角を計測し，子ロボット 1の位置を
同定する．

（3）同様に子ロボット 2までの相対距離，方位角，仰角を計測

し，子ロボット 2の位置を同定する．

（4）親ロボットを矢印のように移動，停止させ，親ロボットに
より子ロボット 1，2までの相対距離，方位角，仰角を計
測して，親ロボットの位置を三辺測量法により同定する．

という動作を繰り返し，群内部の局所的情報を用いて高精度な
位置同定を実現するものである．

筆者らはこれまで，PSD素子と赤外レーザダイオードを用い
たロボット方位角検出の予備実験システム，レーザ距離測定装
置とフォトディテクタを搭載した第一次機械モデルCPS{I，お
よびレーザ距離測定装置とコーナーキューブを搭載した第二次

機械モデルCPS{IIを試作し，これら実機を用いた移動測定実
験の結果，第二次機械モデルCPS{IIでは平均位置精度 0.12%，
姿勢精度 0.32度が得られ，デッドレコニング法と比較して高い
位置同定精度を生成し得ることを示している [16] [17]．

また CPSで生じる位置同定誤差については，車輪を用いた
デッドレコニング法と比較して圧倒的に小さいものの，各測定
に含まれる誤差は移動とともに蓄積し，位置同定精度は次第に
低下する．そしてその位置同定精度は，搭載する計測器の測定

精度だけではなく，群ロボットの移動形態，運動履歴によって
大きく変化することが予想されていた．筆者らはそのため，計

測器の測定誤差をガウス分布に従うものと仮定し，実現され
るロボットの位置同定精度を誤差分散行列の伝播として評価す
ることにより，位置同定精度に対する計測器の測定精度や群ロ
ボットの移動形態の影響は定量的に取り扱えることを論じ，冗

長なロボットの観測により位置同定精度を向上させる手法や
[17]，誤差の蓄積を最小化するCPSの最適化移動形態の検討な
どを行った [18]．
さて，この CPSの特徴は，

（1）測量技術を利用して静止地点間で精密な計測を行うことに
より，不整地環境においても，デッドレコニング法と比較
して桁違いに高い精度での位置同定が可能

（2）あらかじめ走行経路に人工的にランドマークを設置した
り，走行経路の環境地図を作成しておく必要がなく，未知
の環境や GPSの利用できない山間部，地下街などでも利
用可能

（3）高さ方向の角度や距離も計測することで，デッドレコニン
グ法では困難であった三次元的な位置同定も容易に実行
可能

などがあげられる．これらの特徴から CPSは駅構内や地下街

などを自動的に清掃するロボットの制御システムや，惑星探査
ロボットなどの未知環境探査ロボットなどへの応用が考えられ
る [16]．
そこで本論文は，CPSに関してのこれら従来の研究を基に，

CPSを具体的な用途に使用する際の問題点を検討していくこ
とにする．想定する問題は，従来手法では実現困難であった地
下や屋内などでの完全自律型床面自動清掃ロボットシステムで
ある．このような作業に CPSを導入することで，床面の特性

や周囲環境の情報が得られない場合でも，正確な掃引作業が可
能になることを示すことにする．そのためまず第 2 章で，試
作した第三次機械モデルCPS{III，および床面自動清掃ロボッ
ト ACRO{V（Automatic Cleaning RObot using the Vuton

architecture）を紹介し，第 3章でそれぞれのロボットに対す
る自己位置同定法を示す．また第 4章では屋内環境において掃
引作業実験を行った結果を示す．

2. 第三次機械モデルCPS{IIIと床面自動清掃ロボット
システム

床面清掃ロボットシステムによる自律的な掃引清掃作業の実
現には正確な位置同定技術が必要不可欠である．現在までに提
案されたシステムは車輪回転角度の積分によるデッドレコニン
グや光ファイバジャイロ，超音波センサを用いた壁の計測など

により自己位置を推定している．そのため，例えば絨毯上や濡
れた床面で生じる車輪の横ずれやスリップ量の補正，複数セン
サ情報の組み合わせによるセンサオフセット変動の補正など，
正確な位置同定のためには多くの複雑で困難な処理が必要で

あった [33]～[37]．さらにロボットが走行中に障害物と衝突し
てその方位がずれる場合には，その出力に大きな誤差を生じる
ことから，未知の障害物が数多く存在すると予想される環境で
の自律的な掃引清掃作業で用いるのは非現実的と考えられてい

た．また GPSの利用は，ビル内部や地下環境の床面の清掃作
業を想定した場合には困難である．
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これらの従来手法に対し，CPSは，床面の状態や環境が未
知／既知にかかわらず高精度な位置同定が可能であり，さらに
ロボットが移動中に障害物と接触しても同定精度に何ら影響が
ないため，床面自動清掃ロボットに用いた場合有効性が高いこ

とが予測される．ただし，Fig. 1 のようなタイプの CPSでは，
移動中の各瞬間で何台かのロボットが常に静止している必要が
あり，群全体として移動速度は制限され，また静止ロボットが
作業に直接参加できないため，作業能率が低下してしまうこと

が予測される [16]．そのため本論文では，CPSにより常に正確
な位置同定を行う移動ロボット群（CPS{III）と，CPS動作に
は参加せず掃引作業を継続して行う清掃ロボット（ACRO{V）
の 2種類のロボットを組み合わせ，清掃ロボット ACRO{Vは

CPSロボットの観測により大まかな位置同定を行い，CPSロ
ボットは正確な位置情報をもとに清掃ロボット ACRO{Vを作
業目標に沿って誘導することにより，CPSが効率的な掃引作業
の妨げとなることなく，しかも群全体として正確な作業遂行を

実現するシステムを導入することとした．
試作した床面自動清掃ロボットシステムの構成を Fig. 2 に

示す．
本システムは高性能レーザレンジファインダを搭載した 1台

の親ロボットと，コーナーキューブを搭載した 2台の子ロボッ

トからなる第三次機械モデルCPS{IIIと，筆者らがこれまでに
提案したクローラ型全方向移動機構 [25]を採用し，ノンホロノ
ミック運動が可能な清掃ロボット ACRO{Vの，4台のロボッ
トからなる．
2. 1 第三次機械モデルCPS{III

CPS{IIIの親ロボットは，コーナーキューブの自動探索機構
を有するレーザ距離計測装置（AP{L1，（株）トプコン製Table

1）と 2軸傾斜計センサ（CMS{05A{XY，桑野電機（株）製）
を搭載しており，子ロボットに搭載されたコーナーキューブか

らの反射光を検知することにより，子ロボットまでの距離と方
位を自動的に高精度に計測することができるものである．また，
子ロボット上部には六つのコーナーキューブを垂直軸回りに放
射状に等間隔で配置し，これにより任意の方向から投射された

レーザ光をその投射された方向へ正確に反射できるようにし
た．各ロボットはマイクロコンピュータ（8086{8 [MHz]），DC
モータ（親ロボット 190 [W]�2，子ロボット 90 [W]�2，日邦

Fig. 2 Total view of the automatic cleaning robot system with

CPS{III and ACRO{V

電気製），モータ駆動回路（TITech Moter Driver），バッテリ
（Yuni{Z，湯浅電池（株）製），無線システム（HRF{600，ヘ
ルツ電子（株）製）を搭載し，RS232Cによる無線通信を介し
てオペレータのコンピュータ（Pentium Pro 200 [MHz]）によ

り集中制御する構成とした．CPS{IIIは筆者らがすでに文献
[17]等で紹介した第二次機械モデル CPS{IIをベースとし，屋
外での運用が可能なようにモータや駆動回路，車輪などの走行
システムを強化したモデルである．またすべてのロボットには

筆者らがこれまでに提案したRC揺動機構を採用し，傾斜地に
おいてもレーザ距離計測装置やコーナーキューブが水準面に対
して平行になるようにしている [26]．

2. 2 清掃ロボット ACRO{V

清掃ロボット ACRO{V を Fig. 3 に示す．清掃ロボット
ACRO{V には，通常床面の掃引作業には多くの方向転換が
必要であることから，筆者らがこれまでに開発したノンホロノ

ミック運動が可能なクローラ型全方向移動機構を採用した [25]．
これは，Fig. 4 に示すように，軸方向に自由回転する円柱状車
輪が複数連結したクローラを直交方向に四つ設置し，軸方向の
推進力を干渉させることによりノンホロノミック運動を実現す

るものである．またクローラ取りつけ部にはサスペンション機
構を採用し，すべてのクローラが常に床面と接触するようにし
ている．本機構は，従来の全方向移動機構で一般に採用されて
いる球形車輪や複数の車輪を組み合わせる直交車輪機構と異な

り，クローラ面が床面と線接触するため大荷重に対しても良好
な可搬特性を有する．
また上部にはレーザ式コーナーキューブ追尾機構，画像処理

および情報処理用ボードコンピュータ（PCI586HV，Pentium

200 [MHz]，日本データシステム製），運動制御用マイクロコン
ピュータ（8086{8 [MHz]），DCモータ（2444BL1�4，光進ミ

Table 1 The speci�cations of the range �nder for the parent

robot

AP{L1 (TOPCON Ltd.)

Range 4�400 [m]

Resolution (distance) 0.2 [mm]

Resolution (angle) 5"

Precision (distance) �3+2ppm [mm]

Precision (angle) �5 "

Fig. 3 ACRO{V (Automatic Cleaning RObot using the Vuton

architecture)
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Fig. 4 Omni{directional mobile robot, Vuton [25]

Fig. 5 Coordinates of vuton for the analysis

ニモ（株）製），モータ駆動回路（BLD453，光進ミニモ（株）
製），バッテリ，無線システムを搭載している．

次に清掃ロボット ACRO{Vの運動学関係式を示す．Fig. 5
に示すように，慣性座標系 �I における清掃ロボットACRO{V

の中心位置を P (x; y)，姿勢を � と置く．また，ACRO{Vの
四つのクローラ速度を v0�v3 とし，車輪間隔を l1; l2 とする．

このとき，�I 系での並進速度指令値 V とその方向 �，回転
速度指令値 
 が与えられたとき，各車輪の速度指令値は以下
のように与えればよい．

v0 = V cos(� � �) +
l1

2

 （1）

v1 = V sin(� � �) +
l2

2

 （2）

v2 = �V cos(� � �) +
l1

2

 （3）

v3 = �V sin(� � �) +
l2

2

 （4）

2. 3 レーザ式コーナーキューブ追尾機構

清掃ロボット ACRO{V には，新たに開発したレーザ光と

CCDカメラによるコーナーキューブ自動検出／追尾機構を搭
載した．本機構の構成を Fig. 6，Fig. 7 に示す．赤色レーザ

Fig. 6 System for auto{detection and tracking of corner cubes

Fig. 7 Total view of auto{detection and tracking system

Table 2 Speci�cations of the auto{detection and tracking sys-

tem

Range pitch �25 [deg.]

yaw �100 [deg.]

Maximum velocity pitch �50 [deg./s]

yaw �80 [deg./s]

Resolution pitch 0.08 [deg.]

yaw 0.11 [deg.]

発信器（10mW，キコー技研製）から照射されたレーザ光は，
CPS{IIIの子ロボット上部のコーナーキューブで反射され，ハー

フミラー（PSMH{40C04{10{550，シグマ光機製），全反射ミ
ラー（TFA{30S05{1，シグマ光機製），およびバンドパスフィ
ルタ（BP{67，ケンコー製）によりCCDカメラ（EDM{D40，
SONY製）に導かれる．この画像は画像入力ボード（FDMPCI，

フォトロン製）からPCIバスを経由してボードコンピュータへ
送られ，HSV変換，二値化処理により，画面上でのコーナー
キューブの位置が求められる．またCCDカメラのピッチ，ヨー
軸回りにステッピングモータを取りつけ，コーナーキューブの画

面位置に対するビジュアルフィードバック系を構成し，自動追尾
を行うようにしている．この機構により清掃ロボットACRO{V

はCPSロボットを自動検出，追尾し，CPSロボットの方位角情
報を得ることができる．本システムの諸元をTable 2 に示す．
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3. CPSロボットの観測による清掃ロボットの誘導

本章では試作した CPS{III，および清掃ロボット ACRO{V

の自己位置同定法について述べることにする．CPS{IIIの個々
のロボットの位置は親ロボットに搭載したレーザ距離計測装
置より相対距離，角度を測定することで求め，清掃ロボット

ACRO{Vの位置は，クローラ回転角度を積分することにより
推定される位置情報を，コーナーキューブ追尾機構から得られ
る CPSロボットの方位角情報により補正することで得るよう
にしている．
3. 1 CPSロボットの位置同定とその精度

CPS{IIIの動作原理はFig. 1 と同様である．2台の子ロボッ
トを使用するシステムでの親ロボットの位置同定法を以下に示
す [18]．親ロボットの位置，姿勢を P0(x0; y0; �0)，子ロボッ
トの位置，姿勢をそれぞれ P1(x1; y1; �1);P2(x2; y2; �2) とし，

また親ロボットから子ロボット 1，2までの測定された距離，方
位角を r1; r2，�1; �2 とすると，親ロボットの位置同定の手順
は次のようになる．
（1）親ロボットの位置姿勢を ~P0( ~x0; ~y0; ~�0) とおく．

（2）次式によ り，残差二乗和を最小に する解 X =

(dx0; dy0; d�0)
T を求める．

X = (A
T
�
�1

L A)
�1
A

T
�
�1

L L

= BL （5）

ただし ~Pi( ~xi; ~yi; ~�i) を子ロボット i の推定位置，di =p
( ~xi � ~x0)2 + ( ~yi � ~y0)2 としたとき，

A =

0
BBB@
�

~x1� ~x0
d1

�
~y1� ~y0
d1

0

�
~x2� ~x0
d2

�
~y2� ~y0
d2

0
~y1� ~y0
d2
1

�
~x1� ~x0
d2
1

�1

~y2� ~y0
d2
2

�
~x2� ~x0
d2
2

�1

1
CCCA （6）

L =

0
BBB@

(r1 � d1)

(r2 � d2)

~�1 + ~�0 � tan�1 ~y1� ~y0
~x1� ~x0

~�2 + ~�0 � tan�1 ~y2� ~y0
~x2� ~x0

1
CCCA （7）

�L = K�K
T
+�p （8）

K =

0
BBB@
�

~x1� ~x0
d1

�
~y1� ~y0
d1

0 0 0 0

0 0 0 � ~x2� ~x0
d2

�
~y2� ~y0
d2

0
~y1� ~y0
d2
1

�
~x1� ~x0
d2
1

0 0 0 0

0 0 0 ~y2� ~y0
d2
2

�
~x2� ~x0
d2
2

0

1
CCCA

（9）
であり，� はロボット 1，2の誤差分散行列，1，2間の誤
差相関行列からなる行列，�p は測定誤差の誤差分散行列，

� =

�
�11 �12

�21 �22

�
（10）

�p = diag(�
2

r ; �
2

r ; �
2

�; �
2

�) （11）

である．

（3）j X j が十分に小さくなるまで ~P0  
~P0 +X として式

（1），（2）を繰り返す．
（4）親ロボットの位置姿勢推定の分散，およびロボット 0，1，

ロボット 0，2間の誤差共分散を次式により求める．

�00 = B�LB
T
= (A

T
�
�1

L A)
�1 （12）

(�01;�02) = BK� （13）

このように CPSで計測を繰り返した後のロボットの位置同
定精度は，各ロボットの移動毎に移動したロボットの種類に応

じて式（12），（13）で与えられる誤差分散行列，誤差相関行列
を順次計算することで導出できる．
3. 2 清掃ロボットの誘導

CPSロボットの観測による清掃ロボットの誘導は以下のよう
に行うこととした．式（1）～（4）より清掃ロボットの慣性座標
系での並進，回転速度を求めると，

Vx = �V sin � =
(v0 � v2) cos�� (v1 � v3) sin�

2
（14）

Vy = V cos � =
(v0 � v2) sin�+ (v1 � v3) cos�

2
（15）


 =
v0 + v1 + v2 + v3

2L
（16）

が得られる．ただしここでは簡単のため l1 = l2 = L とした．

また実際には四つの式から 3変数 Vx; Vy ;
 を求めるため，解
が不定となるが，ここでは 
 の計算にすべての車輪速度を利
用する上式を用いることにする．またこれらをサンプリング間
隔 � で離散化すると

xn+1 = xn +
v0 � v2

2
cos�� �

v1 � v3

2
sin�� （17）

yn+1 = yn +
v0 � v2

2
sin�� +

v1 � v3

2
cos�� （18）

�n+1 = �n +
v0 + v1 + v2 + v3

2L
� （19）

なる観測方程式が得られる．また時刻 n+ 1 でコーナーキュー
ブ追尾機構により，座標 Pl(xl; yl) に置かれているコーナー

キューブが  方向に観測されたとすると，新たに以下の観測
方程式が成立する．

�n+1 +  = tan
�1 yl � yn+1

xl � xn+1

（20）

これら式（17）～（20）で与えられた四つの観測方程式を基に，
最尤推定法を用いて情報融合を行うことにより，式（17）～（19）

の三つの観測方程式だけを用いるデッドレコニング法よりはる
かに高精度な位置同定ができることになる．
具体的には xn = ~xn + dxn 等と置き，式 (17)～(20)に代入

して整理すると，

AdXn+1 = L+KpdXn +KldXl +KadV （21）

が得れられる．ただし

dXn = (dxn; dyn; d�n)
T （22）

dXl = (dxl; dyl; d�l)
T （23）

dV = (dv0; dv1; dv2; dv3; d )
T （24）
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L =

0
BBB@

~xn +
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2

cos ~�n� �
~v1� ~v3
2

sin ~�n� � ~xn+1

~yn +
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2
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2
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~�n +
~v0+ ~v1+ ~v2+ ~v3

2L
�

~�n+1

tan�1 ~y
l
� ~y

n+1

~x
l
� ~x

n+1
� ~ � ~�n+1
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CCCA

（25）

A =

0
BB@

1 0 0

0 1 0

0 0 1

�
~y
l
� ~y

n+1

d2
~x
l
� ~x

n+1

d2
1

1
CCA （26）

d =
p
( ~xl � ~xn+1)2 + (~yl � ~yn+1)2 （27）

Kp =

0
BB@

1 0 �
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2
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2

cos ~�n�
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2
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2
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CCA（28）

Kl =

0
BB@
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�
y
l
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n+1

d2
x
l
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d2
0

1
CCA （29）

Ka =

0
BBB@

cos ~�n
2

� �
sin ~�n

2
� �

cos ~�n
2

� sin ~�n
2

� 0
sin ~�n

2
� cos ~�n

2
� �

sin ~�n
2

� �
cos ~�n

2
� 0

�
2L

�
2L

�
2L

�
2L

0

0 0 0 0 �1

1
CCCA

（30）

である．これより融合後の位置 Xn+1 = (xn+1; yn+1; �n+1) は
次式で与えられることとなる．

Xn+1 = (A
T
�
�1

n+1
A)

T
A
T
�
�1

n+1
L （31）

ただし

�n+1 = Kp�nK
T
p +Kl�lK

T
l +Ka�vK

T
a （32）

である．�l はコーナーキューブの設置誤差，すなわち式（12）

で計算される子ロボットの誤差分散行列であり，�v は車輪速
度およびコーナーキューブまでの方位角の測定誤差である．

4. 床面掃引作業実験

構築した床面自動清掃ロボットシステムを用いて，屋内環境
における実際の清掃作業を想定した掃引作業実験を行った．実
験は滑りやすいプラスチック製のパネルで覆われた建物内の直

線廊下で行い，清掃環境の形状とCPS親ロボットとACRO{V

の初期位置は既知であるとした．また掃引作業実験では掃引作
業の効率化を目的として，ACRO{Vに対して清掃環境の形状
に適した掃引作業の経路計画をあらかじめ行い，清掃ロボット

ACRO{Vを計画軌道に沿って約 100 [m]移動させたときの各
ロボットの位置同定誤差を測定した．
まず CPSは用いずに清掃ロボット ACRO{Vだけをデッド

レコニングにより走行させる実験を行った．実験結果の一例を

Fig. 9（a）に示す．このように走行とともに姿勢誤差が次第に
蓄積し，20.3 [m]移動後に壁と衝突した．

Fig. 8 Optimum moving con�gurations

Fig. 9 Path of ACRO{V with and without CPS

次にCPS{IIIを同時に動かし，子ロボットの観測による位置
補正を行いながら ACRO{Vを掃引作業させる実験を行った．
ただし CPS{IIIの移動形態としては様々なものが考えられる
が，CPS{IIIは筆者らが [18]で論じたCPS{II型システムに属

するものであり，移動とともに蓄積する位置同定誤差を最小化
する移動形態は，Fig. 8 に示す最適化移動形態ABCで与えら
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Fig. 10 Path of the CPS robots

れ，しかもこのうち各ロボット間の距離が小さい場合には，進
行方向の前後にロボットを配置する最適化移動形態Cが最も有
効であることから，本実験ではこの最適化移動形態 Cを採用
した．また清掃ロボット ACRO{Vは，CPS{IIIの 2台の子ロ

ボットのうち，先頭に位置する子ロボット（子ロボット 1）を常
に観測して式（31），（32）により位置同定を行うこととし，物
陰に隠れた場合など子ロボットが確認できない場合には，デッ
ドレコニングだけを用いて位置同定を行うこととした．また実

験では CPS{IIIの測距，測角誤差をそれぞれ 3 [mm]，5秒と
し，ACRO{Vの速度測定誤差を 14 [mm/s]（=10 [mm]／画
像サンプリング周期 0.7秒），方位角測定誤差を 5度とした．
Fig. 9（b）に清掃ロボットACRO{Vの軌跡を，またFig. 10

に CPS{IIIの移動の様子を示す．Fig. 9（b）中の 2個所の楕
円は，移動の途中で清掃ロボット ACRO{Vから子ロボット 1

が見えなくなる領域を示しており，この区間では清掃ロボット
ACRO{Vはクローラ回転角度を積分するデッドレコニングだ

けで位置同定を行っている．そのため，この区間で目標軌道か
ら若干のずれが生じているが，その後子ロボット 1 を再度観
測し始めることにより，次第にずれが修正され，誤差が小さく
なっていく様子が分かる．この実験での清掃ロボットACRO{V

の位置同定誤差は移動距離 101.7 [m]に対して 140.8 [mm]（移
動距離の 0.14%），CPS{III の親ロボットの位置同定誤差は

148.4 [mm]であった．

5. お わ り に

本論文では筆者らがこれまでに提案した「群ロボットによる
協調ポジショニングシステム（CPS）」の実作業への応用例と

して，駅構内や地下街を想定した床面自動清掃ロボットシステ
ムを試作し，掃引作業実験を行った結果を示した．本システム
は磁気テープやランドマークを設置する必要がなく，また絨毯
面や滑りやすい床面に対してもまったく同様の作業性能が得ら

れるなど，自動清掃ロボットとして有効性が高い．
CPSは未知，不整地環境での高精度な位置同定の実現や三

次元位置同定も容易に実行可能であることなど，移動ロボット
の位置同定手法として高い能力を有するが，CPSを具体的な用

途に使用する際には，静止しているロボットが必ず必要なため，
全体としての移動速度が上げられず，また静止ロボットは作業
に参加することができないため，作業効率が低下するなどの欠
点も考えられる．しかし筆者らは，本論文で紹介した自動清掃

ロボットシステムのように，CPSにより正確な位置同定を行う
ロボット群とそのロボット群から情報を得て作業を継続して実
行するロボット群を考え，作業に必要とされる位置同定精度や
移動速度，作業効率に応じて，両者の比率を柔軟に変化させる

ことでこの問題点を解決できるものと考えている．また実験の
結果得られた位置同定精度は，数多くの方向転換を行ったにも
かかわらず移動距離の 0.14%であり，ビル内部の清掃作業への
応用を考えた場合，作業条件によっては単独での使用も可能で

あると思われる．
今後は CPSロボットとその他の作業ロボットに対するタス
クの最適配分問題などについて，さらに検討を進める．また屋
外環境における未知環境探査作業を想定した CPS実証システ

ムを構築し，より長距離の移動測定実験を行う予定である．
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指田直毅（Naoki Sashida）

1969年 3月 20日生．1993年東京工業大学機械物
理工学専攻修士課程修了．同年（株）富士通研究
所入社，現在に至る．コンピュータビジョン，群
ロボット，ニューロコンピューティングの研究に従
事． （日本ロボット学会正会員）

広瀬茂男（Shigeo Hirose）

1947年 12月 6日生．1976年東京工業大学制御工
学専攻博士課程修了．同年，同学機械物理工学科
助手，1979年同学助教授，1992年同学教授，現在
に至る．ロボットの機構，センサ，制御の研究に従
事．工学博士． （日本ロボット学会正会員）

長田茂美（Shigemi Nagata）

1953年 1月 1日生．1977年東京工業大学システ
ム科学専攻修士課程修了．同年，（株）富士通研
究所入社．センサフュージョン，コンピュータビ
ジョン，ニューロコンピューティングの研究に従
事． （日本ロボット学会正会員）
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