知能化技術を用いたフリッパを有するクローラロボットの遠隔操縦支援
分布的接触センサを用いた転倒回避戦略
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Rollover Protection Strategy using Distributed Touch Sensors
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The authors aim at development of a rescue crawler robot to search for victims in
rubble environment. Crawler robot with ippers "Sinbad" was built for the purpose. The robot has
6 degrees of freedom (DOF) for getting over the rubble. However, it is too hard for an operator
at the remote place to control these multi degrees of freedom. In this paper, the authors will
explain our approach of AI based control support for the crawler robot with ippers. Especially,
the authors will explain about our developed distributed touch sensors for the crawler robot, and
propose a method of rollover avoidance based on the distributed touch sensor.
Abstract:

1

背景と目的

自然災害やテロの現場において被災者を発見するレ
スキューロボットの開発が進められている．レスキュー
ロボットは瓦礫のような未知の不整地上を素早く安全
に移動することを要求される．その要求を満たすため，
レスキューロボットの移動機構には脚とクローラの特
徴を合わせもった可変型のクローラ機構がよく用いら
れる．
図 1 に我々の研究グループで開発した可変クローラ
Sinbad を示す．Sinbad は４つのフリッパクローラを有
し，それを地形に合わせて適切に回転させることで，段
差踏破や転倒回避が可能である. しかし，可変クロー
ラのような多自由度の機構を人間の操作で適切に遠隔
操縦することは極めて困難であり，現状ではその能力
を十分に発揮しきれていない．この問題の解決策のひ
とつとして，AI などの知能化技術を用いた遠隔操縦サ
ポートが考えられる [1][2]．我々はこの考えに基づき、
可変クローラの遠隔操縦をサポートするための AI 技術
を応用した遠隔操縦システムを開発した [3]．
このシステムでは，フリッパは環境に合わせて条件
反射的に制御され，操縦者は移動方向と速度のみを指
示すればよい．我々はこのシステムの実装により操縦
者の負担が著しく軽減され，より迅速で効率的な探査
が可能となることを確認した．しかし，このシステム
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ではロール方向の転倒が起こりやすく，しばしば探査
の妨げとなっていた．転倒の例を図 2 に示す．Sinbad
は地下街探査の際に改札のような狭い場所を通過でき
るように横幅を細く設計してあるため，ロール方向に
転倒しやすい．ロール方向に転倒すると復帰できない
ため，その対策が必要となる．
本研究では，分布接触センサを用いたフリッパ型ク
ローラロボットの自律的な転倒防止を目的とする．脚
型ロボットの転倒を予測するためには，足裏の接触力
を計測すればよいことが知られている．それに対して
本研究で用いるロボットは全身のクローラで接地する
ため，クローラ表面の接触力分布を計測する必要があ
る．しかしクローラは連続的に回転するため，接触セ
ンサの取り付け方法が課題となる．著者らはこの課題
を解決し，クローラ表面の接触力分布を計測するセン
サを開発する．このセンサを用いて転倒を予測するこ
とで，図 2 のような転倒を自律的に防止できる（図 3）．
本稿の構成は以下の通りである．2 章では，転倒予
測および分布接触センサに関する既存の研究をまとめ，
3 章でそれらに対する本研究の特色について述べる．4
章では，提案する転倒防止戦略について説明する．5 章
では，開発したクローラ用分布接触センサの構造を紹
介し，6 章でその基礎的な評価を行う．

図 1: Tracked mobile robot having 4 ippers: Sinbad
図 3: The robot gets over a step by autonomous con-

trol of ippers

図 2: The robot is rollover without control of ippers

2
2.1

関連研究に対する本研究の特色
可変クローラ機構

これまでに開発された可変型のクローラは，大きく次
の３つに分類できる．１つめは，クローラ自体を変形で
きる形状可変クローラである．岩本らが開発したロボッ
トがこれに相当する [4][5]．２つめは，クローラ付きの
アームを備えるフリッパ型クローラである．iRobot 社
の軍事ロボット Packbot などがこれに分類される [6]．
３つめは，複数のクローラを連結した連結型クローラ
である．広瀬らの開発した群竜 [7] や蒼竜 [8] などがこ
れに相当する．
フリッパ型クローラは形状可変型や連結型に比べて
シンプルな構造である．このためメンテナンス性に優
れ，フリッパやクローラベルトの換装が容易である．こ
の理由から，本研究ではフリッパ型を用いる．

2.2

移動ロボットの転倒予測

転倒を自律的に防止するためには，転倒を予測する
手法が必要となる．転倒を予測する手法は，脚型ロボッ
トの分野において多数提案されている．McGhee らは

幾何学的な転倒予測指標である安定余裕の概念を提案
した [9]．その後，安定余裕を動力学的に拡張する ZMP
の概念が Vukobratovi らにより提案された [10]．これ
らの概念は水平面上で定義されるため，斜面や不整地
上では正確な転倒予測ができない．
それに対し，Dominic らは転倒に要するエネルギー
の大きさで安定性を評価するエネルギー安定余裕を提
案した [11]．これを自重で割った正規化エネルギー安
定余裕 [13] が広瀬らにより提案された．また，転倒軸
まわりのモーメントで安定性を評価する転倒安定余裕
が米田らにより提案された [12]．これらの手法は斜面
や不整地上でも成り立つよう考慮されている．
一方，クローラの転倒予測に関する研究はほとんど
なされていない．クローラは不整地上を移動すること
を前提に作られているため，エネルギー安定余裕や転
倒安定余裕を用いた転倒予測が有効である．本稿では，
エネルギー安定余裕を用いた脚型ロボットの転倒予測
をクローラロボットに拡張する．

2.3

移動ロボットの分布接触センサ

移動ロボットの接触位置を検出する手法はいくつか
報告されている．車輪型ロボットにおいては，低圧タ
イヤの変形を計測することで接触位置を検出する手法
[14] が提案されている．クローラロボットにおいては，
シューの傾きから接触位置を検出する手法が提案され
ている [15]．
また，ヒューマノイドの全身の接触力分布を計測す
る手法が稲葉らにより開発されている [16]．しかし，ク
ローラの接触力分布を計測する手法は報告されていな
い．本稿では，クローラの接触位置と接触力分布を計
測する手法を提案する．

表 1: Basic specication of "Sinbad"

DOF
Max. speed
Max. size
Total weight
battery

3
3.1

2 for running, 4 for arms
1.1 (m/s)
900 x 370 x 186 (mm)
27 (kg)
Li-Po 22.4 (V), 4000 (mAh)

クローラロボットの転倒防止戦略
ロボットの構造

図 1 に本研究で対象とするフリッパを有するクロー
ラロボット Sinbad を示す．表 1 にその主な仕様を示
す．Sinbad は不整地において車輪型に比べて高い安定
性をもち，脚型のロボットに比べて速い移動速度をも
つ．このため，レスキューロボットに適している．こ
のロボットは移動２自由度，フリッパ回転４自由度の
合計６自由度をもつ．この機構により，車輪型ロボッ
トに比べて高い不整地移動能力をもつ．また最大移動
速度はヒトの歩行速度程度の 1.1 (m/s) であり，脚型
ロボットに比べて速い．ロボットの横幅は改札のよう
な狭い場所を通過できるように狭く設計してあり，370
(mm) である．このため比較的ロール方向に対して転
倒しやすい．ロール方向に転倒すると復帰できないた
め，転倒防止のための戦略が必要となる．

3.2

戦略の概要

脚型でもクローラでも，転倒する瞬間は線接地にな
り，そこを軸に転倒する．従って脚型ロボットの転倒
予測指標はクローラに拡張することができる．
提案手法のフローチャートを図 4 に示す．このフロー
チャートは１制御周期あたりの処理を示している．ま
⃗
ず分布接触センサを用いて，クローラの接触力分布 F
⃗
⃗
を計測する．同時に姿勢角 Ψ とフリッパ関節角 Θ も
計測する．これらの計測に基づき，次節に示す方法で
安定余裕 Si を計算する．計算された Si に基づき，転
倒する可能性の高い方向を予測する．転倒が予測され
た場合には，転倒防止のためのフリッパ動作を決定す
る．転倒が予測されない場合には，段差踏破のための
フリッパ動作を決定する．最後にフリッパ動作を実行
⃗ を出力する．
するため，4 本のフリッパの目標角度 Θ

図 4: Flowchart of rollover protection strategy

余裕とは，物体が転倒するために必要なエネルギーで
ある．これが小さいほど，その転倒軸を中心に転倒を
起こしやすい．その計算は，転倒する瞬間の位置エネ
ルギーを推定し，現在の位置エネルギーとの差分をと
ることで行われる．
図 5 に提案するクローラのエネルギー安定余裕の計
算イメージを示す．まず，センサから得られた接触点
を繋ぎ合わせて凸多面体を作成する．この凸多面体を
ロボット底面に水平な２次元極座標に投影することで，
仮想的な支持多角形を作成する．その支持多角形のす
べての辺を転倒軸の候補 ri とみなし，それらについて
式 1 を用いてエネルギー安定余裕 Si を計算する．

Si = mghi (1 − cos αi )

ここで，m はロボットの質量，g は重力加速度，hi
は i 番目の辺 ri からその軸を中心に転倒する瞬間のロ
ボット重心までの距離，αi は現在のロボット重心と ri
を結んだ直線が重力方向となす角である．

4
4.1

3.3

クローラロボットのエネルギー安定余裕

本稿では，エネルギー安定余裕 [11] を用いてクロー
ラの転倒を予測する手法を提案する．エネルギー安定

(1)

クローラ用の分布接触力センサ
戦略に必要な分布接触センサの仕様

上述の提案手法を実現するためには，ロボットのロー
ル角，ピッチ角，フリッパ角，クローラと地面との接
触位置を計測する必要がある．ロール角とピッチ角は
Sinbad に搭載されている３軸加速度計 (Crossbow 製，

図 6: Conceptual design of our sensor

図 5: Energy stability margin of tracked robots

型番：CXL04LP3）を用いて計測される．フリッパ角
はモータに取り付けられたロータリーエンコーダを用
いて計測される．クローラと地面との接触位置を計測
するセンサがあれば提案手法を実現できる．クローラ
に分布接触センサを実装するためには，以下の点につ
いて考慮する必要がある．

1. センサの取り付け範囲
ロボットの底面は広い面積をもつため接触しやす
い．このため，特にロボット底面のクローラへの
分布接触センサの取り付けは重要である．また
フリッパクローラの接触分布の計測は，段差の高
さ推定や踏破のために重要である．クローラはス
プロケットにより駆動され回転するため，クロー
ラ表面へのセンサの取り付けには工夫が必要で
ある．

2. センサの分布密度（空間分解能）
限られた空間にたくさんのセンサを分布させるた
め，できるだけ小さい素子を用いる必要がある．
また素子数の上限はサンプリング速度によって決
まる．少なくとも制御周期 30 ms より速いサ
ンプリングが必要である．

3. 耐荷重性チェーン張力や自重や地面との衝突に耐
える必要がある．計測したい最大荷重は，３点接
地のときの自重による荷重 9 kgf である．

サを提案する．図 6 に提案する接触センサの概念図を
示す．クローラを駆動するチェーンと本体の間にチェー
ンガイドを設置し，チェーンガイドの内部に感圧セン
サを複数取り付けることで，クローラシューやチェーン
に加わる力を間接的に計測した．チェーンガイドを介
して接触することで，センサに加わるせん断応力を極
力小さくできる．チェーンガイドの磨耗を軽減するた
め，動摩擦係数の小さい材料をチェーンガイドに用い
た．感圧センサにはニッタ株式会社製の FlexiForce(厚
さ 0.208 mm) を使用した．
この手法の利点は，チェーンを回転させる駆動スプ
ロケット以外の全ての位置に接触センサを設置できる
ことである．一方この手法の欠点は，チェーンガイド
の摩擦により駆動トルクが大きくなることと，チェー
ンガイドが磨耗することである．これらの欠点を解消
するため，チェーンガイドの材質として動摩擦係数が
小さい高分子素材 U-PE100 を採用した．

4.3

感圧抵抗体素子

素子の感圧部に垂直荷重が加わると導電性が向上し，
ピン間の抵抗値が次式に示されるように変化する．

R = CF r

(2)

式中の F は素子に掛けられた力 (kg)，R はそのとき
に素子が示す抵抗値 (Ω)，C と r はそれぞれ特性を決
定する定数で，素子ごとに異なる．計測すべき最大荷
重については，ロボットの総重量 27 (kg) が素子３個
にかかった場合の 88.2 (N) とする．このため 110 (N)
の耐荷重をもつセンサ素子を使用した．

4. 耐摩擦性
チェーンの駆動による摩擦力を考慮する必要が
ある．

4.2

チェーンガイドを用いたセンサ構造

これらの要求を満たすため，著者らはチェーンガイ
ドおよび複数の薄型感圧センサを用いた分布接触セン

4.4

底面のセンサ構造

図 7 にロボット底面のセンサを構造を示す．サンプ
リング周期が制御周期以下にならないよう考慮し，合
計 32 個配置した．チェーンガイドを 8 個を配置し，各
チェーンガイドの溝の直下に４つずつ素子を配置した．
この配置は，４つのセンサ値のバランスからチェーン

図 9: Experimental setup for evaluation of the sensors

図 7: Distributed touch sensor for main crawler
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図 8: Distributed touch sensor for ipper crawlers

ガイドにかかる荷重中心を計測することを想定してい
る．センサの番号は，十の位にチェーンガイドごとに 1
〜8 の異なる番号を，一の位に各チェーンガイド内のセ
ンサ位置に対応する 1〜4 の番号を割り振った．また，
センサの奇数番をロボットの外側に，偶数番をロボッ
トの内側に配置した．

4.5

フリッパのセンサ構造

図 8 のように，従動スプロケットをチェーンガイド
に置き換えることで，感圧センサの配置を可能にした．
チェーン駆動用のスプロケット以外の場所に合計 26 個
の素子を取り付けた．感圧抵抗素子はせん断応力によっ
て破損しやすいため，テフロンテープをセンサ素子と
アルミフレームの間に張ることで滑りやすくした．セ
ンサの番号については，駆動用スプロケット下部から
上部に向かって 1〜26 の番号を割り振った．

センサの静的性能評価
実験条件

接触力は次のように計算する．まず非接触時のセンサ
から得られた電圧値を Lookup テーブルで力に変換す
る．次に接触時のセンサから得られた電圧値を Lookup
テーブルで力に変換する．これらの差分を接触力とする．
センサ評価実験の様子を図 9 に示す．図の左側はフ
リッパの，右側は底面のセンサに対する実験の様子で
ある．これらの実験は，プッシュプルセンサ (アイコー
エンジニアリング株式会社製 RX-50) を XYZ ステー
ジ (中央精機 LT-214-2) を用いて分布接触センサに対し
て垂直に押し付けることで行なった．実験においては，
それぞれの計測点につき 5 回ずつ計測し平均をとった．
またヒステリシスの影響を除外するため，計測のたび
に毎回荷重をかけない状態に戻してから，荷重をかけ
なおした．

5.2

応答特性

図 10 に，底面のセンサの静的な応答特性の例を示す．
この図はチェーンを外した状態でチェーンガイド上か
ら一定の力を静的に加える実験により得られた．縦軸
は計測荷重と初期荷重との差であり，横軸はかけた荷
重の大きさである．凡例に示された番号がセンサ番号
に対応する．
図 10 から，各センサの感度に個体差があることがわ
かる．腹部およびフリッパの全てのセンサについて実
験した結果，同様の性質があることがわかった．した
がって，接触力分布をより正確に計測するためにはキャ
リブレーションが重要である．
本稿で転倒予測のために用いるエネルギー安定余裕
は，接触力を必要とせず，接触位置のみが計測できれ
ばよい．接触位置の計測は，接触力がある閾値を超え
たかどうかを判定することで行うことができる．
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Kanno and Yuji Saito, "'SWAN': a robot for nuclear disaster prevention support," Advanced Robotics, Vol.16 No.6,
pp.485488, 2002.
[6] B. Yamauchi, "PackBot: A versatile platform for. military robotics," Proceedings of SPIE - The International.
Society for Optical Engineering, Vol. 5422, pp. 228237,
Apr. 2004.
[7] E. F. Fukushima, Shigeo Hirose, Takaya Shirasu, "Proposal for cooperative. robot 'Gunryu' composed of autonomous segments," Robotics and Autonomous Systems,
Elsevier, Vol. 17, pp. 107118, 1996.

図 10: Response characteristics of the bottom sensors
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結論と今後の展望

レスキューロボットの操縦支援を目的とし，フリッ
パを有するクローラ型ロボットのための自律転倒防止
手法を提案した．その戦略を実現するために，クロー
ラの接触位置と接触力を分布的に計測するセンサを開
発した．開発したセンサの静的評価を行ない，提案手
法の有効性を示した．
今後は開発したセンサのキャリブレーションを行う．
接触力分布に基づく操縦支援システムの実装と評価を
行う．
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