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Abstract:We are developing an autonomous mobile robot system for the Tsukuba Challenge 2015. In the Challenge,
there is a platform robot which is called i-Cart mini. We use it and develop navigation software on the distributed
framework ROS. We also publish them as a ROS package. In this year, we try to develop software for detecting
low obstacles and search subjects.

1. はじめに
本研究室では 2008年からつくばチャレンジに参加して

おり，その活動において開発した自律移動ロボットソフト

ウェアのソースコードを広く一般に公開してきた．特に昨

年度からは，筑波大学を中心に開発された i-Cart miniと

呼ばれる移動ロボットプラットフォームを対象としたつく

ばチャレンジ用ソフトウェアパッケージを ROSベースの

分散型フレームワーク上で開発し，提供している 1)．筆者

らのチームは，開発したそれらのソフトウェアパッケージ

を使用して 2014年度のつくばチャレンジに臨んだ．実験

走行では完走したが，本走行では，開始地点から 700mの

地点で縁石に衝突してリタイアとなった 2)．本年度は，昨

年度開発したソフトウェアパッケージをベースに，昨年度

のリタイアの直接の原因となった縁石をはじめとする低層

障害物の回避を目的とした走行可能領域の検出や，昨年度

は行えなかった探索対象者の発見などを中心にロボットシ

ステムの改良に取り組んでいる．本稿では，昨年度から開

発している，i-Cart miniをベースとした自律移動ロボッ

トシステムである ORNEのシステム構成，本年度開発し

ている低層障害物の回避を目的とした走行可能領域の検出

技術と人物検出技術の開発，及びオープンソースでのソフ

トウェア・ハードウェアの提供について述べる．

2. システム構成
2.1 ORNEの概要

本研究室にて昨年度から開発している ORNEは，筑波

大学知能ロボット研究室のスピンオフプロジェクトであ

る，T-frog Projectが開発したオープンソースのロボット

フレーム i-Cart miniをターゲットのハードウェアとして，

ROSベースの分散型フレームワーク上に自律移動のソフ

トウェアを構築することで，屋外での自律走行を可能とす

るロボットシステムである．

2.2 ORNEの構成

ORNEの基本構成を Fig.1に示す．ORNEのメカニズ

ムは，T-frog Projectの i-Cart miniをベースとしている

が，屋外での走破性を向上させるために，キャスターや

バッテリーの配置，電装系及び 2次元測域センサの取付位

置を変更し，バンパーと緊急停止スイッチを追加している．

ORNEは，パルスエンコーダ付きギアードブラシレスモー

タ (TF-M30-24-3500-G15)による独立二輪駆動となってお

り，その他に位置推定のための 2次元測域センサ (UTM-

30LX)とジャイロオドメトリのための IMU(ADIS16375)，

それらを制御する PC を搭載している．PC は二軸ブラ

シレスモータドライバ (TF-2MD3-R6)と Spurコマンド

で通信を行い，モータの速度制御を行っている．Fig.2に

ORNEのシステム構成を示す．ORNEのソフトウェアは

ROSベースの分散型フレームワーク上に構築されており，

slam-gmappingスタックによって作成した占有格子地図を

基に，本研究室で拡張した move base パッケージによっ

てモンテカルロ自己位置推定，DWA(Dynamic Window

Approach)による局所的経路生成，A*探索による大域的

な経路生成，スタック時の回復動作を行う．自律移動時の

ソフトウェアコンポーネントを Fig.3に示す．

3. 走行可能領域の検出
3.1 背景

つくばチャレンジに見られるような実世界には，移動ロ

ボットにとって走行が困難な凸凹や縁石などがいたるとこ



Fig. 1 Basic hardware configuration of ORNE

Fig. 2 Basic hardware components of ORNE

ろに存在する．さらに，道路清掃や露店，音楽活動などに

よりその環境は動的に変化する．自律移動ロボットは，こ

れらの障害物にあわせて走行する経路を動的に変更する必

要性がある．しかし，動的な経路生成に用いる占有格子地

図は，水平に取り付けた 2次元測域センサで生成すること

が多いため，低層障害物を検出できずに，走行できない領

域に経路を生成してしまうおそれがある．実際に，つくば

チャレンジ 2014では，水平に搭載された 2次元測域セン

サの走査平面よりも低い位置にある縁石を検知することが

できず，リタイアという結果で終わった．この経験から，

低層の障害物や側溝などを検出して，障害物として占有格

子地図に登録する機能を ORNEに追加する．また，未検

出の領域に関しても明示的に登録する．この機能により，

走行可能領域を明らかにして，障害物との衝突を回避する

ことを試みる．

3.2 検出手法

Neuhausらは，走行可能領域を抽出するために，3次元

測域センサで得られた 3次元点群に対して主成分分析を行

い，地面が平坦であるかの判定を行っている 3)．この手法

を参考にして，本手法では主成分分析により法線ベクトル

を算出し，その傾きにより走行可能かどうかを判別する．

以下に走行可能領域を検出する方法を示す．

1) ロボットの周りに未計測領域を設定する．(Fig.4(a))

2) 3次元測域センサ (北陽電機 YVT-X002)により，3次

元点群を取得する．(Fig.4(b))

3) 取得した点群内のある点を考えた時，その点まわりの

近傍点群に主成分分析を行い，法線方向のベクトルを

Fig. 3 Software configuration of ORNE for navigation

算出する．これを取得したすべての点に対して行う．

(Fig.4(c))

4) 法線方向のベクトルの傾きに応じて点とその周囲の領

域に対してコストを付与する．(Fig.4(d))

局所的な経路計画では経路を探索するためにコストマッ

プを使用するが，閾値以上の傾きの法線ベクトルを持つ点

とその周囲のコストを上げて，閾値以下の点とその周囲の

コストを下げることにより，障害物だけでなく未計測領域

も考慮したコストマップが生成される．なお，走行可能領

域を判別する閾値に関しては，国土交通省が定める『歩道

の一般的構造に関する基準』の「歩道の縦断勾配は 5%以

下とする．ただし，沿道の状況によりやむを得ない場合に

は 8%以下とすることができる．」(8% ≃ 4.6◦)という項目

より鉛直方向から±4.6◦以内の傾きのベクトルをもつ点の

ある箇所のみを走行可能な領域とした．

3.3 実装

本システムでは，ROS のパッケージ内にある

base local planner が障害物を回避する局所的な経路

生成を担当する．このときに使用するのがコストマップ

で，コストの高い領域を避けるように，Dynamic Window

Approach4) により経路が生成される．このコストマップ

を前節の手法により変更する．

Fig.5に本手法でコストマップを生成した様子を示す．た

だし，未検出領域に対するコストの付与に関しては，現在

実装中のため，結果には含まれていない．左図はシミュレー

タ内でロボットの前方に障害物を設置した様子を示してお

り，右図はその時のコストマップを示している．

4. 探索対象者の検出
探索対象者の検出には，3次元測域センサから取得した

点群データを用いる．点群データから数種類の特徴量を抽

出し，それらの特徴量を SVM(Support Vector Machine)

で選別する．

4.1 手法の概要

まず，前段階として，走行中のロボットに搭載した 3次

元測域センサから得られた 3次元点群から，菊地ら 5) の



Fig. 4 Proposed method to detect movable area
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Fig. 5 Result of calculating the cost

手法と同様の方法を用いて，探索対象者候補を抽出する．

抽出の過程を Fig.6 に示す．また，以下に手順を述べる．

1) 屋外を走行しながら，環境の 3次元点群を取得する

2) 得られた 3次元点群から，地平面を削除し，点群のま

とまりごとにセグメンテーションを行う．

3) セグメンテーションされた各クラスタから，人間らし

い大きさのクラスタを抽出する．

4) 抽出したクラスタに高い反射強度の点が含まれていれ

ば，探索対象者候補とする．

1. 3D point cloud data measured 
by a 3D LIDAR

2. Deleting ground plane data and 
clustering for each segment

3. Extracting point cloud data like 
a human size

4. Extracting point cloud 
including points of high intensity

Include the 
high

intensity point

Fig. 6 Overview of candidate extraction method

抽出された探索対象者候補の点群に対しては，城殿ら 6)

の手法を参考に，識別処理を行う．クラスタに含まれる点

群データから識別に必要な特徴ベクトルを算出し，事前に

学習した識別器によって，そのクラスタが探索対象者であ

るかどうかを評価する．識別器には，RBF(Radial Basis

Function)カーネルの SVMを用いる．

Table 1 Features quantities for detecting the sitting per-

son with a colored vest

No. Description Dimension

f1 Number of points included the

cluster

1

f2 The minimum distance to the

cluster

1

f3 3D covariance of the cluster 6

f4 The normalized moment of iner-

tia tensor

6

f5 Slice feature for the cluster 20

f6 Distribution of the reflection in-

tensity, which is composed of

the mean, the standard devia-

tion and the normalized 1D his-

togram

27

f7 Fast Point Feature Histogram 33

4.2 認識に用いる特徴量

Table 1に今回識別に用いる特徴量の一覧を示す．特徴

量は城殿らの手法を参考に f1 から f6 までの 6つの特徴

量とした．また，3次元点群が持つ選別性の高い特徴量と

して，3次元形状に基づく局所特徴量である FPFH(Fast

Point Feature Histogram)を利用する ( f7 )．城殿らはこ

れ以外に，Navarro-Sermentら 7) の提案する 3つの特徴

量も用いているが，これらの特徴量表現は点群の解像度が

低下する遠距離領域で識別性能が低下することが明らかに

されているため，本手法ではそれらの特徴量を使用しない



こととした．

5. オープンソースでのソフトウェアの提供

つくばチャレンジは，研究者や技術者が実際のロボット

を試作して実地で実験を行い，様々な方式を試してその

経験と結果を互いに共有することによってロボット技術の

レベルを向上させることを目指している．本研究室では，

ORNEの中核をなすソフトウェアパッケージだけではな

く，Fig.7に示すようなハードウェアの設計情報，SLAM

によって作成した占有格子地図，運用に必要な各種スクリ

プト，シミュレータモデルなどをすべてオープンソースで

提供し，ROSの環境を構築すれば簡便に Fig.8に示すよう

なシミュレータ環境 (Gazebo)で自律移動ロボットのソフ

トウェア開発が可能になるシステムを提供している．それ

とともに，本研究室以外でのソフトウェアやハードウェア

利用者及び開発者からの修正や機能追加を取り込み，改良

を加えることで，ロボット技術のレベルの向上への貢献を

図っている．

Fig. 7 Hardware of the ORNE project (It is based on

the i-Cart mini)

Fig. 8 Simulator for ORNE

6. まとめ

本稿では，本研究室にて開発している ORNE の概要，

本年度新たに開発した走行可能領域の検出技術及び探索対

象者検出技術，オープンソースでのソフトウェア等の提供

について述べた．今後は，つくばチャレンジ 2015の実験

走行などの機会において，屋外での実証実験を行い，新た

に開発した手法について有効性を検証する予定である．さ

らに，これらの試行錯誤から得られたデータを，提供する

オープンソースのソフトウェアパッケージへフィードバッ

クしていくことで，より頑健なシステムになるように改良

していく予定である．
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