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 屋外環境美化ロボットの開発は，高齢化社会

や環境問題が深刻化していく中で，家庭や公共

の場においてゴミ回収や荷物の搬送作業及び情

報サービスなど生活支援を行うロボットを目指

して，産学官連携により進められているもので

ある．現在，１号機 OSR-01 本体が完成し，開

発したソフトウェアの検証と改良を行っている．

ここでは，屋外環境美化ロボット OSR-01 の開

発概要と，OSR-01 を用いて行った商店街での実

証実験について報告を行う．実験では，屋外環

境下においてペットボトル等の認識及び回収が

実現された．また、現在開発中の２号機につい

ても概要報告を行う。 
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ABSTRACT ―  A development of outdoor service robot is a project which have run by an 
industry-university-government collaboration aimed at a robot that does the livelihood support of the trash collection, 
the transportation work of luggage and the information service, etc. in the home and the public domain. Now, we have 
constructed OSR-01, the first machine of the project. 
This papar presents the development of outdoor service robot OSR-01 and shows results of open experiments with 
OSR-01 on a real shopping street in the special zone for robot research and development in Kitakyushu-city. In the 
open experiments, we confirmed that OSR-01 rearizes detecting plastic bottles and collecting them under outdoor 
environment. 
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１ はじめに 

 
近年，極限環境ロボットやレスキューロボットのように，

屋外での作業を目的としたロボットの研究や開発が盛んに

行われているが，実際に運用されているものは非常に少な

い状況である．しかし，屋外において，ロボットによる警

備や清掃などのサービスに対するニーズは広く，商店街等

では，経費削減や集客などを期待する事業主も多い． 
これらロボットシステムの開発では，未知で複雑な環境

をどのようにして認識するかが大きな課題である．また，

車のようにロボットが広く一般の生活にも普及するために

は，道路交通法の改正などの行政機関の協力も必要である．

このような背景の中，福岡県では 2003 年 11 月に，公共の

場でロボットの実験を行うことのできる「ロボット開発・

実証実験特区」の認定を受けた．屋外作業ロボットシステ

ムの開発[1]を行っていた著者らは，産学官のプロジェクト

を組織し，ロボット産業振興会議の「ロボット開発技術力

強化事業」により「屋外サービス（環境美化等）ロボット

の開発」を平成 16 年より２ヶ年で進めている．この屋外サ

ービスのひとつとして，街頭等での清掃作業をテーマに開

発を進め，「特区」を活用した屋外での実証実験を行ってい

る．商店街のように様々なものが周囲に存在する環境でロ

ボットが作業を行うのは障害物も多く非常に困難であるが，

実用化されればその応用範囲は広大であると期待している． 
本稿では，まず開発した１号機 OSR-01 のシステム構成

を示すと共に目標物の認識，接近と回収する動作を実現す

るシステムについて解説を行う．また，清掃作業の代表的

な動作として，路上に落ちているペットボトルや空き缶の

回収動作を OSR-01 に組み込み，実際に商店街での実証実

験について報告する． 
 

２ OSR-01 のシステム構成 

 
開発している「屋外サービスロボット」は，屋外におい

て空き缶やビニール袋等の投棄ゴミの回収を行う自律型の

屋外環境美化ロボットである．想定される利用環境は，不

整地を含む屋外環境であるが，１号機である OSR-01 は段

差乗り越え等の不整地走行機能を有さない技術開発用試験 



 
Photo 1. OSR-01 

 
Table 1. Principal Specifications of OSR01 

Height 600 [mm] 
Width 500 [mm] 

Dimensions 

Depth (inc. Arm) 600(1350) [mm]
Weight inc. batteries 45 [kg] 

Arm 5 D.O.F D.O.F 
Hand 1 D.O.F 

Maximum payload 500 [g] 
Drive wheel 2 
Running speed 0.5 [m/s] 

L. Rangefinder 4 Sensor 
CCD Camera 4 

 
Table 2. Movable Range of Each Joint 

Joint Movable Range 

M1 -60 deg. to 60 deg. 
M2 -90 deg. to 45 deg. 
M3 -100 deg. to 90 deg. 
M4 -90 deg. to 90 deg. 
M5 -180 deg. to 180 deg. 
H1 0 deg. to 60 deg. 

 
機である．ゴミ回収のためのマニピュレータを有し，外部

環境認識センサとして CCD カメラとレーザレンジファイ

ンダ（LRF）を搭載している．また，走行システムは独立

駆動輪２輪とキャスタ４輪によって構成されており，超信

地旋回が可能である．Photo 1 に OSR-01 の全体写真，Figure 
1 にその構成図を示す．また，Table 1 に OSR-01 の主な仕

様を示す． 
 マニピュレータは肘１自由度，肩と手首に２自由度の計

５自由度あり，地面へのアプローチや未使用時の体内収納

ができるようにデザインされている．マニピュレータを体

内に収納することにより，OSR-01 が周囲の人間に与える

印象を優しくする効果が期待できる．また，ロボット全体

の外装デザインも同様の効果を狙い，曲線を多く取り入れ

たものになっている． 

 
Figure 1. Configuration of OSR-01 

 

 

Figure 2. Joint Configuration of OSR-01 
 
ステレオカメラは間接 M2 と M3 間のリンク上に搭載さ

れており，間接 M1 と M2 の２軸がステレオカメラのパン・

チルト機能の役目も担っている．ハンドは開閉式で，側面

に CCD カメラを１台搭載しており，全方位カメラおよび

駆動輪はロボット本体の中心軸上に配置されている．

Figure 2 に OSR-01 の軸構成，Table 2 に各軸の稼動範囲を

示す．  
Figure 3 に示すように，OSR-01 には動作管理と駆動系の

制御を行うメインの計算機と画像処理のみを行う計算機の

２台の計算機が搭載されている．また，メインの計算機で

は OS に RT Linux を採用しており，1ms のサンプリングタ

イムで全 8 軸モータのリアルタイム制御を行っている．ユ

ーザーが自由にプログラムを変更可能で，力制御などの制

御アルゴリズム開発が容易に行える．画像処理用の計算機

には Vine Linux を搭載したノート PC を用いている．サン

プリングタイムの長い画像処理を駆動系と異なった計算機

で計算させることにより，メインとなる計算機の負荷を減

らし，リアルタイム性を有する駆動系制御システムを実現

している．また，障害物検知用の LRF はメインの計算機に

接続され，駆動系との繋がりを密にしている．メインの計

算機とノート PC は体内 LAN で接続されており，TCP/IP 



 
Figure 3. System Configuration of OSR01 

 
を用いて通信を行っている．さらに，無線 LAN を用いた

外部との通信が可能であり，この通信を利用したジョイス

ティックによるマニュアル操作システムも実装している． 
 

３ 動作計画 

 
ゴミ等の対象物の探索・回収動作を実現するためには，

その認識・計測システムと台車・マニピュレータの制御シ

ステムが必要である．ここでは，ペットボトルを対象とし

た場合における各システムについての説明と OSR-01 に搭

載している動作シーケンスについて述べる． 
 
3.1 動作シーケンス 

OSR-01 に搭載した動作シーケンスを以下に示す． 
（１） 直進しながらステレオカメラを左右に振り，ペッ

トボトルの探索を行う． 
（２） ペットボトルの発見後，以下の 2 つの動作を並列

に行う． 
(a) マニピュレータの届く位置までステレオカメ

ラから得た情報を基に移動する． 
(b) 走行中に目標物がカメラの視界から外れない

ように，カメラの姿勢を目標物に追従させる． 
（３） マニピュレータの届く位置まで近づいた後，ステ

レオカメラでペットボトルの精細な位置を計測し，

把持姿勢に移る． 
（４） ハンドカメラによりペットボトルの位置・姿勢を

計測し，マニピュレータを用いて把持および回収

を行う． 
 
3.2 画像処理 

OSR-01 はステレオカメラ，ハンドアイカメラ，および

全方位カメラを搭載しており，これらを用いる対象物の検

知および認識を行う画像処理システムは，本ロボットにお

いて最も重要なシステムの一つである．しかし，屋外にお

ける撮影画像には，逆光の映り込みや環境光の大幅な変化， 

 
Figure 4. An example of results of the image processing 

 

 
Figure 5. Control System 

 
走行時の振動など非常に多くの未知特性や外乱要素が含ま

れるため，屋内の一定(既定)光下と比較して，その画像処

理には種々の問題が生じる．そのため，現在までに対象物

の検知や認識，追跡のために複数の画像処理手法を適用し

実験を行った． 
まず，対象物の検知を行う手法として，画像を HSV 表色

系に変換し色相値に基づく特定対象物の検知を行う手法と，

パラメトリック固有空間法を検討した．前者の手法は高速

な処理が可能であるが，様々な色相値を持つ対象物の検知

には対応できない．一方後者の手法は，テンプレートを用

意した対象物に対して特定の環境下では高い認識性能を提

供するが，激しい環境光の変化や対象物の形状の変化があ

る場合には認識率が低下する．屋外において高い検知およ

び認識率を獲得するためには，複数の手法を組み合わせて

用いることが重要であると考えられる．後述する屋外実証

実験では，対象物が既知であるとして前者の手法による対

象物検知を行った． 

次に，対象物との距離の計測手法として，単眼視による

手法とステレオ視による視差を利用する手法[2]との比較

検討を行った．前者は，カメラの取り付け位置やロボット

の姿勢などの既知情報を用いて検知物体までの距離を計算

する手法であり，原理が簡潔で開発・修正が容易かつ誤差

も 10mm 程度であるという特徴を持つが，対象物の立体的

な形状や大きさを計測することはできない．それに対して



後者は，対象物のより詳細な形状や大きさなどを計測する

ことができるが，画像処理に時間がかかる，環境変化に影

響を受けやすい，処理結果が安定しないなどの問題点があ

る．したがって，屋外作業においてはこれらの処理を状況

に応じて組合せて用いるのが妥当であると考える．ただし，

後述する屋外実証実験では，対象物をある程度既知である

と想定して，前者の手法のみを用いた．また，その計測は

以下の条件で行った． 
・レンズの画角，画像解像度及びカメラの取り付け位

置等のパラメータが既知である 
・レンズ歪は無視できる 
・地面は平坦である 

Figure 4 にペットボトルの抽出・距離計測を行った結果を

示す．画像解像度は 640×480pixel で，処理時間を含んだサ

ンプリングレートは 15fps である． 
 
3.3 制御システム 

OSR-01 に搭載している走行制御システム[3]を Figure 5
に示す．画像処理システムから得られたカメラ座標系（画

像フレーム中央を原点とする平面座標系）での対象物の座

標情報から各軸への速度指令が生成され，各軸では P-PI 制
御機により位置・速度の制御が行われる．また， はカメ

ラ座標系からロボット座標系（ロボット中心の接地点を原

点とする極座標系）への変換行列で， は台車の左右駆

動輪への速度指令， はステレオカメラの姿勢に対する

速度指令を生成している．ロボットが目標物に接近動作を

行う際に目標物がカメラの視界から外れる恐れがあるので，

カメラの姿勢は目標物に正対するように台車の向きに合わ

せて制御される．  

R
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ペットボトルの探索・回収動作において，探索時および

ペットボトル把持後の回収動作はティーチング・プレイバ

ック機能を用いている．また，マニピュレータによりペッ

トボトルを把持する際には，ハンドアイカメラから得られ

たペットボトルの位置・姿勢情報とヤコビ行列を計算する

ことによって各軸への位置指令を生成している．  
 

４ 特区実証実験 

 
開発しているロボットシステムの動作確認のために，

「ロボット開発・実証実験特区」を活かして北九州市の黒

崎商店街アーケード内で実験を行った．このアーケードの

天井は半透過型なので，実験現場付近の明るさは天候によ

り時々刻々変化する．また路面に大きな凹凸はないものの，

アスファルトやタイルなどが混在しており一様ではない．  
１回目の実証実験では，環境情報の収集を課題として，

OSR-01 が走行中に各カメラから得た画像の保存，及びタ

イルやアスファルトの路面での走破性の検証を行った．

Photo 2 にステレオカメラの右側から得られた画像を示す．

(a)は路上の空き缶やペットボトルを見た画像，(b)は逆光に

より一部が白くとんでいる画像の例である．また OSR-01
には，設定距離内に通行人が接近すると動作を一時停止す

る機能が組み込まれており，本実験においてこの非常停止

システムが有効に動作することを検証した．  
２回目以降の実証実験では，ペットボトルの探索・回収

動作の検証を行った．その条件の概要を以下に示す． 
・ 路面：赤褐色と灰色のタイルで，凹凸は最大 3mm 程

度 
・ 光源：自然光（半透明の天井を透過したもの）と蛍光

灯の混合光 
・ 天候：晴れ 
実験の様子を Photo 3 に示す．写真はそれぞれ，(a)ペッ

トボトルの探索，(b)接近動作，(c)ハンドアイカメラによる

把持対象物の位置および姿勢計測，(d)把持，(e)持ち上げ，

(f)収納の様子である．これらの実証実験において，OSR-01
がペットボトルの探索および回収の一連動作フローが有効

に機能していることが確認できた．しかし，ペットボトル

の把持動作において数度の失敗があった．これらの原因と

して以下のことが考えられる． 
（１） ハンドカメラによるペットボトルの姿勢計測を行

う際に，ペットボトルに光が反射して正確な位

置・姿勢の計測ができない場合がある． 
（２） マニピュレータにより地面にアプローチできる領

域が狭く，走行系の誤差により把持動作ができな

い場合がある． 
また，走行系の誤差が大きくなる原因としてキャスタの影

響が考えられる．OSR-01 には駆動輪の他にキャスタが 4
輪あるが，これらの側面方向への摩擦抵抗が大きく，低速

走行時の方向転換の精度が低い．そのため，ペットボトル

への接近動作の終了条件を緩くしなければ，把持できる位

置まであと少しという場所でもたついてしまい，把持動作

へ移るまでの時間が非常に長くなるという問題が起こる．

この問題への対策として，キャスタをオムニホイルに変更

するなどのハード面の対策と走行制御アルゴリズムの見直

しなどのソフト面での対策を行っている． 
 

５ 2 号機について 

 
現在，2 号機の設計・製作を 1 号機の改良と並行して行

っている．2 号機では，各システムの完成度向上と共に，

モジュール化を進めコンポーネント単位での製品化も視野

に入れ，また全機構に対して防塵・防滴加工を行う． 
1 号機からの大きな変更点は，マニピュレータの双腕化，

台車のクローラ化，およびカメラと LRF よりなるセンサフ

ュージョンシステムの開発である．これらの改良により，

ロボットが行う作業の範囲や種類が大幅に広がることが期

待される． 
 



  
(a)                     (b) 

Photo 2. Examples of the experiment 
 

  
(a)                                     (b) 

  
(c)                                    (d) 

  
 (e)                                   (f) 

Photo 3. OSR-01 pikking up a PET bottle in shopping arcade 



６ おわりに 

 
本稿では，開発を行っている屋外サービスロボット

OSR-01 のシステム構成について解説し，商店街における

ゴミ回収作業の実証実験を通して構築したシステムの動作

検証を行った． 
画像処理システムでは，単眼視システムによるペットボ

トルの認識・計測の有効性が確認された．今後は，処理の

高速化および逆光等の問題への対策を検討すると共に，ス

テレオ視による認識・計測システムについても開発を進め

ていく． 
走行制御系については，現在はカメラの画像取り込み時

間と処理時間を十分に考慮した速度での走行しか出来ない

ので，今後は画像処理システムからの情報がない間の目標

の位置を推定し，より高速・高精度な制御を目指す． 
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	ABSTRACT ― A development of outdoor service robot is a project which have run by an industry-university-government collaboration aimed at a robot that does the livelihood support of the trash collection, the transportation work of luggage and the information service, etc. in the home and the public domain. Now, we have constructed OSR-01, the first machine of the project. 

