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概要 我々は現在，ペットボトルや缶，ビ

ニール袋，タバコの吸殻などの投棄ゴミを

マニピュレータによって把持し，回収する屋

外サービスロボットの開発を行っている．本

稿ではまず，プロトタイプロボットOSR-01
のセンサシステムやマニピュレータ，移動

機構などのハードウェア構成を紹介し，次

に様々な投棄ゴミを検知し位置を計測する

ためのビジョンシステムについて紹介する．

そして最後に「ロボット開発・実証実験特

区」に指定されている福岡県北九州市にお

いて行った市街地実験の結果を紹介する．

1 はじめに

現在までに，家庭や介護施設などでの利用を目的と

した非製造業向けのロボットが数多く研究され，様々

な形態のロボットが開発されている（例えば [1]-[4]）．
特にここ数年のサービス産業向けの自律移動ロボッ

トの開発技術の発展は目覚しい．しかし現在まで開

発された多くの自律移動ロボットは屋内用途を前提

としたものが多く，屋外用途での完全自律型ロボッ

トは少ない．また，商店街などの周囲に歩行者の存

在するような状況下での利用を前提とする自律移動

ロボットの開発やその実証実験はほとんど見当たら

ない．このような状況の中，福岡県，福岡市，北九

州市は日本政府から 2003年 11月 28日にロボット
開発・実験特別区の指定を受けた．この特別区では，

所轄警察から許可を得た屋外公共エリアでのロボッ

トの実験が可能である．そこで我々はこの特別区の

優位性を生かし，商店街における投棄ゴミの回収を

行う屋外サービスロボット（OSR : Outdoor Service
Robot）の開発を開始した．開発するロボットに求め
られる機能は，商店街のゴミを探索し回収する機能

や，来客の出迎え，案内，情報提供を行う機能などで

ある．本稿では現在までに開発を終え，屋外実験を

行ったプロトタイプロボットの一号機であるOSR-01
のハードウェア構成の概要を述べた後に，ゴミを検知

し計測するためのビジョンシステムについて述べる．

またその後，屋外で行った実証実験の結果を示す．

2 OSR-01

2.1 OSR-01の構成

OSR-01の構成と諸元を図 1と表 1に示す．OSR-
01には走行系やアームの制御などを行うコンピュー
タと画像処理を行うコンピュータが 2台内蔵されて
おり，さらに以下のセンサが装備されている．

• 四台のレーザレンジファインダ（LRF : Laser
Range Finder）．これらの LRFは障害物の検知
および回避のために用いる．各 LRFは前方の水
平面 180[deg]を 10[Hz]でスキャンする．

• 経路監視のための全方位カメラ（本体中央上部）．

• 二台のアームカメラ（マニピュレータの根元付
近）．これらはマニピュレータの動作によって，

パン（+60～−60[deg]）およびチルト（−45～
+90[deg]）する．

• 一台のハンドアイカメラ（エンドエフェクタ付
近）．
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図 1: OSR-01の構成．

2.2 投棄ゴミの回収動作の流れ

OSR-01は次のような流れで投棄ゴミを回収する．

1. 設定された経路を巡回する．

2. アームを左右に振り経路上のゴミを探索する．

3. ゴミを検知した場合，以下の二種類の制御系を

同時に駆動して対象物に接近する．

(a) 対象物の中心がカメラ画像の中央に撮影さ
れるようにアームの角度を制御する．

(b) マニピュレータの各関節が予め定められた
角度，すなわち対象物の把持が可能な姿勢

になるように台車の駆動輪を制御する．

4. 対象物に対して一定距離に接近した後，4.1に述
べる手法もしくはステレオ視 [5] によって対象
物の詳細な位置を計測し，その上方にマニピュ

レータを振り挙げ，物体把持の初期姿勢をとる．

5. ハンドアイカメラによって対象物の位置と姿勢
を計測する．

6. 把持および格納を行う．

3 投棄ゴミの検知

3.1 対象物検知アルゴリズムの検討

アームカメラ画像における対象物検知に用いるこ

とが可能な物体認識手法が現在までに数多く提案さ

れている．これらの手法は，ステレオ視により対象

物の立体的な特徴を抽出して検知する手法と，固有

空間法などに代表されるような一台のカメラによる

対象物検知手法の二種類に分類できる．一方，これ

らの対象物検知手法をロボットに実装するためには，

具体的に以下のような制約を考慮しなければならな

い．すなわち，(i)Pentium4 の 3GHz 相当のノート
PCに実装した場合に 640×480[pixel]の画像を 5[fps]

表 1: OSR-01の諸元

DOF Manipulator 5
Hand 1
Drive wheel 2

Dimension Height 600mm
Width 500mm
Depth 600mm
Manipulator length 750mm

Weight 45kg

Running speed 1.8 km/h

Drive wheel 2

Sensor LRF 4
CCD camera 3
Omni camera 1
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程度で処理可能であること，(ii)屋外での環境光の変
化にロバストな認識が可能であること，(iii)アルゴ
リズムのパラメータ調整が容易であること，などで

ある．前者の手法には環境光の変化や歩行者の存在，

移動に伴う画像の振動などによる画像間対応点の発

見の困難さの問題が存在し，これを克服するための

計算コストは膨大である．一方後者の手法は，検知

しようとする対象物を予め様々な角度から撮影して

大量のテンプレートパターンを用意する必要がある

が処理自体は高速である．また，固有空間法の類似

度計算を正規化相関によって行うことにより，複雑な

背景や環境光の変化に対する頑健な認識が可能であ

ることが知られている [8]．以上の理由より，ロボッ
ト実装のための上述の制約を満たす手法として，高

速フーリエ変換とK-L展開を用いる高速な物体検知
手法 [6]を OSR-01に実装することにした．

3.2 対象物の検知とトラッキング

対象物の検知とトラッキングを行うために，OSR-
01は主に三種類の画像処理アルゴリズムを切り替え
て用いる（図 2）．すなわち，ペットボトル等の特定
の形状を持つ対象物の検知を固有空間法 [6]によって
行い，検知の確度が高くロボットの最近隣にあると

推定される対象物のトラッキングを CAMSHIFTア
ルゴリズム [7]によって行う．また，ハンドアイによ
る物体把持動作やごみ箱の検知処理には，色相値に

基づく対象物体の検知を行う．

4 対象物の計測

ロボットの大きさや姿勢が既知であることと，対

象物がロボットと同一の地面にあるという制約条件

を用いると，一台のカメラによる対象物の検知結果

のみで，対象物の位置を算出することが可能である．

以下では，一台のアームカメラによる検知結果から

対象物の位置を算出する方法を示す．

4.1 対象物の位置計測

まず，ロボット座標系をΣr = {rx,ry,rz}，カメラ座
標系を Σc = {cx,cy,cz}，カメラのスクリーン座標系
を Σs = {sx,sy}とし，それらの位置関係を図 3に示
す．カメラのスクリーン座標系における対象物の位置

xd = (xd, yd)と，ロボット座標系における対象物の位
置 rp = (rpx,rpy,−h)の関係は以下のように求まる．

まず，rx軸に θ，ry軸周りに φの回転を行う回転座標

変換をRyx(θ, φ)と記述すると，座標系 Σr の原点か

ら Σr の原点へ向かうベクトルはRyx(−θ,−φ)b ,rb

と書ける．ここで bはロボットのアームに取り付けら

れたカメラの位置と姿勢で決まるため既知であり変

化しない．また，カメラ座標系の原点からスクリーン

座標系上の点 xd までのベクトルを cdと表すと，ロ

ボット座標系でのこのベクトルの表現は以下のよう

になる．

rd = Ryx(−θ,−φ) cd (1)

これらから，対象物の位置は以下のように推定できる．

rp =r b +
n(rb − h)

nrd
rd (2)

ここで，n = (0, 1, 0)かつ h = (0, h, 0)である．
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図 2: ゴミ回収のための画像処理のフローチャート．
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図 3: カメラ座標系とロボット座標系の関係．

しかしロボットの姿勢や対象物の存在する場所に

よっては対象物が床面に落ちているという拘束条件

を利用できない場合があるため，2.2 に述べたステレ
オ視による距離測定手法を作業の場面に応じて上述

の処理と切替えて用いる必要がある．

4.2 ハンドアイによる対象物計測

ロボットは目標物に対して一定の距離に接近した

後に，アームを対象物体の上方に振り上げ物体把持

のための初期姿勢をとる（図 4(a)および図 8(c)）．そ
の後，ハンドアイによって対象物を撮影し，対象物

把持のためのアームの姿勢やエンドエフェクタの把

持角度を計算する．これらの計算結果に従ってアー

ムをフィードフォーワード制御し物体の把持および

回収を行う．ハンドアイ画像における把持対象領域

の特定には，事前の動作シーケンスにおいて獲得し

た目標対象物の色相値を用いる．ハンドアイの画像

処理結果の例を図 4(b)に示す．

5 実験

5.1 テンプレート画像の収集とパラメータ
決定

物体検知に用いる固有ベクトルと生成のために，三

種類のペットボトルについてテンプレート画像を収

集した．OSR-01の 500[mm]から 2000[mm]前方の
範囲で対象物の検知を行うことを想定し，図 5に示
すような条件で画像を撮影し収集した．すなわち，カ

メラの高さは 400[mm]，見下ろし角度を θp = 10度,
20度, 30度, 40度，回転角度を θr = 0, 10, · · · , 350
度（各 10度）とした．また，これらの画像はペット
ボトルの中心と画像の中心が一致するように調整さ

x
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(a) ハンドアイスクリーン座標系 Σi = {ix,iy} とエ
ンドエフェクタ座標系 Σh = {hx,hy,hz} の関係図．
(xe, ye)はハンドアイスクリーン上の対象物の中心で
あり，(xt, yt, zt)と θは目標対象物の位置と姿勢であ

る．エンドエフェクタの初期姿勢での高さ hhは一定

であり，対象物の高さ htは検知したゴミの種類から

推定する．

(b)検知した対象物に対する最小適合方形と重心，姿
勢，距離を計測した結果の例．

図 4: ハンドアイによる対象物の計測．

れており，背景の画素値は 0，解像度 150×110[pixel]
で 431枚の画像を収集した．それらの一部を図 6に
示す．

次に，これらの画像をK-L変換する際の固有ベク
トルの次元数は処理速度と認識精度のトレードオフ

に影響を与えるため，屋外環境に投棄されたペット

ボトルを撮影した画像を用いて実験的に固有ベクト

ルの次元数 K = 20と決定した．また検知処理に用
いるしきい値は thr = 0.7とした．図 7に上述のパ
ラメータを決定するために行った屋外でのペットボ

トル検知実験の結果の例を示す．640×480画素の中
央から 480×480 画素を切抜き，512×512 画素に拡
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図 5: テンプレート画像の撮影条件．

図 6: ペットボトル画像の例（全 431 画像中の 36
画像）．

大して入力画像として処理した．これらの結果から，

ペットボトルの位置や姿勢に依らず精度良く検知が

行われていることがわかる．また，この処理に要す

るフレームレートは，Pentium4の 3GHz相当のコン
ピュータで 5[fps]であり十分に高速である．

5.2 商店街における実験

我々は北九州市にある熊手商店街で OSR-01の動
作実験を行った．この商店街には高さ約 5[m]のアー
ケードがあり，このアーケードの天井はすりガラス

図 7: 屋外でのペットボトル検知実験例．図中の白い
円が検知された場所を示している．

であるため，天候によってアーケード内の明るさは

変化する．またアーケードの道幅は約 8[m]であり，
床には複数の色のタイルが敷き詰められている．実

験を行った日は快晴であった．ロボットの走行速度は

最大 1.8[km/h]であり，ビジョンシステムのフレー
ムレートは最低 5[fps]であった．商店街を巡回し地
面に置かれたペットボトルを回収する実験を行った

様子を図 8に示す．OSR-01は歩行者の接近を検知
し，回避して対象物に接近できることが確認された．

また，経路上に落ちているペットボトルを回収する

ための一連の動作を OSR-01 は精度良く行うことが
できることが確認された．

6 おわりに

本稿では，開発した屋外サービスロボットOSR-01
の構成とビジョンシステムについて紹介した．また，

OSR-01がゴミを実際の商店街において検知し回収
する実験を行った結果を示した．

今後の課題として以下のことが挙げられる．まず

センサによる環境認識や画像認識の計算速度とロボッ

トの動作速度の関係を明らかにし，認識処理速度や

動作速度を適応的に調整する機構を備える必要があ

る．ロボットの動作速度よりも早すぎるセンシング

はバッテリや体内 LANの通信コストの浪費を招き，
画像処理の遅延はロボット全体の動作のボトルネッ

クになる．次に，商店街などでの利用を前提とする

ロボットにおいて周囲の人間に対する安全性能は最

も重要な仕様要求であるため，今後は安全性能を考

慮したハードウェア構成や各動作のベリフィケーショ

ンをさらに充実させる必要がある．
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