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弊社の紹介

 所在地

東京都新宿区西早稲田

 事業内容

主にロボットアームを開
発・製造・販売

国際ロボット展(iREX2017)に出展
Deep Learningを用いた
「野菜のピッキングデモ」を実演
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http://robotics.tokyo



 構造

高精度全方位移動ロボット
“Precise Omni”

歯車の噛み合いと車輪のエンコーダにより、
精密な位置決めを実現

“車輪と床の噛み合い”に特徴を有する

【特徴】
・目標位置に1mmの精度で到達可能
・直線移動だけでなく曲線移動も可能
・ただし、床面への特殊パネルの設置が必要

移動台車

車輪の回転方向：

高精度な位置決め
が可能。

車輪の垂直方向：
横滑りが可能

三角錐の突起を
格子状に配置した
歯車状特殊パネル
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床は特殊パネル

[動画] https://www.youtube.com/watch?v=qPNsXrx1kMc



Precise Omni の実運用に向けた課題

 課題１

特殊パネルの上に小さな障害物（ボルトやナット等）
が落下すると、移動台車の車輪に引っかかってしまう。

◼なお、3mm以上の大きな障害物であれば、バンパーとの
接触により検知できる。

大きい障害物

小さい障害物

バンパーにより
接触を検知できるため
引っ掛かりを回避可能

バンパーでは接触を検
知できない

移動台車
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バンパー



 課題２

複数の移動台車の移動経路を探索する、リアルタイ
ムマルチエージェント経路探索技術が必要。

◼経路探索だけでも一般に計算量が大きいが、マルチエー
ジェントかつ互いの衝突も回避するとなると、計算量が膨
大となる。

部屋

棚

棚

棚

棚

移動台車

障害物

目標位置
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本研究の目的

 障害物の画像認識技術を開発すること
要求スペック：
◼全方位の検出が可能であること。

◼移動台車の安全停止距離(1.0m)を確保できること。

◼安価であること（Webカメラを採用）。

◼検出した障害物の位置を特定できること。

 リアルタイムマルチエージェント経路探索技術を開
発すること
要求スペック
◼一度に複数の移動台車の経路探索が可能であること

◼障害物や移動台車同士の衝突を回避可能であること。
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１．障害物の画像認識技術の開発
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障害物の検出手法の概要

 障害物の特徴量を用いた検出は難しい

現場では、ネジやナットだけでなく、ガラス破片や金
属片などあらゆる物が障害物となり、限定できない。

小さい障害物の場合、Webカメラに写るサイズが小さ
く十分な特徴量を取得できない。

パネル

移動台車

移動台車の前面に取り付けた
Webカメラで撮影した画像

障害物
（ボルト、ナット）
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 そこで、特殊パネルの特徴を活かした障害物検出を行う
アプローチを採用した。
 タイルパターンを検出し、その中の異常なセルを判定する

タイルパターンの検出
（キャリブレーション）

異常なセルの検出
（障害物検出）

移動台車はタイルパターンに
対して常に一定の方向を向く

特徴量判定（統計処理）

移動台車
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画像処理、FFT、
クラスタリング、線形回帰



ハードウェア構成

パネル

移動台車
Webカメラ

視野角 画素数 フォーカス 露出 白補正

Logicool HD
Webcam C615

水平74.0°
垂直41.6°

210万画素
(1920x1080)

手動/自動
(7cm～∞)

手動
/自動

手動
/自動

制御PC (Panasonic  CF-SX1:
Core i5 2.5GHz,
4GB DDR3 SDRAM)

Webカメラ (Logicool
HD Webcam C615)

広角レンズ (Elecom Selfie Lens (x0.4)
→カメラの水平視野角は128degへ

Webカメラを4方向に取り付けることで、全方位の検出を可能にした。

10cm-10deg

Webカメラのスペック

水平視野角
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移動台車



フローチャート

①不要な領域の除去

②画像処理

③奥行縞の検出

④水平縞の検出

⑤タイルパターンの再構築

Start

End

⑥異常セルの検出

⑦距離の算出

Start

End
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キャリブレーション処理（1度だけ） 障害物検出処理（一定周期で繰り返し）



①不要な領域の除去

 タイルでない画像領域を除去する。
各ブロックの特徴量(=内部のHSV値の平均)を算出。

 リファレンス領域はタイルであるとする。各ブロックの特徴
量がリファレンスから許容範囲内に収まっているかを判定。

RGB色空間(画像信号)

変換

HSV色空間(知覚的信号)
リファレンス領域

ブロック毎にHSV色空間を算出
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リファレンスから外れた特徴量を
持つブロックを除去



②画像処理

 画像処理を用いて、タイルパターンを強調させる。
 ヒストグラム均等化処理

◼ 環境光の違いの影響を受けないよう、明るさを正規化。
◼ ※画像内で明るさの分布に偏りがある場合は、さらに局所的ダイナミック
レンジ圧縮処理を用いて補正する。

ガウシアンフィルター（σ=10）によるぼかし処理
◼後工程の「③奥行縞の同定」を可能にするため

ガウシアンフィルター（σ=4）によるぼかし処理
◼後工程の「④水平縞の同定」を可能にするため

ヒストグラム均等化処理 ガウシアン
フィルター
（σ=10）

ガウシアン
フィルター
（σ=4）
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ガウシアンフィルター
（σ=10）

ガウシアンフィルター
（σ=4）



③奥行縞の同定

 画像の水平断面（左図の黄線）の波形をFFTにかけて低周波成分
のみ残す（左図のグラフ）。

 次に、波の低い位置をプロットする（右図の青点）。

 最後に、近い青点をクラスタリングし、その点群から回帰直線（右
図の緑線）を求める。
 その際、回帰直線群が等間隔のタイルパターンになるように傾き・切
片を調整する。

複数の水平断面を取得

交点：∞遠方
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x座標[pix]

輝度値

x座標[pix]

y座標[pix]



④水平縞の検出

 ③で取得した奥行縞（左図の黄線）の波形をFFTにかけて低周波
成分のみ残す（左図のグラフ）。

 次に、波の低い位置から、水平縞間隔の距離を取得し、プロット
する（右図の青点）。

 その点群の回帰直線を求める（右図の緑線）。

 上記回帰直線の２つの端点と、③で取得した∞遠方の点とを結ぶ
2次曲線を同定する（右図の赤線）

次の点までの距離

チェックする断面

奥行き直線の交点
（∞遠方）

検出した水平直線のプ
ロットの両端
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y座標[pix]

間隔[pix]

y座標
[pix]

間隔[pix]



⑤タイルパターンの再構築

 奥行縞の再構築
 ③で求めた回帰直線の傾き・切片の値から、奥行縞の直線を求める。

 水平縞の再構築
 ④のグラフから、手前の水平線から奥に向かって水平線のy座標を
逐次求める。

 グリッドセルの生成
 奥行縞と水平縞の式から、タイルパターンによるグリッドセル全ての4
点頂点の座標を算出して記憶する。

再構築したタイルパターン（緑線）
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グリッドセル



⑥異常セルの検出

 ⑤で得たグリッドセルの各セルについて、特徴量を算出する
 特徴量：グリッド内の画素のHSV(色相・彩度・輝度)の平均値

 次に、特徴量のマップに対してフィルタをかけることで、特徴量が
大きく変化する箇所を検出する。
 変化量の外れ値は、正規分布と仮定して３σで抽出。

障害物の検出結果

0 -1 0

-1 4 -1

0 -1 0

タイル領域内の各グリッドに
ついて、平均HSVを求める。

フィルタ処理
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特徴量マップ

RGB色空間

変換

HSV色空間



⑦障害物までの距離の算出

画像の座標と実空間距離を換算する方法

画面の中央

l （既知）

θ/2

2lcos(θ/2)

2lcos(θ/2)cos(θ/2)

θ(垂直画角)=41.6[deg]

カメラ

焦点スクリーン
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画面の下端

画面の下端

画面の中央
この間の水平線の数を、④水平縞のグラフから算出。
タイルパターンの実寸は既知であるから、lが求まる。



評価結果

 (1)検出範囲
 移動台車から1.31mまで離れた障害物を検出可能であることが確認できた。
移動台車は1.0mあれば安全停止できるため、十分。

 (2)検出精度
 20種類の障害物を用いてテストを行った。

 黒いボルトや銀色のナットなど、パネル床面と異なる色の物体については
100%の精度で検出することができた。

 一方、パネル床面と同じ白い障害物については検出することができなかった。
◼ そのため、色の影響を受けにくい近赤外線センサーなどを補完的に使用することを
考える必要がある。

 パネルの取り付け溝を障害物と誤検出してしまう。
◼ 溝の位置やその特徴量を予めマップで記憶しておくなど、対応が必要。

 (3)処理時間
 グリッドパターン生成の所要時間は2.5秒

 障害物検出時間は0.05秒

 カメラの撮影周期は0.2秒

 リアルタイム性を十分に確保できている。
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２．リアルタイムマルチエージェント
経路探索技術の開発
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手法

 マルチエージェント経路探索アルゴリズムとして「A* 
algorithm」を採用。

ただし、元のアルゴリズムのままでは計算量が多いため、
様々な高速化手法が提案されている。

今回は、GPUベースの下記の並列計算手法(※1)を参考
に経路探索の実装を行った。
◼ (※1) GPU Accelerated Multi-agent Path Planning based 

on Grid Space Decomposition, Giuseppe Caggianese, 
Ugo Erra

 実運用に近い状況での動作検証。

移動台車を多数用意することは困難であったため、今回
はシミュレーションで評価を行った。
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評価

 シミュレーション環境
 OS：Ubuntu 14.04 LTS (64bit)

 メモリ：15.7GB

 CPU：Intel Core i7-2700K 
@3.50GHz x 8

 グラフィック：GeForce GTX 970

 シミュレーションデータ
 縦横20mの空間の倉庫

◼ 作業棚が７つ、移動台車が8台存在

 移動台車のタスク
◼ 作業棚に対して作業を行った後に、
左上のカウンターまで移動する

 経路探索の条件
◼ 100マス×100マスのグリッドを採用
することで、滑らかな経路を生成する
ことを可能とした。

移動台車6
移動台車5

移動台車3

移動台車4

移動台車1

移動台車8

移動台車7

移動台車2

(a) 立体図 (b) 平面図
カウンター

青い領域は台車の移動可能領域を表す

【図５】Precise Omniシステムのシミュレーションの構築内容
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移動台車6
移動台車5

移動台車3

移動台車4

移動台車1

移動台車8

移動台車7

移動台車2

(a) 立体図 (b) 平面図
カウンター

青い領域は台車の移動可能領域を表す

【図５】Precise Omniシステムのシミュレーションの構築内容

[動画] https://www.youtube.com/watch?v=6f1ub43B6bc



評価結果

 シミュレーションを実行したところ、目に見える遅延は
発生しなかった。

 移動台車が経路上で互いに衝突を回避する際に、

衝突を避けることを優先した経路が選択され、

すれ違った後は目標地点への最短経路が選択された。

24

(a) すれ違い前：衝突を回避するための方向を向いている (b)  すれ違い後：目的地の方向を向いている。

【図６】２つの移動台車がすれ違う前後の進行方向



まとめ
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まとめ

 障害物検出について

障害物とその位置を検出するための基本技術を確立する
ことができた。

特徴量判定部において、機械学習などを用いることでさら
に精度を改善することができると考えられる。

 マルチエージェント経路探索について
 A* algorithm の改良を使用することで、実運用の要求
を満たす経路探索（衝突回避、リアルタイム性）を実現で
きることを確認できた。

 以上より、高精度全方位移動ロボット「Precise 
Omni」の実運用化の実現に向けて大きく前進できた
と考える。
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