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When a mobile manipulator moves along realistic environment having no information about object,
it must recognize the environment around it and must decide its target object for manipulation. This
paper proposes a way to search an object in realistic environment and obtains its accurate shape dis-
cription in real time while the robot moving.
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1 はじめに
実環境を対象とした移動ロボットの研究は多くおこな

われており、広い行動範囲をロバストに移動できるロボッ
トが実現されている。また、実環境には様々な物体が存
在しており、この中を移動するロボットが環境中の任意
の物体を自由に操作する技術を持っていれば、移動ロボッ
トが持ち運びなどの作業を自律的におこなうことが期待
できるであろう。
筆者らは、移動ロボットにマニピュレータを搭載した

「移動マニピュレータ」に、物体操作による作業を実環境
中でおこなわせることに興味がある。この作業には様々
な要素技術が必要であるが、本稿では、多数の物体が存
在する実環境から、移動マニピュレータが操作の対象と
する物体の探索を、実時間で、位置精度良くおこなう方
法について述べる。

2 方針
移動ロボットにより物体を認識したり、操作をおこな
う従来の研究では、正確な形状をあらかじめモデルとし
て与えておくものが多かった。しかし、物体が混在する
実環境中では、対象となるすべての物体について、正確
なモデルを与えることは現実的ではない。
そこで本研究では、移動マニピュレータは物体に関す
る事前知識を持たないとする。すなわち、実環境中を移
動しながら操作対象とする物体を特定し、その後に対象
物体を操作するために必要な情報を取得する手法を取る。
これにより、移動マニピュレータの操作対象となる物体
は飛躍的に増え、実環境で動作するのに適した機能を持
つことができる。

3 処理の方法とアルゴリズム
移動マニピュレータは、操作対象物体の特定を走行し

ながらおこなう。そのため、高速でロバストな処理手法
が必要となる。さらに、特定された物体の位置は、なる
べく位置精度良く求められるべきである。なぜなら、こ
の位置推定の正確さは、物体操作に必要な形状情報の取
得処理に大きく影響するからである。
また、本研究では、実験システムとして、二輪駆動型

の小型移動ロボットを用いる。このロボットは床面を走
行するため、前提条件として、操作対象物体は床面上に
存在しているものとする。

これらから、実環境からなるべく多くの情報を得るた
め、ビジョンセンサを用いる。そして移動ロボットには、
小型で、システムが簡便であるなどの理由から、単眼の
カメラを搭載する。つまり、ロボットは移動しつつ、搭
載したカメラから複数枚の画像を取得し、操作対象物体
の特定に必要な情報を抽出する。
本研究でのアルゴリズムは、
• 床面上を走行しながら複数枚の画像を取得し、各画
像中から特徴点を選択し、追尾する。

• 任意の２枚の画像間での特徴点の推移と、各画像を
取得したカメラの位置・姿勢から、モーションステ
レオをおこない、特徴点の３次元位置を求める。

• 得られたデータに含まれている誤差を補正し、カメ
ラ位置・姿勢と特徴点の正確な値を求め直す。

である。以上より、床面上にある物体と、移動ロボット
の正確な位置関係が求められ、その結果から操作対象物
体の特定をおこなう。
3.1 特徴点の選択・追跡
特徴点の選択・追跡には、KLT-Tracker[1]を利用した。

このトラッカにより、画像中の特徴点の推移と、特徴の
強さの評価値が得られる。ただし、ここで得られる特徴
点には、追跡ミスしたものや、カメラから遠いものが含
まれる。これらの点は３次元位置復元に悪影響を及ぼす
ため、画像間での特徴点の移動量、Trackerから得られる
特徴の評価値の大小、特徴点の画像内での位置、などを
指標として、後の処理には信頼性の高い特徴点のみを用
いる。

3.2 モーションステレオ
ロボットが取得した画像列から２枚を選び出し、画像
間での特徴点の推移と、それぞれの画像取得時のオドメ
トリデータ（車輪の回転数から得られるロボットの自己
位置）をもとにして、モーションステレオ処理をおこな
う。すなわち、特徴点の３次元位置をX = (X, Y, Z)、画
像上の座標を拡張したベクトルを m̃i = (x, y, 1)とし、２
枚の画像間でのカメラの相対姿勢をR、位置を Tとした
とき、以下の線形な評価関数を最小化することで点の３
次元位置を得る [2]。

C = ‖X− s1A
−1m̃1‖2 + ‖X− s2A

−1Rm̃2 + T‖2 (1)
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図 1: 実験環境

図 2: 取得画像

ここでの Aはカメラの内部パラメータ行列であり、既知
とする。

3.3 カメラの位置・姿勢の補正
3.2では、線形な評価関数を用いて特徴点の３次元位置

を求めているが、この関数は、カメラの位置・姿勢が正確
であるという前提のもとで利用できる。しかし、移動ロ
ボットでは、カメラの位置・姿勢をオドメトリから得て
おり、ここには、オドメトリの累積誤差や、画像取得と
のタイミングのずれなどにより誤差が含まれている。こ
のため、オドメトリから求めたカメラ位置・姿勢を用い
て形状復元をおこなう場合、誤差への対策が必要である。
そこで、非線形関数を用い、補正処理をおこなった。
本研究の実験システムは、単眼のパンチルトカメラを

搭載したロボットが床面上を走行するものである。ここ
で、可変な外部パラメータは、カメラの俯角 θ、カメラの
パン角 φ、ロボットの直進成分 x、並進成分 yの合計 4つ
となる。よって、最適なカメラの外部パラメータを求め
るためには、上記の 4つのパラメータの組み合わせを見
つければよい。しかし、式 (1)の評価関数は、並進成分と
スケールを分離できないため、並進成分を小さくすると
評価関数の値も小さくなってしまい、最適なパラメータ
を求められない。そこで、以下のような非線形の関数に
より、カメラの位置・姿勢も含めた最適化をおこなう。
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ここで、rx、ry、rz は回転行列Rの行ベクトルであり、
tx、ty、tz は、ワールド座標系からカメラ位置への平行
移動成分 T、Xi、Yi、Ziは特徴点の３次元座標を表す。
そして、スケールを固定するため、ロボットの走行距離
は一定であるという制約のもとで、式 (1)による結果を
初期値として、式 (2)に対し非線型最小化をおこなう。以
上より、Rと T、特徴点の 3次元位置を補正する。
また、最小化にはマーカート法を用いているが、この

手法では、変数が多くなるほど、値を更新する度に逆行

図 3: 処理結果 (上:モーションステレオによる結果
下:非線形最小化による補正後の結果)

列の計算コストがかかる。そのため、以下のように計算
量を軽減した。

1. 3.1で述べた方法により、信頼度の高い特徴点だけに
絞り、行列サイズを小さくする。

2. 式 (1)から求めた結果を、まずカメラの角度成分に
対して、一定間隔で周辺の値を調べることで補正し、
初期値を真値に近づけて収束を速くする。

これにより、オドメトリから得られたカメラの位置・姿
勢について、高速で安定した補正処理をおこなう。
4 実験
実験のため、筑波大学知能ロボット研究室で開発され

た小型移動ロボット「山彦」に、Canon VC-C4パンチル
トカメラを搭載したシステムを構成した。実験環境とし
ては、床面上に 　VHSのビデオケースを並べたものを用
意した。カメラの俯角を 20度とし、画像取得はロボット
が 20mm直進する毎におこなった。実験環境を図 2に、
取得画像を図 1に示す。また、モーションステレオと非線
型最小化の処理は、200mm走行した後に、最初と最後の
画像を用いておこなった。その結果を図 3に示す。これ
らより、特徴点の 3次元位置が正確に復元されているこ
とが判る。また、CPUは 2.8GHzであり、処理時間につ
いては、特徴点抽出・追尾は画像を取得する毎に 0.5sec、
モーションステレオと非線型最小化は最後の画像を取得
した後におこない、所要時間はそれぞれ 0.1sec、0.4secで
あった。
5 まとめ
本稿では、床面上におかれた操作対象物体を特定する

処理を、移動ロボットによりおこなう際の、問題点と対
処法を示した。そして、提案方式を実装し、実験により
有効性を確認した。
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