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This paper describes a method of collision and occlusion detection using Time-Series Composite Cuboid Map.
It is assumed that 3D information of around environment is constructed by collecting dataset gradually measured,
we propose an effective perception methods which provide a robot with information for finding obstacles around
it. Through several experiments about daily assistance, we ensured the effectiveness of our method.
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はじめに

本稿では，生活環境で物体操作などを行う支援型ロボッ
トが安全・確実に行動するための環境認識機能として，時
系列距離データから衝突・隠蔽状況をオンラインで検出
する方式について述べる．
距離センサの小型化・軽量化が進み，ロボットへの搭載
が容易になった．これらを用いた環境認識は確実性が高い
が，一方でセンサの計測範囲には制限がある．そのため，
ロボットの周囲を多方向でセンシングするにはセンサ自
体を動かす必要がある．筆者らは，揺動式の測域センサ
システムを構築し，そこから得られる時系列三次元デー
タに基づいたマップ表現 TCCM (Time-Seires Composite
Cuboid Map) を提案してきた [1]．本稿では，実環境で動
作する腕付きロボットが，そのようなマップ表現を用い
て自身の行動の安全を確認する方式について述べる．
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時系列多段マップ表現 TCCM

TCCM は，時系列で得られてくる三次元点列を多数の
四角柱の集合に変換する表現形式であり，以下のような
特徴がある．
1. ボクセル形式と比較し，消費メモリが少なく，高さ
方向の解像度を無限にできる
2. 2.5 次元マップ等と異なり，垂直方向の凹凸形状にも
対応した高い表現力がある
3. 計測データの三次元情報を離散化する場合，時系列
が曖昧になりがちだが，それを明示的に記録できる
計測された三次元点列から四角柱集合への変換方法は
以下の通りである．まず，基準平面を定めてそれを格子
状（セル）に区切り，各計測点が納まるセルを特定する．
そのセルにおいて，一つの計測点 (x, y, z) は一つの四角柱
(cuboid) を構成し，(z, d) の二変数で表される．d は四角
柱の高さ値であり，あらかじめ指定される．もし，四角
柱同士が重なり合う場合には，二つを接続して一つの四
角柱とする．

Fig. 1: TCCM representation

図 1 は，TCCM の基本構成を示したものである．TCCM
は，二種類のマップから構成される．ある時刻 t におい
てセンサから得られた一セットの計測点群から構成され
る部分マップ mt と，部分マップを時系列に沿って必要数
(n 個) だけ合わせた統合マップ Mt (= ∑ti=t−n+1 mi ) である．
ロボットの行動計画において直接的に用いられるのは統
合マップである．
この構成によれば，統合マップの全ての四角柱につい
て構成元となる部分マップを知ることができ，さらに，そ
こから部分マップの各四角柱を調べることで，統合マッ
プの四角柱の部分領域がどの部分マップのどの四角柱に
寄っているかまで特定することができる．すなわち，計
測領域の厳密な時刻管理が可能になる．
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衝突・隠蔽のオンライン検出

3.1 アプローチ
TCCM をロボットの行動生成に活用するため，以下の
ような付加機能を与える．
1. ロボットモデルと四角柱の干渉判定
2. 隠蔽（センサ非観測領域）の検知

Fig. 3: Dymamic cuboid detection

Fig. 2: Discrimination of free space and occluded space

3. 動的領域の検知
本研究では多関節のロボットアームが搭載されているこ
とを想定し，アームをカプセル形状や立方体などのプリ
ミティブ連結構造としてモデル化する．上記 1.， 2. はこ
のモデルを利用して行う．

3.2 干渉判定
ロボットモデルとマップの干渉は，プリミティブと四角
柱の交差を見ることにより判定する．手順としては，ま
ずロボットモデルを TCCM の基準平面へ投影し，それが
存在するセルを特定する．そして、そのセル内に存在す
る四角柱のみを交差判定の対象とすることで，判定計算
の回数を少なく抑える．
3.3 隠蔽検知
直接的な接触以外にも，ロボットの行動が保証されな
い状況は存在する．例えば，センサ視点から不可視な領
域（非観測領域）にアームを伸ばすことは，そのアーム
が隠蔽された状態となるため，避けるべきである．
このための手順として，Z バッファを導入する．センサ
視点に仮想的な画像平面（Fig.2,projection plane）を設定
し，四角柱をその画像上へ投影する．各画素には，一番
近くに存在する四角柱の面までの距離が納められる．一
方で，ロボットモデルについてもこの画像上へ投影する．
もし，ロボットモデルに対して四角柱が上書きされるよ
うであれば，そこで隠蔽が起きていることを意味してお
り，動きの保証はできないことになる．
3.4 動的領域の検知
環境マップを生成する際に，静止物体に由来する四角
柱と動的物体に由来する四角柱を分けて表現することが
できれば，干渉や隠蔽を回避する計画が立てやすく，有用
である．TCCM は時系列管理を可能にするが，そこで保
持する時間は概ね数百ミリ秒である．そこで，次に述べ
る方法で，動的領域を比較的長期間の観測から検知する．
二つの統合マップ Mt−n−1 ， Mt を考える．前者は部分
マップ mt−n−n0 から mt−n−1 を足し合わせて生成された
マップであり，後者は部分マップ mt−n から mt を足し合
わせて生成されている．ここで， n > 0， n0 > 0 である．
もし， Mt−n−1 と Mt がそれぞれ持つ四角柱が三次元空間
中でほとんど同じ場所に存在するならば，それは静止物
体に由来する四角柱であると判断できる．そこで，統合
マップの各四角柱に静的・動的の度合いを表現する変数
を設け，静止物由来と思われる Mt の四角柱は Mt−n−1 の
該当する四角柱にその中身を引き継ぐものとした．Fig.3
は，テーブル上を観測している最中にその上で 300x200m
程度の平板を動かした場合の結果を示している．

Fig. 4: A reaching motion
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実機実験

4.1 設定
双腕型の等身大ロボットの頭部に揺動型の測域センサ
システムを搭載した．このロボットのアームは 7 関節で
あり，腰にはピッチ軸 1 関節，頭部には 3 関節を有する．
測域センサは北陽電機製の UBG-04LX-F01 であり，28
scan/msec の計測が可能である．揺動角度の初期値を 45
deg，振幅を 30 deg に設定し，斜め下方向を広く観測で
きるようにした．揺動速度は，一往復で 1500 msec とな
るように設定した．
4.2 緊急停止実験
ロボットの行動中に動的物体を検知し，動作を停止す
る実験を行った．具体的には，テーブル上に物体を置い
ておきロボットがそこへ向かって手を伸ばしている最中
に，Fig.4 に示すように人間がアームの軌道上で邪魔をし
たり，センサとアームの間に手を伸ばすなどをした．
衝突・隠蔽の検知は，二通りのロボットの姿勢を対象に
して行った．一つは現在の姿勢，もう一つは、500 msec
後にロボットが取っているであろう姿勢である．これに
より，危険となる状況を予測することが可能になる．人
間の手，直径 25 mm の棒などを動的物体として用いたが，
いずれの場合にも衝突前に動作を停止することが可能で
あった．なお，停止した際の物体とロボットの間の距離
は揺動機構が障害物をいつ観察できたかに因り，計測か
ら検知までの処理時間は数 msec であったが，揺動機構の
角度により観測できない部分が発生するためにロボット
の反応自体は数百 msec を要することがあった．
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おわりに

本稿では，生活環境で物体操作などを行う支援型ロボッ
トが安全・確実に行動するための環境認識機能として，距
離センシングの時系列データから衝突・隠蔽状況をオン
ラインで検出する方式について述べた．実機実験を行い，
物体操作を行うロボットの動作に提案手法が適用できる
ことを示した．
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