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Abstract : This paper describes a fundamental study of traversability estimation for tele-operated robots working in disaster
environments. Based on the assumption that a traversability depends on the condition of a floor surface, sweeping motion was
applied to obtain kinetic friction. In addition to normal floor surface, we generated conditions that water and oil were smeared
on the floor, and then kinetic frictions were measured using a flat blade whose moving velocity was gradually changed. The
measurement results show several valuable insights for making description of floor surface condition.

1.

緒言

に，水や油などが見た目にほとんど区別がつかないように
床面に塗布されている場合でも，画像による識別に変わっ

災害などにより人が立ち入れなくなったプラントや工場

て，有効に働く事が期待される．

などの内部調査を行う場合，人間が直接赴き，これを遂行

本稿では，平らで滑らかな床面上に物理特性の異なる液

することには危険が伴う．このような環境の調査には，遠

体が塗布され，見た目にはほとんど違いが認められないよ

隔操作可能なロボットを投入して調査を行う事が望まれる．

うな環境において，払い動作によって床面の状態を記述す

この際，遠隔操作ロボットの操縦者は，瓦礫などが散乱し

る方法を提案し，得られたデータについて考察を行う．

た環境内でロボットが走行不能に陥らないように操縦する
事が求められる．しかしながら，遠隔から送られてくる映
像のみでは，操縦に十分な情報を得ることが難しい．そこ

2.

で，ロボットに距離センサやカメラを搭載し，環境の形状

アプローチ

情報を取得する機能 [1] や，映り込む事物を認識する機能

[2] の研究開発が進んでいる．

路面状態推定のための検討課題と

2.1

検討課題

遠隔操作ロボットを走行させるには，ロボットを通過さ
せる床面に問題がないことを把握しておく必要がある．し

本研究では，屋内環境調査のために遠隔操作ロボットを

かし，被災環境の床面は，平らであっても滑りやすい，崩

投入し，遠隔操縦する事を想定している．投入されたロ

れやすいなどの可能性がある．特に，堆積物や液体が面上

ボットは，

に存在すると，カメラ等の非接触のセンサでは床面の正確

・ 砕けた瓦礫や小石，水や油などの液体が散乱する床面

な計測が困難になる．本研究では，そのような場合でも床

・ ぬかるみや崩落などにより，形状や状態が変化する足場

面の状態を的確に知る手段として，払い動作により調べる

と言った環境に遭遇する事が考えられる．床面の状態の評

方法に着目する．払い動作とは，ロボットの一部で床面を

価として摩擦力を用いるとすると，払い動作によって摩擦

軽く撫でる行動を指す．床面を払った際に受ける抵抗や，

力を推定することで，床面状態を判別する事ができるよう

払った後の床面の見えの違いなどが，床面の走行可能性を

になる．

知る手がかりになると考えられる．例えば，Fig.1 のよう

床面の状態判別に関する先行研究として，路面の滑りや
すさによる走行領域判定をおこなう，Anelia ら [3][4] によ
る路面のスリップ推定に関する研究がある．ここでは，車
輪型移動ロボットで砂地や土壌などを走行した際のタイヤ
の滑り具合と路面の画像を記録し，似たような路面に対し
て滑りやすさを推定し，走行経路を決定する．一方で屋内
の平らでなめらかな路面に対する実験は行われていない．
また，路面の濡れ領域推定に関して，Teshima ら [5] や，

Manuel ら [6] の研究があり，湿路面の反射光から，道路の
Fig. 1: Water and Oil

Fig. 2: Materials

濡れた領域や積雪領域を推定している．ここでは，濡れ領

Fig. 3: Wheel Robot and Sensor Blade
域に対してどれほど滑るのかという評価はされていないた
め，その領域が走行可能であるかどうかを判定する必要が
ある．
特に，砕けた瓦礫や床面に塗布された液体は，ロボット
接地面の摩擦力を大きく変えてしまい，転倒を招く危険性
がある．このことから，本研究で検討するべき課題として，
液体が塗布された床面に対する払い動作で得られた摩擦力
情報から，床面の状態判別を行う方法の模索とする．
本稿では水や油が薄く塗布された平らな床面において，
これらの摩擦力の違いや特性を表現する方法について検討
する．

Fig. 4: SensorBlade and Force Sensor

3.

路面動摩擦力計測実験

3.1

実験環境

実験には，非吸水性の平らな板やシートを床材とし
て用いた．選択した床材は，リノリウム (linoleum)，塩
ビシート (PVC)，ステンレス板 (stainless)，アクリル板

(acrylic)，コート紙でプリントコートされたベニヤ板 (plywood) の五種類である．Fig.2 に選択した床材を示す．こ
れらの床材に対して，様々な速度で払い動作をして，動摩
擦力を計測する．また，各床材に水やサラダ油を塗布した
場合にも同様の払い動作をして，動摩擦力を計測し，変化
を観察した．

2.2

払い動作に基づく動摩擦力計測

払い動作による動摩擦力計測には，Fig.3 左に示す車輪
型移動ロボットを用いた．このロボット前縁部に金属製の

摩擦力は 2 物体が接触している際に物体間に働く力であ

ブレードを取り付け，ブレードにかかる床面摩擦力を測定

り，静止摩擦力と動摩擦力が存在する．これらの力は通常，

した．ブレードは車体に 1 軸自由リンクで取り付けられ

接触している物体の面積や，移動速度に依存せず，荷重に

ており，床面の凹凸形状に応じて上下できるようになって

比例し，動摩擦力は静止摩擦力より小さいというアモント

いる．ブレード底部は Fig.3 右に示すような形状をしてお

ン＝クーロンの法則に従う．

り，床面の傷や凹みに引っかからないようになっている．

しかし，この法則はどんな環境でも成り立つわけでは

ブレードにかかる床面摩擦力の測定には，Fig.4 左に示す 6

なく，物体間に液体や粉末，小石などが介在している場合

軸力覚センサを用いた．本センサの定格値を Table1 に示

や，低速で運動している場合は成立しない事がわかってい

す．動摩擦力には，センサ X 軸方向とセンサ Z 軸方向の

る [7]．物体の滑り速度が低速度の場合は，物体が停止と滑

値から算出された値を用いた．

りを繰り返すスティック-スリップ運動が発生し，滑り速度

Table. 1: Rated Values of Force Sensor

に応じて動摩擦力が変化する．また，接触面との間に液体
などがある場合は，動摩擦係数が滑り速度に応じて変化す
る．これらの現象は，床面を指でゆっくりこすったり，液
体が塗布された面をこする事などで，身近に観測する事が
できる．
本研究では，この物理現象に着目し，床面の動摩擦力を

Fz

± 300 [N]

Fx , F y

± 150 [N]

Mx , M y , M z

± 4 [Nm]

計測するために，払い動作を用いた．撫でる速度を様々に
変えることで動摩擦力の変化を計測する事ができる．この
払い動作を用いて，水や油が塗布された平らな床面の動摩
擦力の変化から，床面の状態判別に利用できる，液体に関
する有意な情報を抽出する．

3.2

実験方法

選定した床材にブレードを接触させ，車輪型移動ロボッ
トを様々な速度で直進させてデータを取得した．車輪型
移動ロボットの移動速度は 0.1[m/s] から 0.7[m/s] まで

0.1[m/s] 刻みで変化させていった．ロボットは出発地点か

ら 0.4[m] 直進し，ゆっくりと後退し，出発地点まで戻る動

力は低下している事がわかる．これは前述の通り，スティッ

作を繰り返す．動摩擦力は，この区間でセンサが計測した

ク-スリップ運動が収まることにより，平均動摩擦力が低下

値を用いた．

していくためである．

実験条件は，障害物がない状態（normal），水が塗布さ

Fig.6(b) と (c) は，床面に液体が塗布された条件の実験

れている状態 (puddle)，サラダ油が塗布されている状態

結果で，それぞれ液体として水とサラダ油を床面のブレー

(oil) の三つの条件があり，それぞれについて複数回実験を

ド接触領域に塗布した場合の平均動摩擦力である．(b) と

行い，得られたデータを比較した．

(c) は結果は 2 通りの傾向がある．一つは (a) と同様に速
度の増加に伴い，平均動摩擦力が低下していくという傾向

load [N] / Torque [Nm]

-15

であり，もう一方は，速度の増加に伴い平均動摩擦力が増

-10

加していくという傾向である．これらの傾向は，スティッ

-5

ク-スリップ運動の影響と，液体の性質が関係していると予
測できる．

0

Fx
Fy
Fz
Mx
My
Mz

5
10
15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4.1.3
90

100

time [s]

Fig. 5: Linoleum Normal Condition Data

平均動摩擦力の変化とストライベック曲線

液体を床面に塗布した実験の結果は，Fig.7 に示す潤滑
状態と摩擦係数の関係を表すストライベック曲線を仮定す
ると，混合潤滑領域と液体潤滑領域にあたると考えられる．
液体を床面に塗布した場合，液体はその環境と性質に応じ
て水膜を張る．ストライベック曲線では，この水膜の厚さ

∆h と床面の表面粗さ Ra の関係によって，潤滑領域が変

4.

実験結果と考察

わってくる．∆h ≤ Ra となる場合は，境界潤滑〜混合潤滑

4.1

データ傾向と考察

ていく．一方で，∆h ≫ Ra となる場合は，流体潤滑領域

4.1.1

動摩擦力の時系列データ

床面動摩擦力のデータとして，リノリウム normal のセ
ンサデータを Fig.5 に示す．このグラフは，ロボットの

領域となり，滑り速度の増加とともに動摩擦係数が低下し
となり，滑り速度の増加に従って動摩擦係数が増加してい
く．この理由は，床面とブレードとの間に液体が充填され
ることで，ブレードが床面からやや浮き上がるようになっ
てしまい，液体の抗力を受けるからである．

速度を様々に変更した場合の力覚センサの値を示してお

Fig.6 の (b) と (c) に示す実験データから観察できる傾

り，横軸左側の山から順に速度 0.1[m/s] から 0.7[m/s] ま

向として，(c) に示す oil の場合，速度 0.2[m/s] 付近まで

で 0.1[m/s] 刻みでロボットが移動したときのセンサデータ

動摩擦力が減少していき，それ以降は速度に応じて上昇し

である．各山と山の間にある，値の小さな領域は，ロボッ

ていることから，混合潤滑から流体潤滑へ移行する領域に

トがゆっくり後退しているときのセンサの値である．こ

該当すると考えられる．一方で，(b) に示す puddle の場

こでは，速度が増加するに従って，前進区間での Fz およ

合，linoleum の v = 0.1〜0.5，および PVC と acrylic は，

び Fx 値の振幅が小さくなっている．これは，ブレードの

速度に応じて動摩擦力が減少しており，境界潤滑および混

滑り速度が低速の場合，大きなスティック-スリップ運動が

合潤滑領域に該当すると考えられる．

起きているためブレード自体に大きな振動が発生しており，

このように，液体でも潤滑領域が異なる理由として，液

速度が増加するに従って，振動が収まってくる事を意味し

体の物理特性の違いから発生する水膜厚さ ∆h の違いが原

ている．

因ではないかと予想する．つまり，∆h は液体の粘度など
とも関係があり，油のように，水と比べて粘度が高く，表

4.1.2

平均動摩擦力の速度に伴う変化

面張力が低い液体は，床面に薄く塗布した場合にほとんど
収縮する事なくそのまま広がっていくが，水では粘度が低

Fig.6(a)〜(c) に示すのは，5 種類の床面に対して行った

く，表面張力が高いため，薄く引き伸ばしても収縮してし

3 つの条件の実験結果である．ここでは，ロボットの前進

まうため，∆h が大きくなってしまうと考えられるからで

区間のデータを平均して求めた平均動摩擦力と速度の関係

ある．

をプロットした．

Fig.6(a) は，障害物が無い状態 (normal）の実験結果で
ある．ここでは，速さが大きくなるに連れて，平均動摩擦
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Fig. 6: Average Friction Transition
態記述を行うための基礎実験を行った．
実験には，車輪型移動ロボットに取り付けたブレード
と力覚センサを用いた．5 種類の板材に水や油を塗布し，
様々な速度で払い動作を行った場合の動摩擦力の値を計測
し，その傾向について考察した．実験の結果に対して，ト
ライボロジーの潤滑に用いられるストライベック曲線を仮
定し，考察を行った．
今後の展望として，走行可否判定機能の作成や，砂利や
粉末などに対する転がり摩擦について検討してきたい．
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4.2

動摩擦力変化を利用した走行可否判定への
展開検討

これらのデータの傾向や違いを利用して，払い動作にる
床面状況の推定と走行可否判定が可能になると期待できる．
異なる粘性の液体に対して様々な水膜厚さで同様の実験
を行った際の動摩擦力のデータを用いて，床材の表面粗さ
などの性質ごとに，乾燥状態から液体が塗布された場合の
摩擦力の変化値を特徴量ベクトルとして特徴空間にプロッ
トすることで，床材と液体の組み合わせによって変化する
摩擦力が類似している組み合わせを見つけることができる
と考えられる．
また，この特徴を用いて新たなデータに対して分類を行
うことで，その床面の走行可能性を判定する事ができると
期待される．

5.

結言

本稿では，遠隔操作ロボットの走行可否判別のための基
礎検討として，払い動作に基づく表面状態記述の検討を
行った．水や油などの液体が塗布された，平らで滑らかな
床面に対し，払い動作で床面の摩擦状況を計測し，表面状
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