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In this paper, we aimed to establish a novel method for surface condition measurement
for the indoor floor. To measure the surface condition, we proposed Wiping motion that to
stroke the target surface with various stroking speed. We developed the wiping device with
a 6-axis force sensor, a passive pivot, and a contact plate to realize the wiping motion. In
the experiment, the surface condition was measured using four kinds of floor materials and
two kinds of liquids. From the experimental results, it was confirmed that the resistance force
depends on the wiping velocity. From the experimental results, we confirmed the effectiveness
of the proposed method and examined the quantitative index used for surface state description.
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1. 緒 言

災害や事故などにより被災した工場やプラントなど

の内部状況を把握するための調査は必要である．しか

し，環境によっては人間が直接入り込むことは危険が

伴うため，ロボットなどによる調査が望ましいと考え

られる．調査に遠隔操作ロボットを用いる場合には，

安全な遠隔地で操作を行うオペレータは，投入された

ロボットから送られる情報にもとづき，適切に操作す

ることが求められる．

屋内環境は人が生活する空間のため，平坦な床が多

く存在する．被災した場合や長らく人が立ち入らな

かった場所には瓦礫や埃が散乱していることが想定さ

れる他に，工場などではオイルなどが床面にこぼれて

いる状況などが考えられる．このような領域にロボッ

トが侵入すると，地面と接触する部位に油や埃が付着

する．車輪型移動ロボットの場合，油が車輪に付着し

た状態で停止や急旋回をするとスリップし，自己位置

推定失敗や転倒につながり調査が継続出来なくなるこ

とが考えられる．そのような失敗を回避するため，ロ

ボットからオペレータに送られる情報に床面の状態に
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関する情報を含めることは有効に働くと考えられる．

本研究の目的は，屋内環境における床面の表面状態

の新たな計測方法を確立することである．被災した建

物内において探索等を行う移動型ロボットで利用する

ことを前提として，床材の違い，液体や埃などの堆積

物の有無，堆積物の性質などを定量的に推定できる仕

組みを提案し，計測器の制作と計測方式の検証を行う．

2. 関 連 研 究

移動ロボットにおける走行面の状態推定に関して，

路面の滑りやすさや摩擦力と見え方に関する研究がこ

れまで行われてきた．Martim(1)らによる研究では，移

動ロボットのための路面摩擦力推定に関する研究が行

われた．そこでは様々な路面の画像から抽出された画

像特徴と，床面の材料クラス及びテキストマイニング

結果にもとづいて摩擦係数を予測する手法が提案され

た．この手法は，人間の感覚に基づく摩擦係数予測よ

りも良い精度で摩擦係数を推定する事ができている．

また，摩擦係数の正しい推定には材質推定が重要であ

る事が述べられている．屋内環境における床面の表面

状態推定においても，床材の材質推定は重要となりう

る．しかし，床材に用いられる材質は，デザイン性や

用途に応じて様々なものが用いられ，見え方も異なる

ため，その全ての材質を網羅することは困難となる．



Fig. 1 Force Components of Wiping Motion

Fig. 2 Wiping Device Components

材質に依存しない評価指標の検討という点において，

Martimらの研究は更なる調査の余地がある．
また，砂地などの領域におけるスリップを予測する

研究として，Anelia(2)らの研究が挙げられる．そこで

は，車輪型移動形態の惑星探査ロボットを用いて，砂

地走行時の画像情報と過去のスリップデータから滑り

やすい領域を予測するという研究が行われた．その研

究では，スリップの定義をタイヤの回転速度と実際の

車両の速度の違いを用いて定義していた．計測方法に

タイヤの回転速度と実際の移動速度の違いを用いるこ

とは，車輪型移動ロボットでは非常に簡便で有効な方

法である．しかしながら，これはロボットの移動形態

に依存した計測方法とも言え，例えば脚型移動ロボッ

トにおいては適用が困難である．したがって，一般的

な計測方法とは言い難く，より汎用性のある計測手法

および計測装置が求められる．

以上より，本研究では，ロボットの移動形態に依存

しない表面状態計測方法及び計測装置の提案を行う．

また，計測値と対象の物理的性質を比較し，表面状態

記述に用いる定量的指標を調査する．

3. 問題設定と提案手法

3·1 問題設定 災害などによって人が立ち入れ

なくなった工場などを想定する．そのような環境では，

人間が生活するため多くの平坦面が存在しており，そ

の平坦面に水や油などの液体や埃や砂などの粉粒体が

散乱している状況を想定する．

Fig. 3 Floor Materials

Fig. 4 Wiping Device Included in Wheel Robot

3·2 提案手法: 払い動作 平坦面の表面状態計測

に有効に働く手法をとして，本研究では払い動作を提

案する．払い動作とは，ロボットの一部で床面に荷重

をかけながら撫でる動作である．払い動作によって発

生する力を図 1に示す．払い動作では，表面と計測装
置の間には摩擦力と床反力が発生する．また，かける

荷重や床面の材質などによってはこれらの間にスティッ

クスリップと呼ばれる自励振動が発生する．スティッ

クスリップは系が不安定なときに発生する振動である．

払い動作は，床反力や摩擦力を通して表面の硬さと滑

りやすさに関する情報を取得可能とする計測動作であ

る．摩擦力は表面の滑りやすさによって変化し，床反

力は表面の硬さによって変化することから，本研究に

おける表面状態を滑りやすさと表面の硬さとする．

ここで，床反力と摩擦力に着目する．それぞれの力

の大きさを単独で求めるのは難しいため，これらの合

力を抵抗力としてその大きさを求める．しかしながら，

異なる表面状態をもつ複数の床面が同じ大きさの抵抗

力を発する場合に区別が困難である．そこで，払う速

度（以下，払い速度と呼ぶ）を様々に変えて払い動作

を行い，そのときの抵抗力の大きさや変化傾向から，

これらを区別可能な情報を得る．

3·3 払い装置の構成要素 払い動作を実現する

ための計測装置として払い装置を作成した．払い装置

は，6軸力センサ，接地板，接地板カバー，受動回転



Fig. 5 Resistance Force Result

軸から成る装置である．これらを図 2に示すように構
成する．力センサは，摩擦力だけでなく床反力も計測

できる必要があるため，多軸である事が求められる．

受動回転軸は，床面の微妙な凹凸に対応するために設

ける．また接地板はセンサと計測対象の直接接触を避

ける意味を持つ．直接接触を避けることで，センサに

とって好ましくない汚染対象との接触を回避でき，頑

健性が増す．接地板カバーは，床面に直接触れる部位

であり，付け替え可能なはめ込み式の薄板とする．払

い動作によって液体などが付着した場合に，カバーの

みを交換すれば計測作業を続けられるようにする．カ

バーは使い捨てとしても良いし，使用済みのカバーを

ロボットのボディに一旦仮付けし，持ち帰って付着物

を分析すると言った使い方もある．

4. 表面状態計測実験

4·1 実験環境 図 3 に実験に用いた床材を示
す．床材の内訳は，PVC シート (PVC)，リノリウ
ム (Linoleum)，アクリル板 (Acrylic)，ステンレス板
(Stainless)である．これらの床材の引っかき硬さと表
面粗さを表 1に示す．引っかき硬さは JIS K5600-5-4
に定義されるひっかき試験（鉛筆式）にもとづいて計

測された値である．これらの床材に塗布する液体とし

て表 2に示す 2種類の液体を用意し，上記の各床材に
薄く塗布した．実験では，液体を何も塗布しない状態

を Clean，水を塗布した状態をWater，サラダ油を塗
布した状態を Salad Oilとした．計測には，図 4に示
すように，払い装置を取り付けた車輪型移動ロボット

を用いて計測を行った．
Table 1 List of Floor Materials

Name Hardness Roughness [µm]

PVC 5B 4.855

Linoleum 2B 1.79

Acrylic 4H 1.565

Stainless over 6H 1.67

Table 2 List of Liquids
Name Viscosity [mPa·s]

Water 1.0

Salad Oil 52.5

4·2 実験結果 図 5に払い動作で得られた抵抗
力の結果を示す．グラフは各床材-状態につき 5回計
測した結果を箱ひげ図で表している．グラフの横軸は

払い速度，縦軸は抵抗力の大きさを示している．抵抗

力 Fr の大きさは，図 4に示す，センサの Fx方向成分

と Fz方向成分の合力の大きさを次式を用いて求めた．

Fr =
√

F2
x +F2

z (1)

また，プロットされている抵抗力の値はその払い速度

における抵抗力の中央値である．Clean，Water，Salad
Oilの各状態の結果を以下にまとめる．

Clean: ひっかき硬さが低い床材ほど高い抵抗力．払
い速度増加に対し増加傾向．床材ごとの抵抗力の

違いが明確．

Water: ひっかき硬さが低い床材ほど高い抵抗力．払
い速度増加に対し減少傾向．床材ごとの抵抗力の

違いがある．

Salad Oil: 払い速度に対し増加傾向．抵抗力の違い
が明確ではない床材がある．

5. 考察と特徴量の提案

5·1 考察 図 7に抵抗力の大きさと表面のひっ
かき硬さを比較した結果を示す．このグラフは横軸に

引っかき硬さ順に並べた床材，縦軸に抵抗力値を取っ

ている．グラフより，液体の有無および粘性に関わら

ず，引っかき硬さが低い床材，すなわち柔らかい床材

ほど大きな抵抗力を発している事がわかる．

図 5の結果は，Clean，Water，Salad Oilで異なった
変化傾向を示している．Clean と Salad Oil では払い



Fig. 6 Average Resistance Force and Average Variation

Fig. 7 Resistance Force and Scratch Hardness

速度が増加するに伴って，抵抗力も増加する傾向にあ

り，Waterでは払い動作が増加すると抵抗力は減少す
る傾向にある．これらのことから，表面に塗布された

液体の性質は，抵抗力の変化傾向に表れていると考え

られる．

5·2 表面状態記述に向けた特徴量の提案 以上

の結果から，表面状態を表現するために必要となる表

面の滑りやすさと硬さは，それぞれ滑りやすさは払い

速度に対する抵抗力の変化傾向として，硬さは抵抗力

の大きさとして出現している事がわかった．この結果

に基づいて，表面状態記述に用いられる定量的指標と

して，平均抵抗力値と平均変化傾向値を提案する．平

均抵抗力値 (Ravg)は，次式 (2)で表されるように，各
払い速度における抵抗力の値の平均値である．平均変

化傾向値 (Vavg)は，払い速度の変化ごとの抵抗力変化
量の平均値であり，次式 (3)で表される．

Ravg =
1
N ∑N

i=1 fvi (2)

Vavg =
1

N−1 ∑N−1
i=1 ( fvi+1 − fvi) (3)

ただし，式中の fvi は払い速度 viにおける抵抗力の中

央値を意味し，Nは払い速度の種類を意味する．これ

らの指標を用いて特徴量をプロットした結果を図 6の

グラフに示す．このグラフは横軸に平均変化傾向値，

縦軸に平均抵抗力値を取ったグラフである．この結果

を観察すると，同一の表面状態の結果では，床材ごと

にまとまった位置に点が存在し，同一の床材ごとの結

果では，異なった位置に点が存在している．この事は，

提案指標を用いることで表面状態を記述できる可能性

が高いことを示唆している．

6. 結 言

本論文では，表面状態計測の新たな手法の提案を

行った．表面状態を表面の硬さと滑りやすさとし，こ

れらを計測できる払い動作を提案した．払い動作の実

現のために，単純で頑健なデザインの払い装置の作成

を行った．実験では，4種類の床材と 2種類の液体を
用いて表面状態計測を行い，抵抗力の大きさが床材の

硬さに関係があることを示した．また，表面状態記述

のための定量的指標として，平均抵抗力値と平均変化

傾向値という指標を提案し，これらの指標によって表

面状態記述の可能性について述べた．今後の展望とし

て，払い装置の小型化，振動信号による解析，より低

速度の払い速度における払い動作の適用が挙げられる．
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