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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体の左右両側において、前後端の一方に駆動輪、他方に従動輪を設け、両者間に掛け
渡された一対の無限軌道帯を前記駆動輪により回転駆動するクローラ走行装置において、
　前記車体の左右両側壁における前記駆動輪及び従動輪の車軸間の間であって、前記無限
軌道帯の中心部に、前記車体の前方側及び後方側と干渉しない長さを備えたアーム部の両
基端を回転可能に取り付け、
　前記無限軌道帯が段差の直前に到達した際、前記アーム部が、その両先端間に取り付け
られた車体幅方向アームの下方で前記段差の手前側上面角部に接触するよう回転させ、そ
の状態で前記駆動輪を駆動することにより、前記無限軌道帯が前記段差の手前側上面角部
に接触するまで、前記アーム部を回転させるアーム駆動機構を設けたことを特徴とするク
ローラ走行装置。
【請求項２】
　前記アーム駆動機構を駆動するモータのトルクを検出し、前記無限軌道帯が前記段差の
手前側上面角部に接触するまで、前記アーム部が前記段差の手前側上面角部を押圧するよ
うに制御することを特徴とする請求項１に記載のクローラ走行装置。
【請求項３】
　車体の左右両側において、前後端の一方に駆動輪、他方に従動輪を設け、両者間に掛け
渡された一対の無限軌道帯を前記駆動輪により回転駆動するクローラ走行装置において、
　前記車体の左右両側壁における前記駆動輪及び従動輪の車軸間の間であって、前記無限
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軌道帯の中心部に、前記車体の前方側及び後方側と干渉しない長さを備えたアーム部の両
基端を回転可能に取り付け、
　前記無限軌道帯が段差に乗り上げる際、前記アーム部の先端に取り付けられた車体幅方
向アームを前記車体の後端側から前記無限軌道帯の後端下方に向けて回転させ、無限軌道
帯の後端を上昇させるアーム駆動機構を設けたことを特徴とするクローラ走行装置。
【請求項４】
　前記車体幅方向アームに、前記無限軌道帯の後端を上昇させる際、最初に走行面に接触
するローラーを取り付けたことを特徴とする請求項３に記載のクローラ走行装置。
【請求項５】
　前記車体に傾斜センサを設け、前記アーム駆動機構が、前記無限軌道帯の後端を上昇さ
せる際、車体の水平面に対する傾斜角度が上限以下となるよう制御することを特徴とする
請求項３または請求項４に記載のクローラ走行装置。
【請求項６】
　前記アーム駆動機構は、前記無限軌道帯が段差の直前に到達した際、前記アーム部が、
その両先端間に取り付けられた車体幅方向アームの下方で前記段差の手前側上面角部に接
触するよう回転させ、その状態で前記駆動輪を駆動することにより、前記無限軌道帯が前
記段差の手前側上面角部に接触するまで、前記アーム部を回転させることを特徴とする請
求項３から請求項５のいずれかに記載のクローラ走行装置。
【請求項７】
　前記アーム駆動機構を駆動するモータのトルクを検出し、前記無限軌道帯が前記段差の
手前側上面角部に接触するまで、前記アーム部が前記段差の手前側上面角部を押圧するよ
うに制御することを特徴とする請求項６に記載のクローラ走行装置。
【請求項８】
　前記アーム部にアームの長さを可変するアーム長可変機構を設けたことを特徴とする請
求項１から請求項７のいずれかに記載のクローラ走行装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にロボットの走行装置として利用されるクローラ走行装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、危険な環境や人が入り込めないような狭い環境内にロボットを進行させ、その内
部状況を撮影したり、災害時に倒壊した家屋に閉じこめられた人の探索を行わせるロボッ
トや、室内の掃除を行うロボット掃除機等の様々な用途のロボット開発が行われている。
　こうしたロボットのうち、特に悪路や段差のある環境でも、所要のルートを走行し、目
標とする位置に確実に到達させる必要があるものについては、悪路走行、段差走行に有利
で、旋回性に優れたクローラ走行装置が広く採用されている。
【０００３】
　クローラ走行装置は、車体の左右両側において、前後端の一方に駆動輪、他方に従動輪
を設け、両者間に掛け渡された一対の無限軌道帯を備えている。
　こうしたクローラ走行装置を備えたロボットとして、下記特許文献１には、左右一組の
三角クローラ装置の中間に、リンクを介して従動クローラ装置を回転自在に連結し、段差
乗り上げ時に、三角クローラ装置に対する従動クローラ装置の位置を制御することが記載
されている。
【０００４】
　また、下記特許文献２には、クローラ走行装置の前後にアームを設け、段差乗り上げを
支援することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特許第４６３５２５９号公報
【特許文献２】特表２０１０－５０９１２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　クローラ走行装置を使用しても、乗り越えられる段差には限界があり、特に、家屋床下
検査の場合、人がくぐり抜けるための最小限の隙間を確保するため、基礎部分等に、地面
からの高さ１５ｃｍを残して開口部が形成されており、床下の状況をくまなく撮影するた
めには、小型のクローラ走行装置で、こうした１５ｃｍの段差をスムースに通過できるよ
うにしなければならない。
【０００７】
　しかし、上記特許文献１に示されたものでは、左右一組の三角クローラ装置と、従動ク
ローラ装置が必要であることから、構造が複雑で、しかも、高さ方向にも長さ方向に所要
のスペースを要するため、低コスト化、コンパクト化に限界が生じる。特に、越え得る段
差の設計目標が高いほど、左右一組の三角クローラ装置を大きくしなければならないため
、スペース面、重量面で不利となり、家屋床下をくまなく走行することが困難である。
【０００８】
　また、上記特許文献２のものでは、段差を乗り越えて進行するためには、少なくとも２
つのクローラ走行装置を連結し、その前端、後端にそれぞれ設けたアームを、各クローラ
装置の運動に同期させ独立して制御する必要があり、複数の駆動機構、制御機構が必要と
なり、やはり、コンパクト化が困難で、しかも、システムが複雑、高価とならざるを得な
い。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、クローラ走行装置の小型コンパクト化、低コスト化を実現し
ながら、高い段差を確実に乗り越えて、所要の走行ルートを走破することを可能にするこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的を達成するため、本発明のクローラ走行装置は、車体の左右両側において、前
後端の一方に駆動輪、他方に従動輪を設け、両者間に掛け渡された一対の無限軌道帯を駆
動輪により回転駆動するクローラ走行装置において、車体の左右両側壁における駆動輪及
び従動輪の車軸間の間であって、無限軌道帯の中心部に、車体の前方側及び後方側と干渉
しない長さを備えたアーム部の両基端を回転可能に取り付ける。そして、無限軌道帯が段
差の直前に到達した際、アーム部が、その両先端間に取り付けられた車体幅方向アームの
下方で段差の手前側上面角部に接触するよう回転させ、その状態で駆動輪を駆動すること
により、無限軌道帯が段差の手前側上面角部に接触するまでアーム部を回転させるアーム
駆動機構を設けた。
【００１１】
　上記のクローラ走行装置において、アーム駆動機構を駆動するモータのトルクを検出し
、無限軌道帯が前記段差の手前側上面角部に接触するまで、アーム部が段差の手前側上面
角部を押圧するように制御する。
【００１２】
　また、本発明の別の態様のクローラ走行装置は、無限軌道帯が段差に乗り上げる際、ア
ーム部の先端に取り付けられた車体幅方向アームを車体の後端側から無限軌道帯の後端下
方に向けて回転させ、無限軌道帯の後端を上昇させるアーム駆動機構を設けた。
【００１３】
　上記のクローラ走行装置において、車体に傾斜センサを設け、アーム駆動機構が、無限
軌道帯の後端を上昇させる際、車体の水平面に対する傾斜角度が上限以下となるよう制御
する。
【００１４】
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　なお、このクローラ走行装置において、アーム駆動機構が、無限軌道帯が段差の直前に
到達した際、アーム部が、その両先端間に取り付けられた車体幅方向アームの下方で前記
段差の手前側上面角部に接触するよう回転させた状態で、駆動輪を駆動することにより、
前記無限軌道帯が前記段差の手前側上面角部に接触するまで、アーム部を回転させるよう
にしてもよい。
【００１５】
　さらに、アーム部にアームの長さを可変するアーム長可変機構を設けてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　アーム駆動機構により、無限軌道帯が段差の直前に到達した際、アーム部が、その両先
端間に取り付けられた車体幅方向アームの下方で段差の手前側上面角部に接触するよう回
転させ、その状態で駆動輪を駆動することにより、無限軌道帯が段差の手前側上面角部に
接触するまで、アーム部を回転させる。これにより、無限軌道帯前端と段差垂直壁との接
触部、及び、無限軌道帯後方の地面との接触部で滑りが発生しても、無限軌道帯を段差の
手前側上面角部に確実に接触させることができ、無限軌道帯が段差乗り上げを開始するこ
とができる。
【００１７】
　また、アーム駆動機構により無限軌道帯が段差に乗り上げる際、アーム部の先端に取り
付けられた車体幅方向アームを車体の後端側から無限軌道帯の後端下方に向けて回転させ
、無限軌道帯の後端を上昇させることで、高い段差であっても車体を段差上面に確実に乗
り上げさせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】家屋床下検査用ロボットに適用した実施例１の全体構造を示す図。
【図２】無限軌道帯が乗り越え得る段差の高さについての幾何学的なシミュレーションを
示す図。
【図３】無限軌道帯の先端が段差直前に到達したときのコの字アームの回転を示す図。
【図４】コの字アームが回転して、無限軌道帯の前端を段差上面角部に向けて上昇させて
いる状態を示す図。
【図５】無限軌道帯の前方下面が段差上面角部に接触したときの状態を示す図。
【図６】無限軌道帯の後端を持ち上げ、段差上面に乗り上げさせている状態を示す図。
【図７】段差上面への乗り上げが終了した状態を示す図。
【図８】クローラ走行型ロボットの制御システムの一例を示す図。
【図９】クローラ走行装置が段差を乗り越えるまでの制御フローの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
【実施例】
【００２０】
　図１は、本発明によるクローラ走行装置を、家屋床下検査用ロボットに適用した際の全
体構造を示す。
　クローラ走行装置の本体部は、従来と同様の構成であり、車体１の左右には、両側壁の
前後端に駆動輪２、従動輪３が配置され、両者の間に無限軌道帯４が掛け渡されて噛合さ
れている。
　左右の駆動輪２のそれぞれを減速機を介して個別に駆動するモータは、車体１の内部に
搭載した二次電池等により電力供給を受けるコントローラ(マイクロプロセッサ)により、
回転方向及び回転速度が独立して制御され、無線モジュールを介した遠隔操作による操縦
、あるいは予めプログラムされた経路に沿って自動走行を行うことができる。
　なお、図１においては、手前側の車体側壁を透視して内部の構造を図示している。
【００２１】
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　この実施例では、車体１が１８０°転倒した場合でも同様の走行が可能なように、左右
両側面からみたとき、車体１及び無限軌道帯４は、駆動輪２と従動輪３の車軸を結ぶ水平
線分、そして、この水平線分の中線に対し軸対称形となっている。なお、車体１の上面及
び底面側には、ガイドローラ５が設けられ、無限軌道帯４を案内している。
【００２２】
　さらに、無限軌道帯４の表面には、障害物に対する走行性を高めるため、合成樹脂等か
らなる半円柱状のトラックシュー６が、進行方向に対し直交するよう、すなわち車体１の
幅方向に一定の間隔で取り付けられている。
　また、車体１の前壁には、家屋床下の状態を撮影するため、左右一対の照明用ＬＥＤ７
とＣＣＤカメラ８が、駆動輪２と従動輪３の車軸を結ぶ水平面に向けて設置されており、
これらもコントローラに接続され、オンオフ制御、入出力制御が行われるようになってい
る。
　コントローラは、ＣＣＤカメラ８からの映像情報を、車体１の内部に設けた通信部(無
線モジュール)を介して送信し、家屋床下の映像を外部からリアルタイムに確認、記録で
きるようになっている。なお、図示していないが、車体１の後壁には、音波、電波、レー
ザー波などを用いた距離センサを設け、後進時に障害物等との距離を検出し、衝突や落下
を避けるため、コントローラを介して駆動輪２を停止させるようにしている。
【００２３】
　もちろん、反転した状態で走行することも想定して、前壁及び後壁のそれぞれに、ＬＥ
Ｄ７、ＣＣＤカメラ８、距離センサを設置してもよい。
　特に段差の高さが様々に変化する環境を走行させる際には、ＣＣＤカメラ８からの映像
情報に基づいて、障害物の高さを解析するようにすることが好ましく、ステレオカメラと
することで、障害物までの距離や障害物の高さを判定できるようにすれば、前壁、後壁と
も距離センサを省略することができる。
【００２４】
　車体１の両側壁における無限軌道帯４のほぼ中心部には、コの字アーム９の支軸９ａが
取り付けられている。この支軸９ａには、アーム部９ｂの一端が直交するよう固着されて
おり、アーム部９ｂの他端間に車体幅方向アーム９ｃの両端が固着され、その両外端に、
コロ(ローラー)９ｄが回転自在に取り付けられている。
　このコロ９ｄの直径は、支軸９ａ、車体幅方向アーム９ｃの幅より大きく、後述するよ
うに、コの字型アームが前後にどのように回転しても、コロ９ｄが最初に段差等に接触す
るようにする。
　また、車体幅方向アーム９ｃを円柱状のロッドとして、このロッドに、長さ方向にわた
ってパイプ状の合成樹脂製ローラーを回転自在に支持するようにしてもよい。
　さらに、走行面が平坦で、車体幅方向アーム９ｃが走行面に接触した状態で前後にスム
ースに移動できる場合には、コロ９ｄや合成樹脂製ローラーを設けなくてもよい。
【００２５】
　支軸９ａの回転軸には、車体１の内部において減速ギア９ｅが一体的に取り付けられて
いる。アーム駆動用モータにより駆動される駆動ギア９ｆにより、この減速ギア９ｅを回
転駆動することにより、駆動輪２と従動輪３の車軸を結ぶ水平線分に対するアーム部９ｂ
の角度θが調整できるようになっている。
　アーム駆動用モータもコントローラにより制御され、減速ギア９eの軸に取り付けられ
たアーム角度検出器(図示せず)の出力に基づいて、駆動輪２と従動輪３の車軸を結ぶ水平
線分に対する角度θが調整できるようになっている。支軸９ａを回転するモータとしては
、角度センサが不要なステップモータを使用してもよい。
　また、コントローラは、後述するように、アーム部９ｂやコロ９ｄが段差の手前側上端
角部を押圧したり、無限軌道帯４の後方を押し上げるのに必要なトルクが得られるよう、
アーム駆動用モータの電流を監視して出力トルクの制御を行うトルク制御機能を有するこ
とが好ましい。
【００２６】
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　コの字アーム９のアーム部９ｂの長さは、少なくとも支軸９ａを介して回転したとき、
車体１の前方側、あるいは後方側と干渉しないように設定し、回転３６０°回転できるよ
う、支軸９ａを無限軌道帯４の中心部に取り付け、いずれの角度でもクローラ走行装置と
干渉しないように設定する。また、車体幅方向アーム９ｃと車体１との間にロック機構を
設ければ、クローラ走行装置を持ち運ぶ際にハンドルとして利用することもできる。
【００２７】
　後述するように、高さＳｈの段差を乗り上げる際、無限軌道帯４の進行方向前端が段差
壁に接触している状態で、少なくとも、車体幅方向アーム９ｃに取り付けられたコロ９ｄ
の下方において、アーム部９ｂが、段差の手前側上端角部に乗り上げることが必要である
。
　駆動輪２と従動輪３の半径をｒ、軸間距離をＬ(Ｗ)、支軸９ａが駆動輪２の車軸と従動
輪３の車軸を結ぶ線分の中点に設置したとき、アーム部９ｂのアーム長は、最低でも、
［　(Ｌ(Ｗ)／２＋ｒ)2＋(Ｓｈ－ｒ)2　］の平方根より長いことが必要である。
　なお、実機では、Ｌ＝２２ｃｍ、ｒ＝７.５ｃｍのクローラ走行装置を使用しており、
Ｓｈ＝１５ｃｍの段差を乗り上げるため、アーム部９ｂのアーム長は２０ｃｍ以上とする
ことが必要となる。
【００２８】
　駆動輪２と従動輪３の半径ｒ、軸間距離Ｌ等のクローラ走行装置の仕様と、乗り越える
べき最大の段差高さＳｈとの関係に対応して、アーム部９ｂのアーム長を手動あるいは自
動的に調整できるようにするため、アーム部９ｂを２分割し、両者をスライド溝を介して
ボルト止めしたり、基端側のアーム部９ｂにサーボモータを取り付け、ウオームギアを介
して他端側のアーム部９ｂを伸縮できるようにすることが好ましい。
【００２９】
　以下、クローラ走行装置が段差を乗り越える際のコの字アーム９の作動を順を追って説
明する。
　通常走行時は、コの字アーム９の車体幅方向アーム９ｃが、前方や後方に設けたＣＣＤ
カメラ８や距離センサを妨害することのないよう、進行方向後側において、駆動輪２と従
動輪３の車軸を結ぶ水平線分に対し、例えば、１５°程度上昇したところを初期位置に維
持する。もちろん、ＣＣＤカメラ８や距離センサの妨げにならなければ、初期位置はどの
角度でもよく、進行方向側に傾斜させてもよい。
【００３０】
　ここで、コの字アーム９を作動させずにクローラ走行装置が乗り越えることのできる段
差の最大値について考察する。
　無限軌道帯４が段差を乗り越えるか否かは、まず、無限軌道帯４の前端が、段差の垂直
壁に接した状態で無限軌道帯４を駆動したとき、無限軌道帯４の前端が段差の垂直壁を登
り、段差の手前側角部に乗り上げることが第１の前提条件となる。
　次に、この状態で、無限軌道帯４の駆動を継続して段差に乗り上げていく際、クローラ
走行装置の重心から鉛直におろした線分が、接触している段差の手前側角部を越えること
が第２の前提条件となる。
【００３１】
　ここで、実際に設計した実機の仕様に沿い、駆動輪２と従動輪３の半径ｒを７.５ｃｍ
、軸間距離Ｌを２２ｃｍとし、ガイドローラ５の影響、段差角部との接触部における無限
軌道帯４の凹みも無視し、さらに、無限軌道帯４前端の段差垂直壁との接触部、及び、無
限軌道帯４後端の地面との接触部で滑りが発生しないという条件で、簡単な演算式で、乗
り越え得る段差の高さについて、幾何学的なシミュレーションを行うと、図２のようにな
る。
【００３２】
　この結果から分かるように、横軸がクローラ走行装置の車体１の進行方向に対する傾斜
角度、縦軸が段差の高さ(ｃｍ)としたとき、４０°～４５°近辺のとき、段差高さが最大
となり４.８ｃｍである。



(7) JP 5978422 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

　すなわち、駆動輪２と従動輪３の半径ｒが７.５ｃｍ、軸間距離Ｌ(Ｗ)が２２ｃｍのク
ローラ走行装置の場合、乗り越えられる段差の最大高さは４.８ｃｍであることが分かる
。
　この高さは、ガイドローラ５や、段差角部との接触部における無限軌道帯４の凹みによ
り多少変化はするが、実機でも、コの字アーム９を作動させない場合、確実に乗り越えら
れる段差は５ｃｍ程度が限界で、これより段差を高くすると、乗り越えられず転倒する確
率が高くなり、家屋床下検査用ロボットに求められる１５ｃｍの段差を乗り越えることは
到底不可能である。
【００３３】
　ここで、クローラ走行装置の進路に段差がある場合、前述のように、駆動輪２と従動輪
３の半径ｒが７.５ｃｍ、軸間距離Ｌ(Ｗ)が２２ｃｍで、支軸９ａが駆動輪２の車軸と従
動輪３の車軸を結ぶ線分の中点に設置されているクローラ走行装置の場合、無限軌道帯４
における前端の段差垂直壁との接触部と後端の地面との接触部で滑りが発生しないという
前提で、段差が５ｃｍ以下であれば、コの字アーム９を作動させずにクローラ走行装置が
乗り越えることができる。
　したがって、この場合には、コの字アーム９は、初期位置である後側に１５°程度上昇
した位置に保持したまま、回転駆動する必要はない。
【００３４】
　しかし、段差垂直壁、地面が滑りやすい場合、段差が５ｃｍ以下であっても、無限軌道
帯４が段差垂直壁や地面の接触部で空転してしまい、無限軌道帯４が、段差上端角部に乗
り上げることができず、上述の前提条件をクリアすることができない。
【００３５】
　このように、クローラ走行装置が段差を乗り越えるには、少なくとも、無限軌道帯４の
先端が段差垂直壁に接した後、駆動輪２の駆動に伴ってその先端が段差垂直壁に沿って上
昇し、無限軌道帯４が段差の上端角部に乗り上げること、すなわち、この実施例ではトラ
ックシュー６のひとつが段差上端角部に乗り上げることが必要である。
【００３６】
　したがって、このような場合を想定して、クローラ走行装置が段差直前に到達したとき
、図３のように、進行方向後側において、水平面に対し１５°程度上昇した初期状態から
、この図において、コの字アーム９を時計方向に回転させ、少なくとも車体幅方向アーム
９ｃに取り付けられたコロ９ｄの下端が、段差の上端角部に乗り上げる位置、すなわち、
段差の高さが１５ｃｍの場合は、コロ９ｄの下端が１５ｃｍより高くなるようにする。
　この条件は、アーム９ｂの長さをＬ(９ｂ)、駆動輪２、従動輪３の半径をｒ、車軸を結
ぶ水平線分の進行方向を０°としたときのアーム角度をθ、段差をＳｈとしたとき、次の
(１)式で表すことができる。
　Ｌ(９ｂ)・ｓｉｎθ＋ｒ＞Ｓｈ・・・・・・・(１)
【００３７】
　また、少なくとも、無限軌道帯４の前端が段差垂直壁に接している状態で、車体幅方向
アーム９ｃに取り付けられたコロ９ｄが段差の上端角部に乗り上げるためには、コロ９ｄ
が、無限軌道帯４の前端より前方に位置する必要があり、その条件は、次の(２)式で表す
ことができる。
　Ｌ(９ｂ)・ｃｏｓθ＞Ｌ(Ｗ)／２＋ｒ・・・・(２)
　ただし、駆動輪２と従動輪３の軸間距離をＬ(Ｗ)とし、コの字アーム９の支軸９ａを、
駆動輪２と従動輪３の車軸間の中点に設置するものとする。
【００３８】
　前述のとおり、実機では、駆動輪２と従動輪３の半径ｒが７.５ｃｍ、軸間距離Ｌ(Ｗ)
が２２ｃｍであり、アーム９ｂの長さＬ(９ｂ)を２５ｃｍとしたが、この場合、例えば、
θを３０°とすると、
(１)式は、
　Ｌ(９ｂ)・ｓｉｎθ＋ｒ＝２５×０.５＋７.５＝２０ｃｍ
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(２)式は、
　Ｌ(９ｂ)・ｃｏｓθ＝２５×０.８６６＝２１.６５＞Ｌ(Ｗ)／２＋ｒ＝２２／２＋７＝
１８.５
　となり、段差が２０ｃｍでも、(１)、(２)の両条件式を満足し、アーム９ｃに取り付け
られたコロ９ｄを段差の上端角部に乗り上げさせることができる。
【００３９】
　したがって、クローラ走行装置の無限軌道帯４における駆動輪２と従動輪３の軸間距離
Ｌ(Ｗ)、駆動輪２、従動輪３の半径ｒ、支軸９ｂの車体１側壁における取り付け位置と、
乗り上げるべき段差Ｓｈの最大値に応じて、アーム９ｂの長さＬ(９ｂ)と、クローラ走行
装置が段差直前に到達したときアーム９ｂのアーム角度θを選定することが必要である。
【００４０】
　このように、コの字アーム９を時計方向に回転させ、コロ９ｄの下端を段差の上端角部
に乗り上げさせる際、遠隔操縦による場合は、操縦者がＣＣＤカメラ８からの映像情報を
確認しながら行う。
　すなわち、無限軌道帯４が段差垂直壁や地面で空転する場合、無限軌道帯４の駆動を停
止し、クローラ走行装置が、段差直前でその前端が段差に平行になるよう位置制御を行う
。その上で、遠隔操縦装置により、コの字アーム９を時計方向に回転させ、コロ９ｄの下
方が段差の上端角部に乗り上げるよう、アーム駆動用モータを制御する。このとき、コロ
９ｄが段差の上端角部に届かないような場合には、アーム部９ｂのアーム長を制御するサ
ーボモータを駆動してアーム９ｂを延出させる。
【００４１】
　このようなコの字アーム９の回転角の制御を自動化することも可能である。
　すなわち、クローラ走行装置が走行中、ＣＣＤカメラ８や距離センサにより前方に段差
垂直壁を発見したとき、コントローラが段差までの距離とクローラ走行装置の走行速度に
応じて、アーム駆動用モータを制御して、無限軌道帯４が段差垂直壁に到る直前までに、
少なくともコロ９ｄが段差の上端角部に乗り上げるよう、アーム部９ｂの回転角度θを制
御する。その際の回転角度θの目標値は、段差垂直壁が一定の高さの場合は、予め定めた
値とすればよいし、一定でない場合は、ＣＣＤカメラ７からの映像情報に基づいて、段差
垂直壁の高さを計測し、その高さに基づいて、回転角度θの目標値を定めるようすればよ
い。
　ただし、前述の条件式(１)と(２)をともに満足する必要があり、段差の高さＳｈとの関
係等に応じて、並行してアーム部９ｂのアーム長を制御するサーボモータを制御するよう
にしてもよい。
【００４２】
　さらに、無限軌道帯４が段差垂直壁や地面で空転するのを、無限軌道帯４の駆動量と、
ＣＣＤカメラ８や距離センサの検出値とを比較することにより検出し、空転した場合のみ
、操縦者と同様の手順で、無限軌道帯４の駆動、アーム駆動用モータによる回転角θの制
御を行うようにしてもよい。
【００４３】
　以上のようにして、コの字アーム９のコロ９ｄが段差の上端角部に乗り上げを完了した
とき、操縦者による遠隔操作で、無限軌道帯４の駆動輪２を駆動するとともに、コの字ア
ーム９のアーム部９ｂを図３において、さらに時計方向に回転駆動することにより、図４
に示される状態を経て、図５に示されるように、トラックシュー６のひとつが段差の上端
角部に乗り上げることできる。
【００４４】
　この場合、遠隔操縦装置により、アーム部９ｂを回転させながら、無限軌道帯４の駆動
速度を微調整するようにしてもよいが、初期段階でコロ９ｄの下方が段差の上端角部を押
圧し、その後もアーム部９ｂのいずれかで段差の上端角部に対する押圧を継続させ、無限
軌道帯４を段差の上端角部に乗り上げさせることが必要である。
　このため、アーム駆動用モータの電流を監視して出力トルクの制御を行い、アーム部９



(9) JP 5978422 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

ｂが所定のトルクで段差の上端角部を押圧するようフィードバック制御を行うことが好ま
しい。これにより、アーム部９ｂの回転角度θを自動的に無限軌道帯４の駆動に連携させ
ることができる。特に、アーム駆動用モータのトルク及び回転速度を無制限に大きくする
と、トラックシュー６が段差の上端角部に乗り上げる前に、車体１が転倒してしまうこと
もあるので、こうした制御は有効である。
【００４５】
　このように、無限軌道帯４が段差の上端角部への乗り上げを完了した状態で、無限軌道
帯４の駆動輪２を駆動することにより、クローラ走行装置の車体１が次第に垂直に向けて
傾斜していく。
　この状態で、クローラ走行装置の重心から鉛直におろした線分が、接触している段差角
部を越えるような高さ(実機では５ｃｍ以下)の場合、無限軌道帯４がこの段差に乗り上げ
ることできる。したがって、無限軌道帯４前端の段差垂直壁との接触部、及び、無限軌道
帯４後端の地面との接触部で滑りが発生しないという条件で、環境中の段差の高さが、無
限軌道帯４がそのまま乗り越え得る高さ以下の場合には、アーム部９ｂの回転角度θを以
上のように制御することで、走行面や段差がぬかるんでいたり、滑りやすい環境でも、段
差乗り越えを確実に行うことができる。
【００４６】
　しかし、段差がこれより高い場合は、無限軌道帯４が段差の上端角部への乗り上げた状
態で、無限軌道帯４の駆動輪２を駆動すると、クローラ走行装置の重心が接触している段
差角部を越えることができず、後方への転倒を繰り返すことになる。
　すなわち、駆動輪２と従動輪３の半径ｒが７.５ｃｍ、軸間距離Ｌ(Ｗ)が２２ｃｍのク
ローラ走行装置の場合では、段差が５ｃｍよりはるかに高い場合には、このままではこれ
を乗り越えることはできない。
【００４７】
　そこで、図５に示すように、無限軌道帯４に取り付けられたトラックシュー６のひとつ
が段差の上端角部に乗り上げた段階で、コントローラにより、アーム駆動用モータによる
コの字アーム９のアーム部９ｂを、各駆動輪２の駆動と同期させる。
　すなわち、コロ９ｄあるいはアーム部９ｂが段差の上端角部を押圧する状態から反時計
方向に回転させ、図６に示すように、車体幅方向アーム９ｃに取り付けられたコロ９ｄが
段差手前の地面に接し、車体１の後端部を持ち上げ、車体１の水平面に対する傾斜角度を
例えば４５°以上とならないようにする。
【００４８】
　このとき、駆動輪２の駆動に伴い、無限軌道帯４のトラックシュー６は、少なくとも段
差の上端角部に係合して進んでいき、コロ９ｄにより車体１の後端部が持ち上げられない
と、車体１は徐々に垂直に向けて傾斜していく。
　したがって、遠隔操縦による場合は、例えば、無限軌道帯４の駆動を停止し、アーム駆
動用モータを制御して、コの字アーム９を反時計方向に回転させ、コロ９ｄが段差手前の
地面に接し、車体１の後端を持ち上げながら、無限軌道帯４を低速度で駆動するといった
操作を繰り返せばよい。
【００４９】
　また、車体１の内部に傾斜センサを設け、コントローラが、例えば、車体１の水平面に
対する傾斜角度を上限以下、例えば４５°以上とならないようにアーム駆動用モータを制
御するようにしてもよい。こうすることで、各駆動輪２の速度を微調整することなく、最
高速度を維持しても、アーム部９ｂの回転角度θがこれに連動して最適な値に自動的に制
御され、車体幅方向アーム９ｃに取り付けられたコロ９ｄが段差手前の地面に接し、車体
１の後端側を持ち上げ、最適な傾斜角度を維持しながら段差乗り上げをサポートすること
ができる。
　なお、コロ９ｄが段差手前の地面に届かないような場合には、前述と同様に、アーム部
９ｂのアーム長を制御するサーボモータを駆動してアーム９ｂを延出させるようにすれば
よい。
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【００５０】
　この状態を維持しながら駆動輪２の駆動することにより、図７に示すように、車体１の
段差への乗り上げが終了する。
　ただし、このとき、アーム部９ｂが無限軌道帯４の後端に回り込んだ状態のままである
と、段差の上端角部に干渉し、車体１が段差に乗り上げるのを妨害する可能性があるので
、車体１の重心が段差の上端角部を越え、段差上面に着地する方向に回転する直前に、ア
ーム部９ｂを図において時計方向に回転させ、回転角度θを初期状態に戻す必要がある。
　なお、車体１の内部に傾斜センサを設けた場合には、車体１の重心が段差の上端角部を
越え、段差上面に着地する方向に回転する検出することにより、自動的にコの字アーム９
を初期位置に復帰させることができる。
【００５１】
　以上のようにして、無限軌道帯４が段差垂直壁や地面で空転する場合でも、段差が通常
のクローラ走行装置で越え得る限界高さよりはるかに高い場合でも、コの字アーム９の回
転角度θを制御することにより段差をスムースに乗り越えることができる。
【００５２】
　ここで、コの字アーム９の回転角度θを制御して、クローラ走行装置が段差を乗り越え
るための無限軌道帯４の駆動制御及びコの字アーム９の回転角θ制御を含む、クローラ走
行型ロボットの制御システムの一例を図８に示す。
　左右の無限軌道帯４の駆動輪２を駆動するモータ、コの字アーム９を駆動して回転角度
θを制御するアーム駆動モータを制御するコントローラは、マイクロプロセッサ等で構成
され、入出力インターフェースを介して、ＣＣＤカメラ８、距離センサ、各駆動輪２の速
度及び電流値(トルク)、アーム駆動モータの電流値(トルク)及びコの字アーム９の回転角
度θ、車体の傾斜角を検出する傾斜センサからの検出値が入力され、操縦者による遠隔操
縦、あるいは、段差を自動判別し、各駆動輪２の駆動速度、コの字アーム９の回転角θを
連携制御する。
【００５３】
　図９のフローチャートを用いて、この制御システムにより、自動制御を行う場合の制御
フロー(シーケンス)の一例を説明する。
　Ｓ０で、段差を乗り越える際のシーケンスが開始され、Ｓ１でＣＣＤカメラ８、距離セ
ンサにより、進行方向前方の段差を検出し、Ｓ２で、段差までの距離及び段差の高さを演
算する。ここで、段差の高さが、物理的に乗り越え不能な高さ、具体的には、駆動輪２と
従動輪３の半径ｒが７．５ｃｍ、軸間距離Ｌ(Ｗ)が２２ｃｍの場合、無限軌道帯４の前端
と後端間の３７ｃｍより高い場合、Ｓ３で、段差上りシーケンスを終了し、迂回路等を探
索する。
【００５４】
　段差の高さが乗り越え可能な高さ、例えば１５ｃｍ以下のとき、Ｓ４で、コの字アーム
９の回転角度θを初期位置の１６５°(後方から１５°上昇した位置)にセットし、Ｓ５で
、無限軌道帯４の前進駆動を継続し、前端を段差垂直壁に接触させ、段差乗り越えを実施
する。
【００５５】
　Ｓ６で駆動輪２の速度及び車体の傾斜角を検出する傾斜センサの検出値に基づいて、無
限軌道帯４が段差の手前側角部に乗り上げたか否かを判別する。駆動輪２を駆動している
にもかかわらず、所定時間車体の傾斜角度が変わらないときは、地面、段差垂直壁との間
で滑りが発生し、無限軌道帯４の段差角部への乗り上げが不能と判断し、Ｓ７で、駆動輪
２を停止し、コの字アーム９を初期位置から時計方向に回転させる。そして、車体幅方向
アーム９ｃの両端に取り付けたコロ９ｄの下端、あるいはアーム部９ｂを、段差角部に押
し付けさせ、アーム駆動モータの電流値に基づき、所定のトルクで押圧させ、車体２の前
端を持ち上げる。
　なお、予め、無限軌道帯４が段差の手前側角部に乗り上げることが不可能な滑りやすい
環境で走行させる場合は、Ｓ６を省略し、段差の手前側からコの字アーム９の回転を開始
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し、クローラ走行装置が段差垂直壁に接するタイミングで、コロ９ｄの下端あるいはアー
ム部９ｂを、段差角部に押し付けるようにしてもよい。
【００５６】
　Ｓ８でコの字アーム９の回転により、車体の傾斜角度が例えば４５°になったか否かを
判別し、４５°になったときＳ５に戻り、Ｓ６で、無限軌道帯４が段差の手前側角部に乗
り上げたことを判定するまで、Ｓ７、Ｓ８を繰り返す。
【００５７】
　無限軌道帯４が段差の手前側角部に乗り上げた後、Ｓ９で駆動輪２の駆動に伴い、車体
の最大傾斜角が４５°となるように、コの字アーム９を反時計方向に駆動して、無限軌道
帯４の後端を持ち上げる制御を行う。
　Ｓ１０で車体の傾斜角が水平になり、Ｓ１１で無限軌道帯４が段差上面に乗り上げたこ
とが判定されるまで、コの字アーム９の回転角度制御を行う。
【００５８】
　その後再びＳ１２で次の段差の検出・判別を行い、さらに段差がある場合には、Ｓ５に
戻り、前述のＳ７以降のフローを繰り返す。
　以上の処理フローにより、クローラ走行装置は、環境(滑りやすい地面、段差)や進路に
存在する段差に応じて、自動的に、しかもこれまで乗り上げることができなかった高い段
差でもスムースに乗り越えることが可能となる。
【００５９】
　以上、具体的な実施例に基づいて説明したが、これ以外にも、コの字アーム９の回転角
度θを制御することにより、様々な態様の段差でもクローラ走行装置の安定走行に寄与す
ることができる。
【００６０】
　すなわち、段差が階段状で、上面の幅が十分にある場合には、上述の制御を繰り返すこ
とにより、段差を順次乗り越えていくことが可能である。
　しかし、段差上面の幅が狭く、次の段差垂直壁までの距離が軸間距離Ｌの半分に満たな
い場合、無限軌段差角部を乗り越えて段差上面に着地しようとしても、次の段差角部が無
限軌道帯４に当接してしまい、車体１が水平になれない場合が発生し得る。
　このとき、無限軌道帯４の前端側底面が次の段差角部に乗り上げている場合は、図３、
図４で説明したトラックシュー６を段差の上端角部に乗り上げさせるための制御を行う必
要はない。
【００６１】
　一方、車体１の後端部が、現在の段差表面に着地している場合には、図６、図７で説明
した車体１の後端部を持ち上げ動作を繰り返す。
　車体１の後端部が、乗り越えを終了した段差角部に乗り上げている場合は、無限軌道帯
４を駆動して、車体１の後端部を現在の段差表面に着地させた上で、図６、図７で説明し
た車体１の後端部を持ち上げる動作を繰り返す。
　さらに、車体１の後端部が現在の段差表面に着地することなく、現在の段差角部に着地
した際は、コの字アーム９を制御することなく、そのまま次の段差を乗り上げていくこと
が可能となる。
【００６２】
　また、車体１の重心が段差の上端角部を越えたとき、車体１は重力の作用により、接触
する上端角部を基点に、段差の上面に向けて下端を下方に回転し、着地しようとする。こ
のとき、無限軌道帯４の前端が高速で段差表面に激突し、場合によっては衝撃でクローラ
走行装置が段差から落下する可能性がある。
【００６３】
　そこで、図６に示すように段差乗り越え、図７のように段差上面に着地する際、車体幅
方向アーム９ｃに取り付けたコロ９ｄを図６において時計方向に急速に回転させ、次の段
差角部に当接させ、その後アーム部９ｂを徐々に反時計方向に戻すことにより、無限軌道
帯４の前端をゆっくりと着地させることが可能となる。
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　さらに段差を降下していくときは、時系列を図３～図７の逆として、図７の状態から、
車体１の重心をゆっくりと段差の上端角部から下方に移動させ、車体幅方向アーム９ｃに
取り付けたコロ９ｄを地面に着地させ図６の状態とする。この状態から、アーム部９ｂを
徐々に時計方向に回転させて、図５の状態から、アーム部９ｂあるいはコロ９ｄを段差の
上端角部に接触するように時計回りに駆動し、図４の状態とする。次にアーム部９ｂをゆ
っくりと反時計方向に回すことで、図３に示されるように、無限軌道帯４の後端を着地さ
せることが可能となる。
【００６５】
　なお、上記の実施例では、コの字アーム９の支軸９ａを、駆動輪２と従動輪３の中点に
設置し、無限軌道帯４の前端が段差の上端角部に乗り上げる際、そして、その後車体１が
段差に乗り上げる際に、コの字アーム９を前方あるいは後方に回転させて補助を行うよう
にした。
　しかし、段差垂直壁、地面が滑りやすいが、段差が低く、コの字アームのサポートがな
くても、確実に乗り越えることができる環境を走行させる場合には、コの字アームを後方
に回転させる必要はなく、コの字アーム９を進行方向前方側に配置してもよい。この場合
には、コロ９ｄを設ける必要はなく、例えば、アーム部９ｂや車体幅方向アーム９ｃに合
成樹脂のコーティングをしたり、凹凸を形成することで、段差の上端角部に確実に当接す
るようにすればよい。
【００６６】
　逆に段差が高く、コの字アームを後方に回転させてサポートを行う必要があるが、無限
軌道帯４と段差垂直壁、地面との摩擦力を十分に得られるときは、コの字アーム９を進行
方向後方側に配置してもよい。
【００６７】
　このように、本発明のクローラ装置によれば、様々な走行環境に対応して、コの字アー
ム９の回転角度θを最適に制御することにより、コンパクトな構成で、車体１の安定性を
維持しながら、所望の走行ルートを確実に走破することが可能となる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　　車体
　２　　　駆動輪
　３　　　従動輪
　４　　　無限軌道帯
　５　　　ガイドローラ
　６　　　トラックシュー
　７　　　ＬＥＤ
　８　　　ＣＣＤカメラ
　９　　　コの字アーム
　　９ａ　支軸
　　９ｂ　アーム部
　　９ｃ　車体幅方向アーム
　　９ｄ　コロ
　　９ｅ　減速ギア
　　９ｆ　駆動ギア
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