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明 細 苫

自律移動体、その制御方法、及び制御システム

技術分野

０００1 本発明は、移動障告物を回避する自律移動体、その制御方法、及び制御システム

に関する。

背景技術

０００2 近年、屋内や屋外の限られたェリアなどの所定の移動領城を自律的に移動する、

いわゆる自律移動体としての車両や歩行ロボットなどが開発されている。このよぅな自

律移動体は、移動領城内での自律移動体の自己位置を認識させると共に、自律移

動体が移動しよぅとする移動経路を予め又はリアルタイムに作成する。

０００3 移動経路を作成する際に移動領城に障告物が存在する場合には、自律移動体が

障告物に衝突することがないよぅに、移動経路が作成される。ここで、障告物には、固

定で動かない固定障告物と、人や他のロボット等の移動する移動障告物がある。固

定障告物については、最初にこの障告物の近傍を禁止領城と設定して移動経路を

作成すれば逐次的に移動経路を生成する場合であっても問題がないが、移動障告

物については、移動を伴ぅものであるためさまざまな問題が発生する。例えば、この移

動障告物が大きな移動速度を有している場合には、移動経路を生成する度に移動

障告物の位置が変わるため、移動経路が大幅に変更され、その結果、自律移動体が

経路に追従しきれずに障告物と衝突する可能性がある。特に、移動障告物が 自律移

動体に対して相対的に近づくよぅに移動している場合には、衝突の危険性が高くなる

０００4 特許文献 には、所定の最高速度、加速度、減速度、を走行制御条件として記憶し

ておき、予め走行方向前方に設定した走行制御対象領城を用いて、走行制御領城

内部に障告物を検出した場合のみ進行方向の走行速度を制御条件に某づいて設

定変更する自律移動装置が開示されている。特許文献 記載の自律移動装置では、

走行制御領城外の障告物に反応することがないため、通路上にある障告物以外の

壁などに対する反応を減らすことができ、走行制御領城を用いない場合に比べてより



高速に効率的な走行ができる。

０００5 また、特許文献2 には、ロボットと移動体との相対距離及び相対角度に某づいて、ロ

ボットの歩行を停止すべきか否かを判定し、歩行を停止する場合には、ロボットが移

動する停止移動距離が、所定の距離以内となるょぅに制御する2 足歩行ロボットが開

示されている。特許文献2 に記載の2 足歩行ロボットでは、歩行中のロボットが移動体

に接近したとき、ロボットを所定の距離内で停止させることができるため、ロボットと移

動体の衝突を回避することができる。

特許文献 1 :特許387986 ０号公報

特許文献2 :特開2 ００4 ００ 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかしながら、特許文献 記載の自律移動装置では、走行制御対象領城内部に障

告物を検出した場合に、条件反射的に移動速度を制御するものであり、障告物との

衝突を回避するため最適な移動速度を算出することができないものである。また、特

許文献2 記載の2 足歩行ロボットでは、障告物との衝突回避のため、2 足歩行ロボット

の移動を停止するものであるため、障告物を回避しながら経路上を効率的に移動す

ることはできない。

０００7 このょぅに、従来技術にょれば、障告物を回避するために最適な移動速度を算出

することができず、障告物回避と最適経路計画とを両立させることができないものであ

った。このため、移動障告物との衝突を回避するために最適な移動速度で、移動始

点から移動終点へと向かぅ経路を効率的に移動することができないとぅ問題点があっ
た」０

０００8 本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、移動障告物との衝突

を回避しながら、移動終点へと向かって経路上を効率的に移動することが可能な自

律移動体、その制御方法、及びその制御システムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００9 本発明に係る自律移動体は、移動領城内に存在する移動始点ょり移動を開始し、

前記移動領城内に存在する移動終点に到達する自律移動体であって、前記移動始



点から前記移動終点へと至る前記 自律移動体の移動経路を作成する手段と、前記

移動領城内に存在する移動障告物が、作成された前記 自律移動体の前記移動経路

を横切る点を衝突予測点として算出する手段と、前記移動障告物が前記衝突予測

点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段と、前記 自律移動体が前記衝突予

測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段と、を備え、前記第二の通過時

間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合に、前記第二の通過

時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前記 自律移動体の移動速度

を調整するものである。

００1０ このよぅに、自律移動体の移動経路を移動障告物が横切る点を衝突予測点として

算出して、移動障告物が衝突予測点を通過する時間帯と、自律移動体が衝突予測

点を通過する時間帯とが重ならないよぅに、自律移動体の速度を調整することで、自

律移動体は、移動障告物を回避しながら移動経路を移動し続けることができ、障告

物回避と最適経路計画とを両立させることができる。従って、移動障告物との衝突を

回避しながら、移動終点へと向かって経路上を効率的に移動することができる。

００11 また、前記 自律移動体は、前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の

通過時間帯に重なる場合に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に

重ならないよぅに、前記 自律移動体の移動速度を減速するよぅにしてもよい。このよぅ

に自律移動体の移動速度を減速させることで、移動障告物が衝突予測点を通過した

後に、自律移動体に衝突予測点を通過させることができる。従って、移動障告物との

衝突が予測される場合に、急加速して障告物を回避せずに済むため、より安全に移

動させることができる。

００12 さらにまた、前記 自律移動体は、前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記

第一の通過時間帯に重なる場合に、前記衝突予測点と、前記第二の通過時間帯の

ぅち最も遅い時点とに某づいて、前記減速する自律移動体の移動速度を算出するよ

ぅにしてもよい。このよぅに移動障告物が衝突予測点を通過し終える時点に某づいて

、衝突予測点に自律移動体が到達するための移動速度を算出することで、移動障告

物を効率的に回避するための移動速度を容易に算出することができる。

００13 また、前記 自律移動体は、前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の



通過時間帯に重なる場合に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に

重ならないよぅに、前記 自律移動体の移動速度を減速又は加速するよぅにしてもよい

。このよぅに自律移動体の移動速度を減速又は加速させることで、移動障告物が衝

突予測点を通過した後に、衝突予測点を自律移動体に通過させてもよレ七、又は、

移動障告物が衝突予測点へと到達する前に、衝突予測点を自律移動体に通過し終

えるよぅにしてもよい。従って、移動障告物の移動速度などが変化した場合でも、より

柔軟に対応することができる。

００14 さらにまた、前記 自律移動体は、前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記

第一の通過時間帯に重なる場合に、前記衝突予測点と、前記第二の通過時間帯の

ぅち最も遅い時点とに某づいて、前記減速する自律移動体の移動速度を算出し、前

記衝突予測点と、前記移動障告物の大きさと、前記第二の通過時間帯のぅち最も早

い時点とに某づいて、前記加速する自律移動体の移動速度を算出するよぅにしても

よい。このよぅに減速又は加速する移動速度を算出することで、移動障告物を効率的

に回避するための移動速度を容易に算出することができる。

００15 また、前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出す

る手段は、前記衝突予測点における前記移動障告物の危険度に応じて、前記第一

の通過時間帯を拡大するよぅにしてもよい。このよぅに第一の通過時間帯を移動障告

物に対する危険度に応じて拡大することで、衝突予測点において移動障告物と自律

移動体とがすれ違ぅ際にほ、より余裕を持ってすれ違ぅことができる。

００16 さらにまた、前記 自律移動体は、前記移動障告物が前記衝突予測点を通過した後

は、調整された前記移動速度を所定の移動速度へと変更して移動するよぅにしてもよ

い。このよぅに移動障告物を回避した後は所定の速度に戻して移動することで、移動

障告物との衝突を回避しながら、経路上をより効率的に移動することができる。

００17 また、前記移動障告物が前記 自律移動体の前記移動経路を横切る点を算出する

手段は、前記移動障告物の現在位置情報と、移動方向情報とに某づいて、前記移

動障告物の移動予測経路を算出する手段と、前記 自律移動体の前記移動経路と、

算出された前記移動障害物の前記移動予測経路の交点を衝突予測点として算出す

る手段と、を備えるよぅにしてもよい。



００18 さらにまた、前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算

出する手段は、前記移動障告物の現在位置情報に某づいて、前記移動障告物の移

動速度を算出する手段と、前記衝突予測点と、算出された前記移動障告物の前記

移動速度と、前記移動障吉物の大きさとに某づいて、前記移動障告物が前記衝突

予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段と、を備えるよぅにしてもよい。

００19 また、前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出す

る手段は、前記衝突予測点と、前記 自律移動体の移動速度と、前記 自律移動体の

大きさとに某づいて、前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時

間帯を算出するよぅにしてもよい。

００2０ 本発明に係る自律移動体の制御方法は、移動領城内に存在する移動始点より移

動を開始し、前記移動領城内に存在する移動終点に到達する自律移動体の制御方

法であって、前記移動始点から前記移動終点へと至る前記 自律移動体の移動経路

を作成するステップと、前記移動領城内に存在する移動障告物が、作成された前記

自律移動体の前記移動経路を横切る点を衝突予測点として算出するステップと、前

記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出するステップ

と、前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出するス

テップと、を備え、前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間

帯に重なる場合に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならない
よぅに、前記 自律移動体の移動速度を調整するものである。

００2 1 本発明に係る自律移動体の制御システムは、移動領城内に存在する移動始点より

移動を開始し、前記移動領城内に存在する移動終点に到達する自律移動体の制御

システムであって、前記移動始点から前記移動終点へと至る前記 自律移動体の移動

経路を作成する手段と、前記移動領城内に存在する移動障告物が、作成された前

記 自律移動体の前記移動経路を横切る点を衝突予測点として算出する手段と、前

記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段と、

前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段と

、を備え、前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重な

る場合に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前



記 自律移動体の移動速度を調整するものである。

発明の効果

００22 本発明によれば、移動障告物との衝突を回避しながら、移動終点へと向かって経

路上を効率的に移動することが可能な自律移動体、その制御方法、及びその制御シ

ステムを提供することを目的とする。

図面の簡単な説明

００23 図 本発明の実施の形態 に係る自律移動体制御システムを概略的に示す全体図

である。

図2 本発明の実施の形態 に係る自律移動体としての車両を概略的に示す図であ

る。

図3 本発明の実施の形態 に係る移動障告物及び自律移動体の移動軌跡を示す

概念図である。

図4 本発明の実施の形態 に係る自律移動体の制御処理の概要を示すフローチャ
ートである。

図5 本発明の実施の形態 に係る自律移動体の移動速度算出処理を示すフローチ

ャートである。

図6 本発明の実施の形態 に係る移動障告物及び自律移動体の移動経路を示す

概念図である。

図7 本発明の実施の形態 に係る移動障告物が 自律移動体の移動経路を横切る

様子を説明するための図である。

図8 本発明の実施の形態 に係る自律移動体の移動速度を調整する様子を説明す

るための概念図である。

図9 本発明の実施の形態 に係る自律移動体の移動速度を調整する様子を説明す

るための概念図である。

符号の説明

００24 床部、 ０ 自律移動体、 ０a 自律移動体本体、 亜輪、 2 キャスタ、

3 駆動部 (モータ) 、 4 カウンタ、 5 制御部、 5a 記憶領城、

6 外界センザ、 7 アンテナ、 ００ 自律移動体制御システム、



S 移動始点、G 移動終点、 移動方向、 移動障告物、P 衝突予測点、

移動経路、 ェリア、 b 障告物領城、 X 移動軌跡

発明を実施するための最良の形態

００25 発明の実施の形態 ・

本実施の形態 に係る自律移動体は、移動始点から移動終点へと至る自律移動体

の移動経路を作成する手段と、移動領城内に存在する移動障告物が、作成された自

律移動体の移動経路を横切る点を衝突予測点として算出する手段と、移動障告物が

衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段と、自律移動体が衝突予

測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段と、を備える。そして、第二の通

過時間帯の少なくとも一部が第一の通過時間帯に重なる場合には、第二の通過時

間帯が第一の通過時間帯に重ならないよぅに、自律移動体の移動速度を調整するも

のである。

００26 このよぅに、自律移動体の移動経路を移動障告物が横切る点を衝突予測点として

算出して、移動障告物が衝突予測点を通過する時間帯と、自律移動体が衝突予測

点を通過する時間帯とが重ならないよぅに、自律移動体の速度を調整する。即ち、移

動障告物が経路上を横切るタイミングを避けるよぅに自律移動体は移動速度を変更

するため、自律移動体は、最適な速度で移動障告物を適切に回避しながら移動経

路を移動し続けることができ、障告物回避と最適経路計画とを両立させることができる

。従って、移動障告物との衝突を回避しながら、移動終点へと向かって経路上を効率

的に移動することができる。

００27 以下、図面を参照しながら本実施の形態 に係る自律移動体について説明する。

図 は、移動領城としての床部 上の限られたェリア (破線に囲まれた領城 )を、自

律移動体としての自律移動体 ０が制御部 5からの信号により移動する自律移動体

制御システム ００の一実施形態を概略的に示すものである。図 では、床部 上のェ
リア 上に物体は表記されていないが、既知の固定障告物及び外界センザにより検

知された固定障告物や移動障告物が存在し、自律移動体 ０はこれらの障告物を回

避する必要がある。

００28 図2に示すよぅに、自律移動体 ０は、箱型の自律移動体本体 ０aと、 対の対向す



る亜輪 と、キヤスタ 2を備える対向2輪型の車両であり、これらの車輸 、キヤスタ

2とで自律移動体本体 ０aを水平に支持するものである。さらに、自律移動体本体

０aの内部には、亜輪 をそれぞれ駆動する駆動部 (モータ) 3と、亜輪の回伝数

を検出するためのヵウンタ 4と、亜輪を駆動するための制御信号を作成し、駆動部

3にその制御信号を送信する制御部 5が備えられている。そして、制御部 5内部に

備えられた記憶部としてのメモりなどの記憶領城 5aには、制御信号に某づいて自

律移動体 ０の移動速度や移動方向、移動距離などを制御するための制御プログラ

ムが記録されている。前述の移動速度や移動距離などは、ヵウンタ 4で検知された

亜輪 の回伝数に某づいて求められている。

００29 また、自律移動体本体 ０aの前面には、移動する方向に現れた障告物等を認識す

るための外界センザ 6が固定されており、この外界センザ 6で認識した画像や映像

等の情報が制御部 5に入力された結果、制御プログラムに従って亜両の移動する

方向や速度等が決定される。外界センザ 6は、障告物等において反射されたレー

ザを検知するセンザや、CC ヵメラにより構成することができる。

００3０ さらに、自律移動体本体 ０aの上面には、自己位置を認識するためのアンテナ 7

が備えられており、例えば図示しな GPS等からの位置情報を受け取り、制御部 5

においてその位置情報を解析することにより、自己の位置を正確に認識することがで

きる。

００3 1 このよぅに構成された自律移動体 ０は、 対の車輸 の駆動呈をそれぞれ独立に

制御することで、直進や曲線移動 (旋回) 、後退、その場回伝 (両亜輪の中点を中心

とした旋回) などの移動動作を行ぅことができる。そして、自律移動体 ０は、外部から

の移動場所を指定する制御部 5からの指令にしたがって、ェリア 内の指定された

目的地までの移動経路を作成し、その移動経路に追従するよぅに移動することで、目

的地に到達する。

００32 制御部 5内部に備えられた記憶領城 5aには、床部 上のェリア 全体の形状に

、略一定間隔 (例えば ０c ) に配置された格子点を結ぶグリッド線を仮想的に描

写することで得られるグリッドマップが記憶されている。前述のよぅに、自律移動体 ０

は、GPS等から得られた位置情報を、このグリッドマップ上における自己の位置に置



き換えて、グリッドマップ上における自己位置を認識する。グリッドマップ上において、

自律移動体 ０の自己位置に相当する場所、および目的地である移動終了点、およ

び移動終了点における自律移動体 ０の移動方向が特定される。制御部 5は、グリ

ッドマップ上において特定された自己位置を移動始点から、目的地である移動終点、

までの移動経路を作成し、作成された移動経路に従って移動を行ぅ。

００33 続いて、図3及び4を用いて、移動始点から移動終点までの間に移動障告物が存

在する場合における、自律移動体の制御方法について説明する。図3に示す例では

、移動障告物 が存在する。移動障告物 は、衝突予測点Pにおいて、自律移動体

0の移動する移動経路 を横切る。本実施の形態 に係る自律移動体 ０は、自律移

動体 ０が衝突予測点Pを通過する時間帯と、移動障告物 が衝突予測点Pを通過

する時間帯とが重ならないよぅに、自らの移動速度を変更する。

００34 図4は、自律移動体の制御処理の概要を示すフローチャートである。まず、制御部

5は、移動始点Sから移動終点Gへと至る自律移動体 ０の移動経路 を作成する (

ステップS ０ )。経路作成方法については、公知の経路作成方法を適用可能であ

るが、例えば、 ボ (ェ一スター)経路探索法を用いて、移動経路を作成する。作成さ

れた移動経路団ま、記憶領城 5aに格納される。

００35 次に、制御部 5は、移動障告物 を認識し、その移動速度を推定する (ステッ S

０2)。より詳細には、まず、制御部 5は、既知情報として記憶領城 5aに格納された

環境の地図データと、外界センザ 6によって取得された測定データを比較し、地図

データにない測定データを移動障告物 として認識する。さらに、制御部 5は、認識

された移動障告物 の位置情報を記憶領城 5aに格納する。そして、制御部 5は、

移動障告物 の重心における移動速度を推定する。具体的には、まず、移動障告物

の重心の位置情報を算出する。次に、一制御周期前のタイミングにおいて算出した

移動障告物 の重心の位置と、現在のタイミングにおいて算出した移動障告物 の

重心の位置を比較して、移動障告物 の移動距離を算出し、これを制御周期で割り

算することによって、それぞれの移動障告物 の速度を算出する。

００36 次に、制御部 5は、移動障告物 が、作成された移動経路 を横切る点を衝突予

測点Pとして算出する (ステップS ０3)。より詳細には、まず、制御部 5は、移動障告



物 の現在位置情報及び進行方向情報と、移動速度とに某づいて、移動障告物 が

移動すると予測される移動予測経路を算出する。例えば、移動障告物 の移動予測

経路は、移動障告物 の現在位置から進行方向 b及びその反対方向に伸びる直

線である。そして、制御部 5は、自律移動体 ０の作成された移動経路 と、算出さ

れた移動障告物 の移動予測経路との交点を衝突予測点Pとして算出する。この衝

突予測点Pは、自律移動体 ０や移動障告物 の移動速度を考慮したものではなく、

移動経路 と移動予測経路のみで算出したものであり、両者の衝突を厳密に予測し

たものではない。また、移動障告物 の移動速度の回伝成分を0に近似した場合に、

移動予測経路は直線となるが、回伝成分が0ではない場合には円弧になる。

００37 次に、制御部 5は、移動障告物 が衝突予測点Pを通過する第一の通過時間帯を

算出する (ステップS ０4)。より詳細には、制御部 5は、移動障告物 の現在位置か
ら衝突予測点Pまでの距離を算出する。そして、制御部 5は、この距離を移動障告

物 の現在速度によって割り算することで移動障告物 が衝突予測点Pに到達するま

での時間 を算出する。さらに、制御部 5は、移動障告物 の大きさを移動障告物

の現在速度によって割り算することで、移動障告物 が衝突予測点Pへと到達して

から通過し終えるまでに要する時間A を算出する。そして、制御部 5は、到達す

るまでの時間 に時間A を加算することで、移動障告物 が衝突予測点Pを通

過し終える時間 2を算出する (即ち、 2二 )。このよぅにして、制御部 5

は、移動障告物 が衝突予測点Pへと到達してから通過し終えるまでの時間帯 (

から 2)、即ち第一の通過時間帯を算出する。

００38 次に、制御部 5は、自律移動体 ０が衝突予測点Pを通過する第二の通過時間帯

を算出する (ステップS ０5)。より詳細には、制御部 5は、自律移動体 ０の現在位

置から衝突予測点Pまでの距離を算出する。そして、この距離を自律移動体 ０の現

在速度によって割り算することによって自律移動体 ０が衝突予測点Pに到達するま

での時間 4を算出する。さらに、制御部 5は、自律移動体 ０の大きさを自律移動

体 ０の現在速度によって割り算することで、自律移動体 ０が衝突予測点Pへと到達

してから通過し終えるまでに要する時間 4を算出する。そして、制御部 5は、到

達するまでの時間 4に時間 4を加算することで、自律移動体 ０が衝突予測点P



を通過し終える時間 5を算出する (即ち、 5二 4 4)。このよぅにして、制御部

5は、自律移動体 ０が衝突予測点Pへと到達してから通過し終えるまでの時間帯 (

4から 5)、即ち第二の通過時間帯を算出する。

００39 次に、制御部 5は、ステップS ０5で算出された第二の通過時間帯の少なくとも一

部が、ステップS ０4で算出された第一の通過時間帯に重なるか否かを判定する (ス

テップS ０6)。即ち、自律移動体 ０が衝突予測点Pへと到達してから通過し終える

までの時間帯 ( 4から 5)が、移動障告物 が衝突予測点Pへと到達してから通過し

終えるまでの時間帯 ( から 2)と重なるか否かを判定する。判定の結果、第二の通

過時間帯のいずれの部分についても、第一の通過時間帯に重ならない場合には、ス

テップS ０8へと進む。

００4０ 一方、ステップ5 ０6における判定の結果、第二の通過時間帯の少なくとも一部が

第一の通過時間帯に重なる場合には、制御部 5は、第二の通過時間帯が第一の通

過時間帯に重ならないよぅに、自律移動体 ０の移動速度を調整する (ステップS ０7

)。第二の通過時間帯の少なくとも一部が第一の通過時間帯に重なる場合には、移

動障告物 が衝突予測点Pを横切る際に、同時に自律移動体 ０が衝突予測点Pを

通過することが予想される。このため、自律移動体 ０は自身の移動速度を調整する

ことで、移動障告物 が衝突予測点Pを通過する時間帯を避けるよぅに移動する。尚

、移動障告物 との衝突を回避するための移動速度の算出方法については後述す

る。

００4 1 制御部 5は、調整された移動速度と、作成された移動経路情報に某づいて、亜輪

を駆動するための制御信号を生成し、駆動部 3に対して出力することにより、自律移

動体 ０を制御する (S ０8)。これにより、自律移動体 ０は、移動障告物 を回避し

ながら、移動経路情報により特定される移動経路 を追従して移動する。

００42 続いて、移動障告物 との衝突を回避するための移動速度の算出方法について、

図5乃至9を用いて説明する。図5は、衝突回避のための移動速度算出処理を示す

フローチャートである。図6は、移動障告物 及び自律移動体 ０の移動軌跡を示す

概念図である。図7は、移動障告物 が 自律移動体 ０の移動経路 を横切る様子を

説明するための図である。図8及び9は、移動障告物 の存在に応じて、自律移動体



０の移動速度を調整する様子を説明するための概念図である。

００43 まず、制御部 5は、自律移動体 ０の現在時刻・位置を某準とする時空間座標を設

定する (ステップS 2０ )。自律移動体 ０の現在時刻・位置を原点とした時空間座標

の例を図6 (a) に示す。図に示す時空間座標では、横軸を現在時刻からの経過時間

、縦軸を現在位置からの距離とした。

００44 次いで、制御部 5は、自律移動体 ０の移動軌跡 Xを時空間座標に描写するほ
テップS 2０2)。図6 (a) に、自律移動体 ０が現在速度で移動した場合の移動軌跡

Xを示す。尚、図において描写された移動軌跡 Xの傾きは、自律移動体 ０の現在

速度を示している。

００45 次いで、制御部 5は、移動障告物 の占有領城Sを時空間座標に描写する (ステ

ップS 2０3)。ここで、移動障告物 の占有領城S は、移動障告物 が衝突予測点Pを

通過する際の時刻・位置から構成される。図6 (b) に、時刻・位置 乃至 によって構

成される、移動障告物 の占有領城S の一例を示す。

００46 ここで、図7 (a) 乃至 (d)を参照して、占有領城5がこのよぅに描写される理由を説明

する。図7では、移動始点Sを距離 0とし、移動終点Gを 3として説明する。まず、図

7 (a) に示すよぅに、現在時刻から時間 経過時点において、移動障告物 が 自律

移動体 ０の移動経路 へと接近しているものとする。尚、本実施の形態 では、認識

された移動障告物 の重心位置に某づいて、移動障告物 の領城 bを設定する。

具体的には、移動障告物 を含み、一辺の大きさが bとなる正方形形状の領城 b

を設定する。

００47 次いで、図7 に示すよぅに、現在時刻から時間 経過時点において、移動障告

物 が 自律移動体 ０の移動経路 へと到達する。このとき、 時点において、移動

障告物 の領城 bが移動経路 と接触する。即ち、 時点において、移動障告物

は、距離 から 2にかけて移動経路 を占有する (図6に示す、時刻・位置 及び

で示す)。

００48 そして、図7 に示す状態から図7 に示す状態にかけて ( 時点から 2時点、

において) 、移動障告物 は自律移動体 ０の移動経路 を通過する。この間、移動

障告物 の領城 bが移動経路 を横切る。即ち、 時点から 2時点にかけて、移



動障告物 は、距離 から 2にかけて移動経路 を占有する (図6に示す、時刻・

位置 、 、C、 により囲まれる領城を示す)。

００49 次いで、図7 (c) に示すよぅに、現在時刻から時間 2経過時点において、移動障告

物 が 自律移動体 ０の移動経路 を通過し終える。このとき、 2時点において、移

動障告物 の領城 bが移動経路 から離れる。即ち、 2時点において、移動障告

物 は、距離 から 2にかけて移動経路 の占有を終える (図6に示す、時刻・位置

及びCで示す)。そして、図7 (d) に示すよぅに、現在時刻から時間 3経過時点に

おいては、移動障告物 は自律移動体 ０の移動経路 から遠さかる。

００5０ 図5に戻って説明を続ける。次いで、制御部 5は、自律移動体 ０の移動軌跡 X

が移動障告物 の占有領城S と重なるか否かを判定する (ステップS 2０4)。即ち、自

律移動体 ０が衝突予測点Pへと到達してから通過し終えるまでの間に、移動障告物

が衝突予測点Pを通過するか否かを判定する。判定の結果、移動軌跡 Xが占有

領城S と重ならない場合には、移動速度の調整は行わずに現在速度のまま移動を続

ける。

００5 1 一方、判定の結果、移動軌跡 Xが占有領城S と重なる場合には、制御部 5は、移

動軌跡 Xが占有領城S と重ならないよぅに、自律移動体 ０の現在速度を調整する (

ステップS 2０5)。自律移動体 ０の現在速度を減速又は加速することで、移動速度を

調整する。ここで、図8 (a) 及び (b)を参照して移動速度の調整方法について説明す

る。

００5 2 図8 (a) は、自律移動体 ０の移動軌跡 Xと移動障告物 の占有領城S とが重なる

場合に、自律移動体 ０の現在速度を減速した場合の移動速度を示す。自律移動体

０は、その移動軌跡 Xと移動障告物 の占有領城S とが重なる場合に、まず、現在

速度を移動速度 へと変更して減速する。移動速度 は、衝突予測点Pまでの

距離 と、移動障告物 が衝突予測点Pを通過し終える時間 2 (すなわち、通過時

間帯のぅち最も遅い時点 ) とから、算出することができる (例えば、 二 ( 0)

( 2 ０) )。言い換えると、自律移動体 ０の移動軌跡 Xが、時刻・位置 を通過

するよぅに、現在速度を移動速度 ，へと減速する。更に、移動障害物 が移動経路

を通過した後は (即ち、 2時点以降) 、自律移動体 ０は、移動速度 を所定の



移動速度 へと変更して移動する。所定の移動速度 としては、移動速度を減

速する以前の、通常の移動速度 一 a を採用することかてきる。例えは、移動速

度 一 a を自律移動体 ０か移動可能な最大速度とすることて、自律移動体 ０は

、移動障告物 を回避した後は、再ひ最大速度て移動することかてきるため、より効

率的に移動終点へと移動することかてきる。

００5 3 一方、図8 (b)は、自律移動体 ０の移動軌跡 Xと移動障告物 の占有領城S とか

重なる場合に、自律移動体 ０の現在速度を加速した場合の移動速度を示す。自律

移動体 ０は、その移動軌跡 Xと移動障告物 の占有領城S とか重なる場合に、ま

す、現在速度を移動速度 2へと変更して加速する。移動速度 2は、衝突予側点、

Pと移動障告物 の大きさから求まる距離 2と、移動障告物 か衝突予側点Pを通過

し始める時間 (すなわち、通過時間帯のぅち最も早い時点 ) とから、算出することか

てきる (例えは、 2二 ( 2 ０) ( ０) )。言い換えると、自律移動体 ０の

移動軌跡 Xか、時刻・位置 を通過するよぅに、現在速度を移動速度 2へと加速

する。更に、移動障告物 か移動経路 を通過した後は (即ち、 時点以降) 、自律

移動体 ０は、移動速度 2を、所定の移動速度 へと変更して移動する。所定の

移動速度 としては、移動速度を加速する前の、通常の移動速度を採用すること

かてきる。

００54 また、図9に示すよぅに、自律移動体 ０は、衝突予側点Pにおける移動障告物 の

危険度に応して、第一の通過時間帯を拡大した上て、移動速度を調整するよぅにし

てもよい。図9に示す例ては、時点 を へと、時点 2を へと変更する。

００5 5 図8に示した例ては、移動障告物 か経路 を通過する時間帯 ( ～ 2)か移動

障告物 の大きさにより規定されるため、自律移動体 ０か移動障告物 の近傍を移

動することになる。このため多少の側定娯差によっては、自律移動体 ０か移動障告

物 に衝突する虞かあった。そこて移動障告物 か経路 を通過する時間帯の前後

に、安全を確保するための時間帯を付加して、その上て移動速度の調整を行ぅことて

、自律移動体 ０と移動障告物 のすれ違いを、時間に余裕を持たせてすれ違ぅこと

かてきる。即ち、第一の通過時間帯を移動障告物 に対する危険度に応して拡大す

ることて、衝突予側点Pにおいて移動障告物 と自律移動体 ０とかすれ違ぅ際には、



より余裕を持ってすれ違ぅことができる。尚、移動障告物 に対する危険度としては、

例えば、移動障告物 (人) が 自律移動体 (ロボット) に接近した場合に違和感を覚える

範囲や、移動障告物 の大きさや移動速度などに応じて決定することができる。

００56 以上説明したよぅに、本実施の形態 に係る自律移動体 ０は、移動始点Sから移動

終点Gへと至る自律移動体 ０の移動経路を作成する手段と、移動領城内に存在す

る移動障告物 が、作成された自律移動体 ０の移動経路 を横切る点を衝突予測

点Pとして算出する手段と、移動障害物 が衝突予測点Pを通過する第一の通過時

間帯を算出する手段と、自律移動体 ０が衝突予測点Pを通過する第二の通過時間

帯を算出する手段と、を備える。そして、第二の通過時間帯の少なくとも一部が第一

の通過時間帯に重なる場合には、第二の通過時間帯が第一の通過時間帯に重なら

ないよぅに、自律移動体 ０の移動速度を調整するものである。

００5 7 このよぅに、自律移動体 ０の移動経路 を移動障告物 が横切る点を衝突予測点、

Pとして算出して、移動障害物 が衝突予測点Pを通過する時間帯と、自律移動体

0が衝突予測点Pを通過する時間帯とが重ならないよぅに、自律移動体 ０の速度を

調整することができる。即ち、移動障告物 が経路上を横切るタイミングを避けるよぅ

に自律移動体 ０は移動速度を変更するため、自律移動体 ０は、移動障告物 を最

適な速度で適切に回避しながら移動経路 を移動し続けることができ、障告物回避と

最適経路計画とを両立させることができる。従って、移動障告物 との衝突を回避し

ながら、移動終点Gへと向かって経路 上を効率的に移動することができる。

００58 その他の実施の形態・

尚、上述した実施の形態では、自律移動体 ０がキャスタ 2を備えた2輪台亜であ

る例を示したが、本発明ほこれに限られるものではない。すなわち、自律移動体とし

ては、ステアリング型 ( 輪駆動型 ステアリング) の車両であっても、倒立状態を制御

しつつ平面上を走行する、いわゆる倒立振子型の2輪台亜であってもよい。このよぅ

な倒立振子型の2輪台亜は、キャスタを備えない代わりに、亜両本体の鉛直方向に

対する傾斜角や傾斜角速度などの傾斜度合いを検出するための、ジャイロ等の傾斜

検出部を備える。そして、制御部の内部に備えられた記憶領域 (メモり) に記憶された

、亜両の移動を行ぅ制御信号に某づいて亜両本体の倒立状態を維持しつつ、亜輪



を駆動させて移動するよぅに駆動部に出力を与えるプログラムにより移動することがで

きる。

００59 さらに、自律移動体としては、上述したよぅな2輪型のものに限られず、前2輪、後 2

輪の4輪型の車両など、種々のタイプの車両であってもよい。特に、亜輪で移動する

移動体の場合、亜輪の軸方向 (進行方向に垂直な方向) に移動ができないため、本

発明にかかる移動経路作成方法を適用すると、滑らかな経路で正確に移動終点 ( 日

的地) に到達することが可能になる。

００6０ さらには、上述した自律移動体としては亜両に限られるものではなく、脚式歩行を

行ぅ歩行ロボットなどであっても本発明を適用することは可能である。特に、歩行ロボ

ットの歩行制御において、大きな曲率による歩行や走行をできるだけ行わせずに自

律移動を行わせることができるため、安定した歩行を行わせるために必要な制御をで

きるだけ簡易にすることができる。

００6 1 また、上述した実施形態においては、自律移動体 ０はGPS等からの位置情報を

受け取ることで自己位置を認識しているが、本発明はこれに限定されるものではない

。すなわち、亜輪の駆動量や移動した方向等から、既知の地点からの移動呈および

移動方向等を求め、自己位置を認識するものであってもよい。この場合、移動する移

動領城としてのエリア内に、位置情報を与えるマ一力等が単一または複数箇所設置

されており、自律移動体がこのマ一力上を移動する際に、自律移動体に設けられた

読み取り部などからマーカに記憶された位置情報を読み取るよぅにしてもよい。

００62 また、前述のよぅなグリッドマップを、自律移動体側 (制御部の記憶領城 ) に記憶さ

せるのではなく、制御部側に記憶させてもよい。すなわち、自律移動体を制御するた

めの制御部内に設けられたメモりや などの記憶領城に、前述のグリッドマップを

データとして記憶させ、移動経路を作成してもよい。

００63 尚、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本

発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。

産業上の禾 用可能，吐

００64 本発明は、移動障害物を回避する自律移動体、その制御方法、及び制御システム

に適用することができる。



請求の範囲

移動領城内に存在する移動始点より移動を開始し、前記移動領城内に存在する移

動終点に到達する自律移動体であって、

前記移動始点から前記移動終点へと至る前記 自律移動体の移動経路を作成する

手段と、

前記移動領城内に存在する移動障告物が、作成された前記 自律移動体の前記移

動経路を横切る点を衝突予測点として算出する手段と、

前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段

と、

前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段

と、を備え、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前記 自律

移動体の移動速度を調整する

ことを特徴とする自律移動体。

2 前記 自律移動体は、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前記 自律

移動体の移動速度を減速する

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体。

3 前記 自律移動体は、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記衝突予測点と、前記第二の通過時間帯のぅち最も遅い時点とに某づいて、

前記減速する自律移動体の移動速度を算出する

ことを特徴とする請求項2記載の自律移動体。

4 前記 自律移動体は、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前記 自律



移動体の移動速度を減速又は加速する

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体。

5 前記 自律移動体は、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、

前記衝突予測点と、前記第二の通過時間帯のぅち最も遅い時点とに某づいて、前

記減速する自律移動体の移動速度を算出し、

前記衝突予測点と、前記移動障告物の大きさと、前記第二の通過時間帯のぅち最

も早い時点とに某づいて、前記加速する自律移動体の移動速度を算出する

ことを特徴とする請求項4記載の自律移動体。

6 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段

は、

前記衝突予測点における前記移動障告物の危険度に応じて、前記第一の通過時

間帯を拡大する

ことを特徴とする請求項 乃至5いずれか 項記載の自律移動体。

7 前記 自律移動体は、

前記移動障告物が前記衝突予測点を通過した後は、調整された前記移動速度を

所定の移動速度へと変更して移動する

ことを特徴とする請求項 乃至6いずれか 項記載の自律移動体。

8 前記移動障告物が前記 自律移動体の前記移動経路を横切る点を算出する手段は

前記移動障告物の現在位置情報と、移動方向情報とに某づいて、前記移動障告

物の移動予測経路を算出する手段と、

前記 自律移動体の前記移動経路と、算出された前記移動障告物の前記移動予測

経路の交点を衝突予測点として算出する手段と、を備えた

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体。

9 前記移動障害物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段

は、



前記移動障告物の現在位置情報に某づいて、前記移動障告物の移動速度を算出

する手段と、

前記衝突予測点と、算出された前記移動障告物の前記移動速度と、前記移動障

告物の大きさとに某づいて、前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の

通過時間帯を算出する手段と、を備えた

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体。

０ 前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段

は、

前記衝突予測点と、前記 自律移動体の移動速度と、前記 自律移動体の大きさとに

某づいて、前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出

する

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体。

移動領城内に存在する移動始点より移動を開始し、前記移動領城内に存在する移

動終点に到達する自律移動体の制御方法であって、

前記移動始点から前記移動終点へと至る前記 自律移動体の移動経路を作成する

ステップと、

前記移動領城内に存在する移動障告物が、作成された前記 自律移動体の前記移

動経路を横切る点を衝突予測点として算出するステップと、

前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出するステ

ップと、

前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出するステ

ップと、を備え、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前記 自律

移動体の移動速度を調整する

ことを特徴とする自律移動体の制御方法。

2 前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記衝突予測点と、前記第二の通過時間帯のぅち最も遅い時点とに某づいて、



前記調整する自律移動体の移動速度を算出する

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体の制御方法。

3 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出するステ

ップは、

前記衝突予測点における前記移動障告物の危険度に応じて、前記第一の通過時

間帯を拡大する

ことを特徴とする請求項 は 2記載の自律移動体の制御方法。

4 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過した後は、調整された前記移動速度を

所定の移動速度へと変更して移動する

ことを特徴とする請求項 乃至 3いずれか 項記載の自律移動体の制御方法。

5 前記移動障告物が前記 自律移動体の前記移動経路を横切る点を算出するステッ

プは、

前記移動障告物の現在位置情報と、移動方向情報とに某づいて、前記移動障告

物の移動予測経路を算出するステップと、

前記 自律移動体の前記移動経路と、算出された前記移動障告物の前記移動予測

経路の交点を衝突予測点として算出するステップと、を備えた

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体の制御方法。

6 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出するステ

ップは、

前記移動障告物の現在位置情報に某づいて、前記移動障告物の移動速度を算出

するステップと、

前記衝突予測点と、算出された前記移動障告物の前記移動速度と、前記移動障

告物の大きさとに某づいて、前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の

通過時間帯を算出するステップと、を備えた

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体の制御方法。

7 前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出するステ

ップは、

前記衝突予測点と、前記 自律移動体の移動速度と、前記 自律移動体の大きさとに



某づいて、前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出

する

ことを特徴とする請求項 記載の自律移動体の制御方法。

8 移動領城内に存在する移動始点より移動を開始し、前記移動領城内に存在する移

動終点に到達する自律移動体の制御システムであって、

前記移動始点から前記移動終点へと至る前記 自律移動体の移動経路を作成する

手段と、

前記移動領城内に存在する移動障告物が、作成された前記 自律移動体の前記移

動経路を横切る点を衝突予測点として算出する手段と、

前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段

と、

前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段

と、を備え、

前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記第二の通過時間帯が前記第一の通過時間帯に重ならないよぅに、前記 自律

移動体の移動速度を調整する

ことを特徴とする自律移動体の制御システム。

9 前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、前記衝突予測点と、前記第二の通過時間帯のぅち最も遅い時点とに某づいて、

前記調整する自律移動体の移動速度を算出する

ことを特徴とする請求項 8記載の自律移動体の制御システム。

2０ 前記第二の通過時間帯の少なくとも一部が前記第一の通過時間帯に重なる場合

に、

前記 自律移動体を減速する場合には、前記衝突予測点と、前記第二の通過時間

帯のぅち最も遅い時点とに某づいて、前記調整する自律移動体の移動速度を算出し

前記 自律移動体を加速する場合には、前記衝突予測点と、前記移動障告物の大

きさと、前記第二の通過時間帯のぅち最も早い時点とに某づいて、前記調整する自



律移動体の移動速度を算出する

ことを特徴とする請求項 8記載の自律移動体の制御システム。

2 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段

は、

前記衝突予測点における前記移動障告物の危険度に応じて、前記第一の通過時

間帯を拡大する

ことを特徴とする請求項 8乃至2０ ずれか 項記載の自律移動体の制御システム

22 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過した後は、調整された前記移動速度を

所定の移動速度へと変更して移動する

ことを特徴とする請求項 8乃至2 いずれか 項記載の自律移動体の制御システム

23 前記移動障告物が前記 自律移動体の前記移動経路を横切る点を算出する手段は

前記移動障告物の現在位置情報と、移動方向情報とに某づいて、前記移動障告

物の移動予測経路を算出する手段と、

前記 自律移動体の前記移動経路と、算出された前記移動障告物の前記移動予測

経路の交点を衝突予測点として算出する手段と、を備えた

ことを特徴とする請求項 8記載の自律移動体の制御システム。

24 前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の通過時間帯を算出する手段

は、

前記移動障告物の現在位置情報に某づいて、前記移動障告物の移動速度を算出

する手段と、

前記衝突予測点と、算出された前記移動障告物の前記移動速度と、前記移動障

告物の大きさとに某づいて、前記移動障告物が前記衝突予測点を通過する第一の

通過時間帯を算出する手段と、を備えた

ことを特徴とする請求項 8記載の自律移動体の制御システム。

25 前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出する手段



は、

前記衝突予測点と、前記 自律移動体の移動速度と、前記 自律移動体の大きさとに

某づいて、前記 自律移動体が前記衝突予測点を通過する第二の通過時間帯を算出

する

ことを特徴とする請求項 8記載の自律移動体の制御システム。
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