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(57)【要約】
【課題】周囲の人間がロボットの認識した障害物が何で
あるかを容易に判断可能である自律動作型ロボットを提
供すること。
【解決手段】周囲の環境情報を取得する環境情報取得部
と、環境情報取得部で取得した環境情報に基づいて自律
動作を制御する制御部と、制御部により動作を制御され
る動作部と、を備える自律動作型ロボットにおいて、取
得した環境情報に基づいて周囲に存在する物体を把握す
るとともに、把握した物体のうち、動作部を正常に動作
させる際に影響を及ぼす物体を障害物と認識する障害物
認識部をさらに設け、かつ、障害物認識部により認識さ
れた障害物を特定する障害物特定情報を外部に対して視
覚的に出力する出力部を、さらに備えさせた。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲の環境情報を取得する環境情報取得部と、
　前記環境情報取得部で取得した環境情報に基づいて自律動作を制御する制御部と、
　前記制御部により動作を制御される動作部と、を備える自律動作型ロボットであって、
　取得した環境情報に基づいて把握した周囲に存在する物体のうち、前記動作部を正常に
動作させる際に影響を及ぼす物体を障害物と認識する障害物認識部と、
　前記障害物認識部により認識された障害物を特定する障害物特定情報を外部に対して視
覚的に出力する出力部と、を備えることを特徴とする自律動作型ロボット。
【請求項２】
　前記障害物認識部が、前記動作部の動作範囲を含む所定の安全領域を特定し、該安全領
域内に存在する物体を障害物と認識することを特徴とする請求項１に記載の自律動作型ロ
ボット。
【請求項３】
　前記制御部が、前記障害物認識部により障害物が認識された際に、動作部の動作を一時
的に停止することを特徴とする請求項１または２に記載の自律動作型ロボット。
【請求項４】
　前記認識した障害物が移動するか否かを判別する判別部をさらに備えていることを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載の自律動作型ロボット。
【請求項５】
　認識する障害物の種類ごとに対応する複数の特定情報を備えた特定情報データベースを
予め記憶するとともに、前記出力部が、前記障害物認識部で認識した障害物に対応する特
定情報を前記データベースから読み出し、出力することを特徴することを特徴とする請求
項１から４のいずれかに記載の自律動作型ロボット。
【請求項６】
　前記障害物認識部により認識された障害物の位置に基づいて、前記障害物特定情報を出
力する方向を定めることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の自律動作型ロボ
ット。
【請求項７】
　前記認識された障害物の位置に向けて前記障害物特定情報を出力することを特徴とする
請求項６に記載の自律動作型ロボット。
【請求項８】
　前記出力部が、ロボットの周囲全体に亘って前記障害物特定情報を出力できるように、
複数配置されていることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の自律動作型ロボ
ット。
【請求項９】
　前記出力部が、出力する方向を変更可能に取り付けられたプロジェクタであることを特
徴とする請求項１から８のいずれかに記載の自律動作型ロボット。
【請求項１０】
　前記出力部により出力する障害物特定情報が、文字情報であることを特徴とする請求項
１から９のいずれかに記載の自律動作型ロボット。
【請求項１１】
　前記動作部が、ロボットの位置を変更する移動手段を含むことを特徴とする請求項１か
ら１０のいずれかに記載の自律動作型ロボット。
【請求項１２】
　前記動作部が、関節により駆動し、その姿勢を変形可能な関節駆動部を含むことを特徴
とする請求項１から１１のいずれかに記載の自律動作型ロボット。
【請求項１３】
　前記関節駆動部が、多関節を有する腕部であり、前記出力部が該腕部に取り付けられて
いることを特徴とする請求項１２に記載の自律動作型ロボット。
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【請求項１４】
　動作部の動作範囲を特定する動作範囲特定ステップと、
　周囲の環境情報を取得する環境情報取得ステップと、
　前記環境情報取得ステップにおいて取得した環境情報に基づいて把握した周囲に存在す
る物体のうち、前記動作部の動作範囲に含まれる物体を障害物と認識する障害物認識ステ
ップと、
　前記障害物認識ステップにより認識された障害物を特定する障害物特定情報を外部に対
して視覚的に出力する障害物特定情報出力ステップと、を備えることを特徴とする自律動
作型ロボットの動作制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自律的に動作を行う自律動作型ロボットおよび自律動作型ロボットの動作制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建物内部や屋外の広場などといった移動領域内において、周囲の環境に基づいて
、移動やゼスチャーなどの自律的な動作を行う、人間と共生する自律動作型のロボットが
開発されつつある。このようなロボットは、工場内に設置され特定の動作を行うような産
業型ロボットとは異なり、その周囲に安全柵を設けて周囲の人間や物体との距離を確保す
る、といった処置をとることができない。そのため、ロボットに対して、自律動作を行う
際に周囲の人間や物体に対する接触を避けるような制御を行わせる必要がある。
【０００３】
　しかしながら、ロボットが周囲の環境を認識した際にはその動作に影響するような障害
物がなくても、実際に動作を行う際に、ロボットの動作範囲内に障害物が接近してくる場
合がある。そのため、自律動作を行うロボットにおいては、その動作を継続する場合に確
実かつ安全に自律動作を行うことが難しい。
【０００４】
　そこで、例えば特許文献１においては、ロボットに搭載したプロジェクタにより、移動
する平面上において危険情報を投影し、外部の人間に周囲の危険な情報を伝達するように
構成したロボットが提案されている。また、特許文献２に記載されたロボットは、ロボッ
トに搭載したプロジェクタにより、移動を予定する移動経路の情報を投影することで、周
囲の人間がロボットの移動経路を視覚的に認識できるようにしている。これらのロボット
では、ロボットから発せられた視覚的な情報によって、周囲の人間にロボットの行動を知
らしめることで、注意を促すことができる。
【０００５】
　一方、特許文献３では、ロボットが動作を行う動作空間内と、周囲の人間がロボットに
対して接近するように行動する行動空間とが交錯する場合に、ロボットに接近する人間の
行動を妨げる行動をロボットが行う旨が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献４に記載の技術では、移動型ロボット（搬送用台車）において、周囲に
存在する障害物を検知するスキャン装置を設け、障害物を検知すると警告等を点灯すると
ともに、警報を鳴らすような技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００７－１０２４８８号公報
【特許文献２】特再表２００５－１５４６６号公報
【特許文献３】特許第３９２７９９４号公報
【特許文献４】特開２００６－３２３４３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、これらのいずれのロボットにおいても、ロボットが障害物となる物体を
認識したことを周囲の人間が確認できるものの、ロボットの認識した障害物が何であるか
を知ることができない。そのため、周囲の人間がロボットの次の動作を予測することが難
しく、人間側がロボットの次の動作に対してどのように行動をすればよいかを判断するこ
とが困難となる場合がある。
【０００８】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、周囲の人間がロボッ
トの認識した障害物が何であるかを容易に判断可能である自律動作型ロボットを提供する
ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる自律動作型ロボットは、周囲の環境情報を取得する環境情報取得部と、
前記環境情報取得部で取得した環境情報に基づいて自律動作を制御する制御部と、前記制
御部により動作を制御される動作部と、を備えるとともに、取得した環境情報に基づいて
把握した周囲に存在する物体のうち、前記動作部を正常に動作させる際に影響を及ぼす物
体を障害物と認識する障害物認識部と、前記障害物認識部により認識された障害物を特定
する障害物特定情報を外部に対して視覚的に出力する出力部と、を備えることを特徴とす
ることを特徴としている。
【００１０】
　このような自律動作型ロボットは、障害物認識部により認識した障害物を特定するよう
に、外部に視覚的に情報を出力するため、ロボットの周囲に存在する人間が、ロボットの
認識した障害物が何であるかを容易に判断することが可能となる。
【００１１】
　また、このような自律動作型ロボットにおいては、前記動作部の動作範囲を含む所定の
安全領域を特定し、該安全領域内に存在する物体を障害物と認識するように構成してもよ
い。このようにすると、ロボットがその周囲に位置する物体を、障害物であるか否かを容
易に認識することができる。
【００１２】
　さらに、このような自律動作型ロボットが動作を行う場合に、前記制御部が、障害物認
識部により障害物が認識された際に、動作部の動作を一時的に停止するようにすることが
好ましい。このように、動作範囲を含む安全領域内に障害物が存在する場合に動作を一時
的に停止することで、ロボットの動作部を障害物と接触させることがなくなり、より高い
安全性が保たれる。
【００１３】
　また、このような自律動作型ロボットは、前記認識した障害物が移動するか否かを判別
する判別部をさらに備えるように構成してもよい。このような判別部を備えることによっ
て、ロボットの周囲に存在する物体が、人間などの移動物か、静止物であるかを簡単に判
別することができるため、障害物の種類に応じた行動を取りやすくなるという効果が得ら
れる。
【００１４】
　また、このような自律動作型ロボットは、認識する障害物の種類ごとに対応する複数の
特定情報を備えた特定情報データベースを予め記憶させるとともに、前記出力部によって
、前記障害物認識部で認識した障害物に対応する特定情報を前記データベースから読み出
し、出力するように構成してもよい。このようにすると、ロボットが認識した障害物に対
して、適切な障害物特定情報を簡単に出力することが可能となる。
【００１５】
　また、出力部により前記障害物特定情報を出力する方向は、前記障害物認識部により認
識された障害物の位置に基づいて定められるようにすると好適である。これにより、ロボ
ットの周囲に存在する人間が、ロボットの動作に対する障害物をより明確に判断すること
が可能となる。この場合、出力部より障害物特定情報を出力する方向を、障害物の位置に
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向けた方向としてもよい。この場合、ロボットが障害物と認識した物体を明確に外部に示
すことが可能となる。
【００１６】
　また、前記出力部を複数設置し、ロボットの周囲全体に障害物特定情報を出力可能とす
るように構成することが好ましい。自律動作型ロボットをこのように構成することで、ロ
ボットの取り得る全ての動作に対して障害となる障害物を特定して、その障害物の位置に
対して障害物特定情報を出力することができる。
【００１７】
　なお、このような出力部としては、出力する方向を変更可能に取り付けられたプロジェ
クタであることが好ましい。このような出力部は、重量が小さく、かつ高精度に障害物特
定情報を出力することができるため、ロボットに取り付けて障害物特定情報を出力させる
場合には好適である。
【００１８】
　また、出力部により出力する障害物特定情報としては、特に限定されるものではないが
、文字情報であってもよい。この場合、出力する文字情報を予め定めておくことで、周囲
に存在する人間に対して、次の動作を特定するように情報を提供することが可能となると
ともに、周囲の状況に応じて出力する内容を容易に変更することもできる。
【００１９】
　なお、このような自律動作型ロボットとしては、前記動作部がロボットの位置を変更す
る移動手段を含み、自律移動を可能とするものであると、より効果的である。
【００２０】
　また、前記動作部が、関節により駆動し、その姿勢を変形可能な関節駆動部を含むもの
であってもよい。特に、人間と同様に手や足を備えたヒューマノイド型の外観を備えたロ
ボットの場合、人間と共生するためにより好適である。
【００２１】
　また、このような自律動作型ロボットにおける関節駆動部を、多関節を有する腕部で構
成した場合、前記出力部をこの腕部に取り付けてもよい。この場合、障害物特定情報を出
力する方向を、この腕部の関節を駆動することで任意に変更することもできるため、少な
い数の出力部でより広範囲に障害物特定情報を出力することが可能となる。
【００２２】
　また、本発明は自律動作型ロボットの動作制御方法をも提供するものであり、この動作
制御方法は、動作部の動作範囲を特定する動作範囲特定ステップと、周囲の環境情報を取
得する環境情報取得ステップと、前記環境情報取得ステップにおいて取得した環境情報に
基づいて把握した周囲に存在する物体のうち、前記動作部の動作範囲に含まれる物体を障
害物と認識する障害物認識ステップと、前記障害物認識ステップにより認識された障害物
を特定する障害物特定情報を外部に対して視覚的に出力する障害物特定情報出力ステップ
と、を備えることを特徴としている。
【００２３】
　このような自律動作型ロボットの動作制御方法によれば、外部に対して、認識した障害
物を特定するように視覚的に障害物特定情報を出力することができるため、ロボットの周
囲に存在する人間が、ロボットの認識した障害物が何であるかを容易に判断することが可
能となる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上、説明したように、本発明によると、周囲の人間がロボットの認識した障害物が何
であるかを容易に判断可能である自律動作型ロボットおよび自律動作型ロボットの制御方
法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
発明の実施の形態１．
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　以下に、図１から図７を参照しつつ本発明の実施の形態１にかかる自律動作型ロボット
および自律動作型ロボットの制御方法について説明する。この実施の形態においては、自
律動作型ロボット（以下、単にロボットという）として、車輪駆動により移動可能で、か
つ、上半身がヒューマノイド型に構成されたロボットである例を用いて説明するものとす
る。
【００２６】
　図１に示すロボット１０は、その上半身がヒューマノイド型に構成されるロボットであ
り、頭部１１、胴体部１２、右腕部１３、左腕部１４、腰部１５および移動部２０を備え
ている。
【００２７】
　頭部１１は、その前面左右においてカメラ１１１、１１２が設けられるとともに、その
側面にアンテナ１１３を備えるほか、前面下方にスピーカ１１４を備えており、さらに外
部からの音声を入力するためのマイク１１５，１１６を備えている。
【００２８】
　頭部１１に設けられたカメラ１１１、１１２は周囲の環境を視認するものであり、視認
した結果得られる画像情報を後述する制御コンピュータに出力する。このようなカメラと
しては、例えば赤外線レーザを３次元的に照射するレーザセンサなどを用いることができ
る。この場合、照射したレーザの反射状態から、物体の形状情報や、ロボット１０からの
距離情報を環境情報として取得することができる。
【００２９】
　また、アンテナ１１３は、ロボット１０の絶対位置を認識する位置信号を受信するとも
に、現在の自己位置や自己の状態を示す信号を送信するために用いられる。これらの情報
の送受信は、図示しないロボット監視システムとの間で行われる。前述の演算処理部は、
アンテナ１１３により受信した位置信号に基づいて、自身の絶対位置をリアルタイムで認
識する。このようにして得られた位置信号も、前述のような経路計画や移動する方向を定
める際に用いられる。
【００３０】
　また、マイク１１４は、制御コンピュータの記憶領域に含まれる音声データファイルか
ら、適宜選択された音声データを外部に出力する。マイク１１４から出力される音声ファ
イルは、ガイドなどの内容の他、後述するように、障害物を認識した場合に、認識した物
体の種類に応じて適宜選択され、障害物を特定するための音声に関する内容のものが用い
られる。
【００３１】
　胴体部１２は、前述のように制御コンピュータ１２０を内蔵するとともに、ロボットの
各構成要素に電力を供給するためのバッテリー（図示せず）を備えている。
【００３２】
　そして、図２に示すように、胴体部１２の内部には、カメラ１１１や１１２、およびマ
イク１１５，１１６から入力された画像信号や音声信号の内容を認識し、適切な動作を行
うための制御部としての制御コンピュータ１２０と、このコンピュータ１２０を含む各構
成要素を動作させるための電力供給を行うバッテリー（図示せず）が備えられている。こ
の制御コンピュータ１２０に含まれる演算処理部１２０ａは、前述したカメラ１１１，１
１２から得られた情報に基づいて、外部の物体に関する情報、すなわち物体の形状やロボ
ットまでの相対距離といった環境情報を算出する。なお、詳細は省略するが、このカメラ
により障害物と認識した物体が、所定時間静止しているか否かに基づいて、人間であるか
静止物であるか否かが制御コンピュータにより判断される。
【００３３】
　また、右腕部１３および左腕部１４は、胴体部１２の左右側面に取り付けられ、肘部、
手首部、指部などの各所において図示しないモータ部により駆動される複数の関節部を備
える。そして、これらの関節部の関節駆動量を制御コンピュータ１２０からの信号により
変更することでその姿勢を変更し、物体把持、方向指示などの所望の動作を自律的に取る
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ことができる。また、関節部により駆動される各腕部は、その形状が予め制御コンピュー
タに記憶されており、関節部の駆動により動作を行う際に、その動作により腕部が占める
空間が演算処理部により計算されるものとする。すなわち、本実施形態においては、これ
らの腕部および前述の移動部が動作部を構成している。
【００３４】
　腰部１５は、移動部２０の上方に固定されるとともに、胴体部１２の底面に対してモー
タ等の駆動力によって回動可能に取り付けられ、移動部２０と胴体部１２との相対的な姿
勢を変更可能としている。
【００３５】
　また、移動部２０は、図３に示すように、1対の対向する車輪２１と、その前方にキャ
スタ２２を備える対向２輪型の車両で構成されている。ロボット１０は、これらの車輪２
１、キャスタ２２とでその姿勢を水平に支持された状態で移動可能となっている。さらに
、移動部２０の内部には、車輪２１をそれぞれ駆動するモータ２３と、各車輪の回転数を
検出するためのカウンタ２４とが備えられている。このように構成された移動部２０は、
制御コンピュータにより、車輪２１の駆動量をそれぞれ独立に制御され、直進や曲線移動
（旋回）、後退、その場回転（両車輪の中点を中心とした旋回）などの移動動作を行うこ
とができるとともに、移動速度や移動する方向が自律的に定められる。
【００３６】
　さらに、図４に示すように、移動部２０の前面、背面、および両側面には、障害物特定
情報を視覚的に出力するための出力部としてのプロジェクタ２６が各々取り付けられてい
る。そして、これらのプロジェクタは、前記カメラ１１１，１１２により認識された物体
が障害物と認識された場合に、その認識した障害物を外部に対して特定するように、複数
種類の色または／および形状の光を照射する。照射される光としては、例えば赤色や黄色
、緑色の光で円形状の照射領域を形成するようなもののほか、文字情報を描写するような
ものが含まれる。また、図４に示すように、これらのプロジェクタの照射するエリアが、
移動部２０が接地している移動領域の周囲、すなわちロボット１０の周囲全体に亘って障
害物特定情報を出力可能となるように、その取り付け位置および照射領域が予め調整され
ている。
【００３７】
　さらに、これらのプロジェクタは、図５に示すように、鉛直方向および水平方向につい
て障害物特定情報を出力する方向を変化可能となるように、所定の軸を中心として回動自
在に取り付けられている。そして、これらのプロジェクタは、前述の制御コンピュータか
らの信号により、その照射方向を適宜変更可能に構成されている。
【００３８】
　また、これらのプロジェクタにより照射される情報（障害物特定情報）は、予め制御コ
ンピュータ内部に設けられた記憶領域１２０ｂに記憶されており、これらの情報を読み出
して外部に出力（照射）される。この障害物特定情報については詳細を後述する。
【００３９】
　次に、胴体部１２の内部に設けられた制御コンピュータ１２０について説明する。本実
施形態に係る自律動作型のロボットにおいては、前述のプログラムを制御コンピュータ１
２０に含まれる演算処理部１２０ａにより読み出すことによって、腕部（右腕部１３、左
腕部１４）や移動部２０等の各構成が、所定の制御プログラムに従って駆動する。例えば
、胴体部や腕部等に含まれる関節部を駆動するモータの駆動量を制御する制御信号を出力
することで、これらの間接の関節駆動角度を決定し、胴体部や腕部の状態を所望の姿勢と
なるように制御する。
【００４０】
　また、制御コンピュータ１２０においては、前述した記憶領域内において移動する領域
における移動経路を決定するプログラムが記憶され、周囲の環境に応じて移動経路を適宜
決定する。詳細については説明を省略するが、認識された外部の物体に関する情報に基づ
いて、移動する方向や経路計画、または取り得る動作を自律的に選択する。また、前述の
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記憶領域においては、動作部としての腕部や移動部が次の動作を行うためのプログラムや
、認識する障害物の種類および障害物のロボットからの相対距離ごとに対応する特定情報
からなる障害物特定情報データベース等も記憶されている。
【００４１】
　この障害物特定情報データベースは、例えば図６に示すように、ロボットの移動経路上
に障害物が存在する場合、経路付近（移動経路から所定距離内）に存在する場合、移動経
路上からは離れているが、腕部の動作範囲に含まれる場合について、異なる障害物特定情
報を設定する。なお、この実施形態においては、認識した障害物が人間であるか静止物で
あるかによって出力する情報が異なる。
【００４２】
　例えば移動経路上に障害物としての人間が存在する場合は、『道を空けてください』と
いった文字情報を照射する赤色の光を出力する。また、移動経路上からは外れているが、
経路より所定距離内に人間が存在する場合は、『近くを通ります。ご注意ください』とい
った文字情報を、黄色の光を用いて出力する。また、移動経路上からは大きく離れている
が、腕部の動作範囲に含まれる場所に人間が存在する場合は、『離れて下さい』といった
文字情報を、赤色の光を用いて出力する。
【００４３】
　このように、障害物を人間と認識した場合は、その障害物特定情報は文字情報を含み、
その位置に応じて情報を出力する際に用いる光を異ならせている。なお、この場合、出力
する文字情報と同一または類似の内容の音声情報を、マイク１１４から出力するようにし
てもよい。
【００４４】
　また、障害物と認識した物体が静止物である場合は、その物体に対して略円形の光を照
射する。この場合においても、図６に示すように、物体の位置がロボットの移動経路上に
ある場合は赤色の光、移動経路から所定距離内にある場合は黄色の光、移動経路から離れ
ているものの、腕部の動作範囲に位置する場合は赤色の光、といったように、出力する光
の色を異ならせるようにしてもよい。
【００４５】
　この場合、情報を出力する方向は、認識した障害物の位置、または障害物の近傍とする
ことが好ましい。例えば、障害物として認識した物体が人間である場合は、出力する方向
を人間の位置から少し離れた近傍（例えば足元付近）に文字情報が照射されるような位置
に障害物特定情報を出力する。一方、障害物として認識した物体が静止物である場合は、
その静止物に対して光を照射するように、その出力方向を定める。このようにすると、ロ
ボットの周囲に位置する人間が、ロボットがどの物体を障害物として認識しているかを明
確に知ることができる。
【００４６】
　また、制御コンピュータ１２０は、カメラ１１１，１１２より確認された外部の物体が
、ロボットの予想される動作範囲内に位置している場合に、これらの物体を障害物と認識
し、動作部としての腕部や移動部の動作を暫定的に停止する。カメラ１１１，１１２によ
り確認される物体とロボットとの相対位置は、物体とカメラとの相対位置（距離および方
向）を三角測量の手法等を用いて算出することにより求められる。
【００４７】
　このように、本実施形態においては、前記カメラ１１１，１１２および制御コンピュー
タ１２０により、本発明でいう環境認識部および障害物認識部が構成され、制御コンピュ
ータおよびプロジェクタにより出力部が構成されている。さらに、制御コンピュータは、
認識した障害物が移動するか否かを判別する判別部としても作用する。
【００４８】
　次に、このように構成された自律動作型のロボットが、認識した周囲の障害物を特定す
るための情報を外部に出力する手法について図７に示すフローチャートを用いて説明する
。
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【００４９】
　まず、制御コンピュータ１２０によって、ロボットの動作範囲、すなわち腕部を動かす
ことにより腕部が通過する領域や、移動部によりロボット本体が通過する領域（動作範囲
）を、ロボットを中心として三次元的に特定する（ＳＴＥＰ１０１）。この動作範囲の特
定は、微小な時間間隔で連続して行われる。
【００５０】
　次に、カメラ１１１，１１２により、周囲に位置する物体の情報（環境情報）を取得し
（ＳＴＥＰ１０２）、それらの物体が前記特定した動作範囲内に存在するか否か、すなわ
ち前記物体が障害物であるか否かを判定する（ＳＴＥＰ１０３）。カメラにより情報が取
得された周囲の物体が動作範囲内に存在しない場合は、特に新たな処理を行わず、動作を
継続しつつＳＴＥＰ１０１に戻って動作範囲の特定を連続して行う。
【００５１】
　一方、カメラが特定した動作範囲内に物体が存在する場合は、その物体を障害物とみな
して一旦動作を停止し（ＳＴＥＰ１０４）、その後に障害物と認識した物体が静止物か否
かを判断する（ＳＴＥＰ１０５）。障害物と認識した物体が静止物であるか否かは、停止
したロボットに対して、その物体が相対的に所定時間移動するか否かなどの手法により判
断する。
【００５２】
　障害物と認識された物体が静止物である場合は、その動作を停止したまま、障害物特定
情報としての光を外部に対して照射する（ＳＴＥＰ１０６）。このとき、光を照射する方
向は、障害物の位置に応じて適宜選択し、認識した障害物のロボットに対する相対位置に
基づいて定められる。そして、認識した障害物に対して光を照射し続けたまま、障害物を
避けるための新たな経路を経路計画により探索し（ＳＴＥＰ１０７）、新たな経路上を移
動することで、認識した障害物がロボットの動作範囲内から外れるか否かを判断する（Ｓ
ＴＥＰ１０８）。ロボットの動作範囲内から障害物が外れると判断された場合は、移動を
含む動作を継続する（ＳＴＥＰ１０９）。またロボットの動作範囲内に障害物が存在する
場合は、ＳＴＥＰ１０７に戻って再度新たな経路を探索する。
【００５３】
　その後、移動を含む動作を終了するか否かを判断し（ＳＴＥＰ１１０）、終了しない場
合はＳＴＥＰ１０１に戻って動作範囲の特定を連続して行うとともに、終了する場合は所
定の動作終了処理（ＳＴＥＰ１１１）を行った後にその動作を完全に停止する。
【００５４】
　一方、障害物と認識した物体が静止物でない場合は、障害物と認識した物体が人間であ
ると判断し、障害物特定情報としての文字情報を照射する（ＳＴＥＰ２０６）。このとき
、文字情報に併せて、障害物が静止物である場合と同様に、円形の光を照射するようにし
てもよい。そして、文字情報を所定時間（例えば数秒間）照射後、ロボットの動作範囲内
から人間がいなくなったか否かを判断し（ＳＴＥＰ２０７）、人間がまだ存在する場合は
、動作を停止し続けたまま、ＳＴＥＰ２０６に戻って文字情報を照射し続ける。なお、文
字情報を照射する際に、さらに音声情報を出力するなどの処理を加えてもよい。また、Ｓ
ＴＥＰ２０７において人間がロボットの動作範囲に存在しなくなったと判断すると、ＳＴ
ＥＰ１０９に進み、動作を継続する。
【００５５】
　このように、本実施形態に係る自律動作型ロボットおよび自律動作型ロボットの動作制
御方法によれば、認識した周囲の障害物を特定するための情報を、認識した障害物の種類
に応じて外部に出力することで、周囲の人間にロボットが障害物と認識している物体を伝
達することができる。その結果、ロボットが何故停止や経路変更などを行っているかを、
周囲の人間が簡単に把握し、障害物となる静止物を除去するなどの作業を行ったり、障害
物と認識された人間が場所を移動するなどの処置をとることが可能となる。
【００５６】
　なお、前述の実施形態においては、障害物と認識された物体が静止物でない（人間であ
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る）と判断された後に、その障害物がロボットの動作範囲から外れるまで文字情報を照射
し続けているが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、所定時間文字情報を照
射し続けた後、障害物と認識された物体が移動しない場合は、この物体は静止物であると
判断し、円形の光を照射するなどの静止物に対する障害物特定情報を出力するフローによ
り処理を行ってもよい。
【００５７】
　また、前述の実施形態においては、認識する障害物の種類として、静止物か人間かの判
断のみを行っているが、これに代えて、より詳細な障害物の種類を識別するようにしても
よい。例えば、制御コンピュータ内部に予め種々の障害物の形状データを記憶させ、ロボ
ットに備えられたカメラにより認識した外部の物体の形状と、記憶した形状データとをマ
ッチングさせるなどの手法を用いることによって、より詳細な障害物の種類を識別させる
ことができる。
【００５８】
　また、前述の実施形態においては、所定時間の間静止しなかった物体を人間と判断して
いるが、これに代えて、カメラなどの撮像手段により認識する物体の特徴点抽出を行うこ
とで、その物体が人間であるか否かの人物認識を行ってもよい。
【００５９】
　さらに、前述の実施形態においては、ロボットの移動部に出力部としてのプロジェクタ
を設けているが、これに代えてロボットの胴体部や他の箇所に出力部を設けてもよい。こ
の場合、出力部の回動範囲をできるだけ広く取り得る箇所を選択することで、少ない台数
のプロジェクタで障害物特定情報を広範囲に出力することが可能となる。例えば、前述の
実施形態のようなヒューマノイド型のロボットの場合、出力部を動作部としての腕部先端
（手首部など）に設けると、腕部の関節駆動量を調整することで、より広範囲に障害物特
定情報を出力することが可能となる。
【００６０】
　また、外部に出力する障害物特定情報として、前述の実施形態においては、光（文字情
報および略円形の光）を用いた例を開示しているが、本発明はこれに限られるものではな
い。例えば、これらの光による照射に加えて、音声情報を出力したり、腕部などの動作部
を用いて認識した障害物を指し示すなどの動作を行うことで、障害物を特定することも可
能である。
【００６１】
　また、前述の実施形態においては、このような自律動作型ロボットとして、自律移動を
行うタイプのロボットを用いて説明しているが、このような自律移動を行うことができる
ロボットを、建物内部を案内する案内ロボットや、家庭内に用いる家庭用ロボットなどと
して利用する際に、本発明は有用となる。また、本発明は、前述のように自律的な移動を
行うようなロボットに限られるものではなく、移動を行わず、手足の動作のみを行うもの
であってもよい。このようなロボットとして、例えば自律的な動作と外部からの制御によ
る動作とをともに含むような動作型ロボットであってもよい。すなわち、外部からの指示
によって移動する方向等が決定される一方、他の動作部のみが自律的に制御されるような
ものであってもよい。また、このようなロボットの外観としては、必ずしもヒューマノイ
ド型を備えていなくともよい。
【００６２】
　以上、説明したように、本発明に係る自律動作型ロボットおよび自律動作型ロボットの
動作制御方法よると、ロボットの認識した障害物が何であるかを、動作を行うロボットの
周囲に位置する人間が容易に判断することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】第１の実施の形態に係る自律動作型のロボットの外観を示す概略図である。
【図２】図１に示すロボットの胴体部に設けられた制御コンピュータが、頭部に設けられ
たカメラやマイクにより信号を受け、動作部を制御する様子を示すブロック図である。
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【図３】図１に示すロボットの移動部の内部構造を概略的に示すブロック図である。
【図４】図１に示すロボットの移動部にプロジェクタが設けられた様子を示す概略図であ
る。
【図５】図４に示すプロジェクタが、鉛直方向および水平方向について方向を変化可能で
ある様子を説明する概略図である。
【図６】本実施形態における、障害物特定情報データベースの内容の一例を示す図である
。
【図７】図１に示す自律動作型のロボットが、認識した周囲の障害物を特定するための情
報を外部に出力する手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
１０・・・ロボット（自律動作型ロボット）
１１・・・頭部
１１１,１１２・・・カメラ（環境認識部）
１１４・・・スピーカ（出力部）
１１５，１１６・・・マイク
１２・・・胴体部
１２０・・・制御コンピュータ（制御部）
１３・・・右腕部（動作部）
１４・・・左腕部（動作部）
１５・・・腰部
２０・・・移動部（動作部）
２１・・・車輪
２２・・・キャスタ
２３・・・モータ
２６・・・プロジェクタ（出力部）
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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