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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する平面部を表面に備える物体の前記平面部の複数箇所について、三次元デ
ータである実測値をセンサにより取得し、前記センサに対する物体の位置、および、姿勢
の少なくとも一方を含む物体状態を特定する物体状態特定方法であって、
　三次元のコーナーモデルの少なくとも相互に異なる三つの表面上にそれぞれ存在する複
数点の位置を示すモデル値の集合であるモデル値群を作成し、
　前記モデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基準としてモデル特徴量を算出し、
　前記実測値を基準として前記モデル特徴量を算出した手法と同じ手法で実特徴量を算出
し、
　前記モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の周縁の位置を示す対
応点値を抽出し、
　前記対応点値に基づき前記物体の物体状態を特定する、
物体状態特定方法。
【請求項２】
　前記モデル値群の中のコーナーに該当するモデル値を基準としてモデル特徴量を算出す
る、
請求項１に記載の物体状態特定方法。
【請求項３】
　前記モデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基準とした局所領域を定め、前記局
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所領域を分割した単位領域のそれぞれに含まれるモデル値の点数、または、モデル値の点
数から計算される数値をモデル特徴量として算出する、
請求項１または２に記載の物体状態特定方法。
【請求項４】
　前記実特徴量の算出に関与した実測値から奥行き情報を抽出し、奥行きの分散値に比例
した数値を係数としてかけた後の前記実特徴量と前記モデル特徴量をマッチングし、前記
モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の周縁の位置を示す対応点値
を抽出する、
請求項１～３のいずれか一項に記載の物体状態特定方法。
【請求項５】
　前記実測値の空間密度と前記モデル値の空間密度とが合致するようにモデル値群を作成
する
請求項１～４のいずれか一項に記載の物体状態特定方法。
【請求項６】
　開口部を有する平面部を表面に備える物体の前記平面部の複数箇所について、三次元デ
ータである実測値をセンサより取得する実測値取得部と、
　三次元のコーナーモデルの少なくとも相互に異なる三つの表面上にそれぞれ存在する複
数点の位置を示すモデル値の集合であるモデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基
準として算出されるモデル特徴量を記憶する記憶部と、
　前記実測値を基準として前記モデル特徴量を算出した手法と同じ手法で実特徴量を算出
する実特徴量算出部と、
　前記モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の周縁の位置を示す対
応点値を抽出する対応点抽出部と、
　前記対応点値に基づき前記センサに対する物体の位置、および、姿勢の少なくとも一方
を含む物体状態を特定する物体状態特定部と、
を備える物体状態特定装置。
【請求項７】
　開口部を有する平面部を表面に備える物体の前記開口部にフォークを挿入して前記物体
を搬送する搬送車であって、
　前記搬送車に設けられ、前記物体の平面部の複数箇所について、三次元データである実
測値を取得するセンサと、
　前記実測値に基づき前記センサに対する物体の位置、および、姿勢の少なくとも一方を
含む物体状態を特定する物体状態特定装置とを備え、
　前記物体状態特定装置は、
　三次元のコーナーモデルの少なくとも相互に異なる三つの表面上にそれぞれ存在する複
数点の位置を示すモデル値の集合であるモデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基
準として算出されるモデル特徴量を記憶する記憶部と、
　前記実測値を基準として前記モデル特徴量を算出した手法と同じ手法で実特徴量を算出
する実特徴量算出部と、
　前記モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の周縁の位置を示す対
応点値を抽出する対応点抽出部と、
　前記対応点値に基づき物体状態を特定する物体状態特定部と、を備える、
搬送車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体の位置や姿勢などの状態を特定するための物体状態特定方法、物体状態
特定装置、および、物体状態特定装置を備える搬送車であって、特に、無人搬送車などが
物体を保持する際に、開口部を有する平面部を表面に備える物体の位置や姿勢などを示す
物体状態を特定するための物体状態特定方法、物体状態特定装置、および、搬送車に関す
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る。
【背景技術】
【０００２】
　物体を撮影した画像情報に基づいて、物体状態の特定を行う物体状態特定方法としては
、種々のものが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、位置を変えて設けられた一対のカメラにより撮影された２つ
の画像データに基づいて、物体の各点における距離情報を含む三次元情報を生成し、これ
に基づいて物体状態の特定を行う装置が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、ＴＯＦ（Ｔｉｍｅ　Ｏｆ　Ｆｌｉｇｈｔ）カメラにより得られ
る物体の各箇所の距離情報（三次元情報）を用い、距離情報の中の特徴点をヒストグラム
化して特徴量を算出し、参照パターンとの比較により物体の特定を行う装置が開示されて
いる。
【０００５】
　さらに、特許文献３には、物体の各箇所の二次元情報と距離情報とから物体の三次元座
標を算出し、参照パターンとなる三次元モデルのデータとマッチングすることで、物体の
状態の特定を行う装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０９－２１８０１４号公報
【特許文献２】国際公開第２０１０／１４０６１３号
【特許文献３】特開２０１２－１２３７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の特許文献１～３に示すような物体の状態を特定する装置では、物体を撮影して得
られる三次元情報から、物体の特徴点を抽出し、当該特徴点から物体の状態の特定を行っ
ている。
【０００８】
　従来の方法では、物体の状態の特定をパターンマッチングで行っているため、撮像対称
である物体の形状に関する情報は既知である必要がある。従って、形状が未知の物体につ
いて物体の状態を特定することはほぼ不可能である。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、形状が未知であっても開口部を有する
平面部を表面に備える物体の状態を低い演算負荷で精度よく特定する物体状態特定方法、
物体状態特定装置、および、搬送車の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明にかかる物体状態特定方法は、開口部を有する平面
部を表面に備える物体の前記平面部の複数箇所について、三次元データである実測値をセ
ンサにより取得し、前記センサに対する物体の位置、および、姿勢の少なくとも一方を含
む物体状態を特定する物体状態特定方法であって、三次元のコーナーモデルの少なくとも
相互に異なる三つの表面上にそれぞれ存在する複数点の位置を示すモデル値の集合である
モデル値群を作成し、前記モデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基準としてモデ
ル特徴量を算出し、前記実測値を基準として前記モデル特徴量を算出した手法と同じ手法
で実特徴量を算出し、前記モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の
周縁の位置を示す対応点値を抽出し、前記対応点値に基づき前記物体の物体状態を特定す
ることを特徴とする。
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【００１１】
　これにより、高速かつ正確に物体の位置と姿勢とを特定することが可能となる。
【００１２】
　前記モデル値群の中のコーナーに該当するモデル値を基準としてモデル特徴量を算出し
てもかまわない。
【００１３】
　これにより、正確に開口部周縁の隅部に該当する実測値を抽出することが可能となる。
【００１４】
　前記モデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基準とした局所領域を定め、前記局
所領域を分割した単位領域のそれぞれに含まれるモデル値の点数、または、モデル値の点
数から計算される数値をモデル特徴量として算出してもかまわない。
【００１５】
　これにより、特徴量を単純化することができ、低い演算負荷の下で高速に処理すること
が可能となる。
【００１６】
　前記実特徴量の算出に関与した実測値から奥行き情報を抽出し、奥行きの分散値に比例
した数値を係数としてかけた後の前記実特徴量と前記モデル特徴量をマッチングし、前記
モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の周縁の位置を示す対応点値
を抽出してもかまわない。
【００１７】
　これにより、平面部とその他領域との違いが顕著になり、平面部を求めやすくなる。
【００１８】
　前記実測値の空間密度と前記モデル値の空間密度とが合致するようにモデル値群を作成
してもかまわない。
【００１９】
　これにより、物体の状態の特定精度を向上させることができる。
【００２０】
　また、上記目的を達成するために、本発明にかかる物体状態特定装置は、開口部を有す
る平面部を表面に備える物体の前記平面部の複数箇所について、三次元データである実測
値をセンサより取得する実測値取得部と、三次元のコーナーモデルの少なくとも相互に異
なる三つの表面上にそれぞれ存在する複数点の位置を示すモデル値の集合であるモデル値
群の中の少なくとも一つのモデル値を基準として算出されるモデル特徴量を記憶する記憶
部と、前記実測値を基準として前記モデル特徴量を算出した手法と同じ手法で実特徴量を
算出する実特徴量算出部と、前記モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開
口部の周縁の位置を示す対応点値を抽出する対応点抽出部と、前記対応点値に基づき前記
センサに対する物体の位置、および、姿勢の少なくとも一方を含む物体状態を特定する物
体状態特定部とを備えることを特徴としている。
【００２１】
　これにより、高速かつ正確に物体の位置と姿勢とを特定することが可能となる。
【００２２】
　また、上記目的を達成するために、本発明にかかる搬送車は、開口部を有する平面部を
表面に備える物体の前記開口部にフォークを挿入して前記物体を搬送する搬送車であって
、前記搬送車に設けられ、前記物体の平面部の複数箇所について、三次元データである実
測値を取得するセンサと、前記実測値に基づき前記センサに対する物体の位置、および、
姿勢の少なくとも一方を含む物体状態を特定する物体状態特定装置とを備え、前記物体状
態特定装置は、三次元のコーナーモデルの少なくとも相互に異なる三つの表面上にそれぞ
れ存在する複数点の位置を示すモデル値の集合であるモデル値群の中の少なくとも一つの
モデル値を基準として算出されるモデル特徴量を記憶する記憶部と、前記実測値を基準と
して前記モデル特徴量を算出した手法と同じ手法で実特徴量を算出する実特徴量算出部と
、前記モデル特徴量にマッチした前記実特徴量に基づき前記開口部の周縁の位置を示す対
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応点値を抽出する対応点抽出部と前記対応点値に基づき物体状態を特定する物体状態特定
部とを備えることを特徴としている。
【００２３】
　これにより、低い演算負荷の下で物体の位置、姿勢を高速にフィードバックすることが
でき、高速かつスムーズに物体を保持して搬送することが可能となる。
【００２４】
　なお、前記物体状態特定方法が含む各処理をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムを実施することも本願発明の実施に該当する。無論、そのプログラムが記録された記録
媒体を実施することも本願発明の実施に該当する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、低い演算負荷の下で高速かつ正確に物体の位置や姿勢などの状態を特
定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、物体および搬送車を示す斜視図である。
【図２】図２は、物体状態特定装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、センサにより得られた実測値を視覚化して示す図である。
【図４】図４は、コーナーモデルと表面上に存在するモデル値群を示す斜視図である。
【図５】図５は、モデル特徴量を算出するための局所領域および単位領域とコーナーモデ
ルとの関係を示す図である。
【図６】図６は、物体状態特定部の機能構成を詳細に示すブロック図である。
【図７】図７は、姿勢特定部の処理動作を視覚化して示す図である。
【図８】図８は、仮想平面から開口部の中心を求める処理動作を視覚化して示す図である
。
【図９】図９は、仮想平面から物体の位置を求める処理動作を視覚化して示す図である。
【図１０】図１０は、準備段階におけるモデル特徴量の処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１１】図１１は、搬送車が物体を保持するまでの流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次に、本願発明に係る物体状態特定方法の実施の形態について、図面を参照しつつ説明
する。なお、以下の実施の形態は、本願発明に係る物体状態特定方法の一例を示したもの
に過ぎない。従って本願発明は、以下の実施の形態を参考に請求の範囲の文言によって範
囲が画定されるものであり、以下の実施の形態のみに限定されるものではない。よって、
以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載
されていない構成要素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが
、より好ましい形態を構成するものとして説明される。
【００２８】
　また、図面は、本願発明を示すために適宜強調や省略、比率の調整を行った模式的な図
となっており、実際の形状や位置関係、比率とは異なる場合がある。
【００２９】
　（実施の形態）
　図１は、物体および搬送車を示す斜視図である。
【００３０】
　物体２００は、平面部２０１と開口部２１０とを備えているものであり、特に種類が制
限されるものではなく、搬送可能な物品や搬送が困難な固定的な構造物などでもよい。
【００３１】
　平面部２０１は、物体２００の表面の一部であり、平面部２０１の一部に開口部２１０
を備えている。
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【００３２】
　開口部２１０は、平面部２０１から陥凹する穴の開口端部や平面部２０１から他方の端
面まで貫通する孔の平面部２０１側の開口端部である。開口部２１０の形状は、特に限定
されるものでは無く、正方形を含んでもかまわない。また、平面部２０１に設けられる開
口部２１０の数も特に制限されるものではなく、一つの平面部２０１に開口部２１０が一
つ存在しても複数個存在していてもかまわない。
【００３３】
　本実施の形態の場合、物体２００は、物流の現場などにおいて荷物が載置される基板と
なるパレットである。パレットとしての物体２００は、平面視でほぼ正方形の板状であり
、一側面に該当する平面部２０１には二つの開口部２１０が配置されている。開口部２１
０は、平面部２０１から反対側の端面まで貫通する孔の開口端部に該当している。二つの
開口部２１０は、それぞれ横長の矩形であり同一形状である。また、二つの開口部２１０
は、平面部２０１の幅方向（図中Ｘ軸方向）の中心で上下方向(図中Ｙ軸方向）に延びる
軸を対称軸として線対称の関係となるように配置されている。開口部２１０は、搬送車１
００のフォーク１０１が挿入可能な大きさに設定されている。
【００３４】
　搬送車１００は、開口部２１０を有する平面部２０１を表面に備える物体２００の開口
部２１０にフォーク１０１を挿入して物体２００を持ち上げて搬送する台車である。本実
施の形態の場合、搬送車１００は、フォーク１０１を形成する二本の爪を備えており、そ
れぞれの爪の先端にセンサ１０２を備えている。二本の爪は、相互に平行に配置されてお
り、搬送車１００が走行する床面と平行を維持したまま上下に移動可能となるように搬送
車システム１１０に取り付けられている。また、搬送車１００は、無人で自律的に走行し
荷物を搬送することができる無人搬送車であり、内部に物体状態特定装置１０３（図２参
照）を備えている。センサ１０２は、フォーク１０１の先端に取り付ける構造に限られず
、搬送車１００の筐体に取り付けられていてもよい。
【００３５】
　センサ１０２は、物体２００の開口部２１０を含む平面部２０１の複数箇所について、
三次元データである実測値を取得することができる装置であれば特に限定されるものでは
ない。例えばセンサ１０２としては、２つのカメラを備え、２つの二次元画像の視差によ
り実測値を取得するセンサや、カメラの周囲に設けられたＬＥＤにより赤外光を照射し、
対象物から反射した反射光が、カメラで観測されるまでの時間を撮像画素ごとに計測する
ことで、対象物まで距離を画素ごとに測定するＴＯＦ（Ｔｉｍｅ　Ｏｆ　Ｆｌｉｇｈｔ）
カメラや、レーザー光をスキャンさせてレーザー光の反射光に基づき複数箇所の座標と距
離とを測定する測距センサを挙示することができる。本実施の形態の場合、センサ１０２
は、ＴＯＦカメラであるとして説明する。
【００３６】
　図２は、物体状態特定装置の機能構成を示すブロック図である。
【００３７】
　物体状態特定装置１０３は、センサ１０２に対する物体２００の位置、および、姿勢の
少なくとも一方を含む物体状態を特定する装置であり、実測値取得部１３１と、実特徴量
算出部１３４と、対応点抽出部１３５と、物体状態特定部１３６と、記憶部１３７とを備
えている。
【００３８】
　なお、搬送車１００は、物体状態特定装置１０３を備えている。また、搬送車システム
１１０は、搬送車１００とモデル特徴量算出装置１３０とにより構成されている。
【００３９】
　モデル特徴量算出装置１３０は、予めモデル特徴量を算出する装置であり、モデル値群
作成部１３２と、モデル特徴量算出部１３３とを備えている。
【００４０】
　モデル値群作成部１３２は、三次元のコーナーモデルの少なくとも相互に異なる三つの
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表面上にそれぞれ存在する複数点の位置を示すモデル値の集合であるモデル値群を作成す
る処理部である。
【００４１】
　ここで、コーナーモデルとは、物体２００が備える開口部２１０の一部を切り出した形
状と類似したモデルである。
【００４２】
　本実施の形態の場合、開口部２１０の形状が矩形であるため、コーナーモデル３００は
、図４に示すように、Ｌ字形状の第一面３０１（図４中ＸＹ平面に拡がる面）と、第一面
３０１の内側の一の辺から第一面３０１と直交するように配置される第二面３０２（図中
ＸＺ平面に拡がる面）と、第一面３０１の内側の他の辺から第一面３０１と直交するよう
に配置される第三面３０３（図中ＹＺ平面に拡がる面）とを備えている。第一面３０１、
第二面３０２、および、第三面３０３は、１点で交差し、相互に直交するものとなってい
る。
【００４３】
　また本実施の形態の場合、図４に示したモデルの他、矩形の開口部２１０の四隅に対応
するように、図４中のＺ軸を中心として９０度、１８０度、２７０度回転させた三つの他
のモデルもコーナーモデル３００として存在していてもかまわない。
【００４４】
　モデル値群作成部１３２は、三次元的なＬ字状のコーナーモデル３００の第一面３０１
上、第二面３０２上、第三面３０３上にそれぞれ存在する複数点の位置を示す三次元デー
タであるモデル値を作成し、モデル値群を作成する。
【００４５】
　ここで、モデル値群作成部１３２は、実測値取得部１３１が取得した実測値の空間密度
、つまりセンサ１０２によって測定できる点の密度とモデル値の空間密度とが合致するよ
うにモデル値群を作成している。これにより、物体２００の状態の特定精度を向上させる
ことができる。
【００４６】
　モデル特徴量算出部１３３は、モデル値群作成部１３２で作成されたモデル値群の中の
少なくとも一つのモデル値を基準としてモデル特徴量を算出する処理部である。
【００４７】
　モデル特徴量の算出方法は、特に限定されるものではない。例えば、各モデル値におけ
る法線方向ベクトルが、周辺モデル値の法線ベクトルとなす角度に基づいて生成される法
線方向ヒストグラムによりモデル特徴量を算出してもよい。具体的には、ＦＰＦＨ（Ｆａ
ｓｔ　Ｐｏｉｎｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｈｉｓｔｇｒａｍｓ）を用いることができる。また
、モデル値が位置情報であることから、モデル特徴量算出部１３３は、各モデル値間の距
離ヒストグラムをモデル特徴量として作成してもよい。
【００４８】
　本実施の形態の場合、モデル特徴量算出部１３３は、モデル値群の中のコーナーに該当
するモデル値を基準としてモデル特徴量を算出している。ここで、基準となるモデル値は
、コーナーモデル３００の隅、つまり、第一面３０１と第二面３０２と第三面３０３とが
交差する点に該当するモデル値ばかりでなく、コーナーモデル３００の縁部（角部）に存
在するモデル値であってもよい。
【００４９】
　さらに、モデル特徴量算出部１３３は、基準となるモデル値を含む一定の三次元の領域
を局所領域として定め、局所領域を分割した単位領域のそれぞれに含まれるモデル値の点
数をモデル特徴量として算出している。
【００５０】
　本実施の形態の場合、図５に示すように、モデル特徴量算出部１３３は、コーナーモデ
ル３００の隅や角に該当するモデル値を中心とした球状の局所領域を設定し、図中ＺＸ平
面と平行な面で上下方向（図中Ｙ軸方向）において分割した単位領域に含まれるモデル値
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の点数ｋに基づきモデル特徴量ｆｍを算出する。
【００５１】
　なお、局所領域を分割する態様は、特に限定されるものではないが、コーナーモデル３
００が備える面の一つと平行な面で分割することが好ましい。また、物体２００が載置さ
れる面と平行な面や、センサ１０２が配置される面、搬送車１００が走行する面などと平
行な面で分割してもかまわない。また分割数や均等に分割するか否かも特に限定されるも
のではない。
【００５２】
　例えば領域をｎ分割した場合、単位領域内の点数をｋ１，ｋ２，・・・ｋｎと表し、局
所領域内のモデル値の全点数をＫとすると、モデル特徴量を示すｆｍは、次式ｆｍ＝（ｋ
１／Ｋ，ｋ２／Ｋ，・・・ｋｎ／Ｋ）の様になる。
【００５３】
　実測値取得部１３１は、センサ１０２により測定された物体２００の平面部２０１の複
数箇所のセンサ１０２に対する位置、および、センサ１０２からの距離を示す実測値を取
得する処理部である。
【００５４】
　本実施の形態の場合、搬送車１００は、フォーク１０１の先端にそれぞれＴＯＦカメラ
であるセンサ１０２を備えており、一つのセンサ１０２が一つの開口部２１０を含むその
周辺の平面部２０１の測定を担っている。実測値取得部１３１は、それぞれのセンサ１０
２から得られた実測値をセンサ１０２の位置関係を考慮して統合している。統合された実
測値を二次元画像として示すと図３に示す画像のようになる。
【００５５】
　実特徴量算出部１３４は、実測値取得部１３１により取得された各実測値を基準として
モデル特徴量算出部１３３がモデル特徴量を算出した手法と同じ手法で実特徴量を算出す
る処理部である。
【００５６】
　例えば、単位領域内の点数：ｍ１，ｍ２，・・・ｍｎ、局所領域内の実測値の全点数：
Ｍとすると実特徴量：ｆｒ＝（ｍ１／Ｍ，ｍ２／Ｍ，・・・ｍｎ／Ｍ）、以上の様になる
。実特徴量算出部１３４は、例えば全ての実測値に対し実特徴量を算出する。
【００５７】
　対応点抽出部１３５は、モデル特徴量算出部１３３が算出し記憶部１３７が記憶してい
るモデル特徴量と実特徴量算出部１３４が算出した実特徴量とを比較し、モデル特徴量に
マッチした実特徴量の基準となった実測値を平面部２０１上に存在する対応点として当該
対応点を示す対応点値を抽出する処理部である。
【００５８】
　本実施の形態の場合、対応点抽出部１３５は、開口部２１０の四つの隅に対応するコー
ナーモデル３００のモデル特徴量と実特徴量とのマッチングを行う。マッチングは、モデ
ル特徴量と実特徴量との類似度に基づき行われる。つまり、ｆｍに対し所定閾値範囲内の
ｆｒについては、当該ｆｒを算出した局所領域の基準となった実測値を対応点として抽出
する。
【００５９】
　さらに、隅以外の縁（角）に対応するコーナーモデル３００のモデル特徴量と実特徴量
とのマッチングを行ってもよい。
【００６０】
　なお、対応点抽出部１３５は、実特徴量の算出に関与した実測値から奥行き情報を抽出
し、奥行きの分散値に比例した数値を係数としてかけた後の実特徴量とモデル特徴量とを
マッチングしてもかまわない。ここで、奥行きの分散値に比例した数値とは、分散値を正
規化した数値などである。これにより、平面部２０１とその他領域との違いが顕著になり
、平面部２０１を求めやすくなる。
【００６１】
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　また、対応点の抽出は、少なくとも対角線上にある二つの隅に対応するコーナーモデル
３００に基づきモデル特徴量と実特徴量とのマッチングを行えばよい。
【００６２】
　また、対応点抽出部１３５は、実測値のダウンサンプリングを行ってもよい。例えば、
実測値のうちから、特定の幾何的関係にある１又は複数の実測値の組を抽出し、所定範囲
の距離だけ離間し、各点を結ぶ線分がなす角度が所定範囲であれば、この３点の特徴点を
マッチングの候補点とするダウンサンプリングを行ってもよい。また、対応点抽出部１３
５は、中央に位置する特徴点と、他の２つの特徴点との間の中間点を、それぞれパターン
マッチングの候補点とするダウンサンプリングを行ってもよい。また、このダウンサンプ
リングは、実特徴量算出部１３４において行ってもかまわない。
【００６３】
　物体状態特定部１３６は、対応点抽出部１３５が抽出した対応点値に基づきセンサ１０
２に対する物体の位置、および、姿勢の少なくとも一方を含む物体状態を特定する処理部
である。
【００６４】
　図６は、物体状態特定部の機能構成を詳細に示すブロック図である。
【００６５】
　同図に示すように、物体状態特定部１３６は、仮想平面決定部１６１と、安定点算出部
１６２と、姿勢特定部１６３と、位置特定部１６４とを備えている。
【００６６】
　仮想平面決定部１６１は、対応点抽出部１３５により抽出された対応点値に基づき平面
部２０１を含む面を示す平面方程式を算出する処理部である。平面方程式を算出する手法
は特に制限されるものではないが、本実施の形態では対応点抽出部１３５により抽出され
た対応点の中にはノイズが含まれていると考えられるため、外れ値を除外して平面方程式
のパラメータを推定をする手法（例えば、ＲＡＮＳＡＣ（Ｒａｎｄｏｍ　ｓａｍｐｌｅ　
ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）等）を用いている。
【００６７】
　安定点算出部１６２は、仮想平面決定部１６１により算出された仮想平面に乗る実測値
を安定点として抽出する処理部である。
【００６８】
　ここで、仮想平面に乗るとは、仮想平面決定部１６１により算出された平面方程式を満
たす実測値ばかりでなく、誤差の範囲で平面方程式を満たす実測値も含む意味として用い
ている。
【００６９】
　姿勢特定部１６３は、安定点に基づいて物体２００の姿勢を特定する処理部である。こ
こで、姿勢とは、センサ１０２に対する物体２００の向きである。具体的に例えば、姿勢
とは、センサ１０２の測定領域の中心とセンサとを結ぶ測定軸と、物体２００の向きを示
す代表軸との三次元的な角度が姿勢である。また本実施の形態の場合、パレットとしての
物体２００と搬送車１００とは、同一平面（床面）上に配置されるものであるため、物体
２００の姿勢とは、開口部２１０を形成する貫通孔の管軸である代表軸と搬送車１００の
直進方向との角度となる。
【００７０】
　姿勢特定部１６３が姿勢を特定する手法は特に限定されるものではない。例えば、仮想
平面決定部１６１が決定した仮想平面の法線を物体２００の向きを示す代表軸とし、搬送
車１００等から取得した搬送車１００の直進方向を基準に物体２００の姿勢を特定しても
よい。
【００７１】
　本実施の形態の場合、仮想平面と交差する面であって、物体２００と搬送車１００とが
配置される床面に相当する面に安定点を投影し、得られた投影点群の中から前方に位置す
る点である前方点群を抽出し、当該前方点群に基づき物体２００の姿勢を特定している。



(10) JP 6649796 B2 2020.2.19

10

20

30

40

50

前方点群に基づき物体２００の姿勢を特定する手法は、特に限定されるものではない。本
実施の形態では前方点の中にはノイズが含まれていると考えられるため、平面方程式を作
成した場合と同様に、外れ値を除外して直線方程式のパラメータを推定をする手法（例え
ば、ＲＡＮＳＡＣ（Ｒａｎｄｏｍ　ｓａｍｐｌｅ　ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）等）を用いてい
る。これにより、正確に物体２００の姿勢を特定することが可能となる。
【００７２】
　ここで、前方点の特定は次のようにして行われる。図７の（ａ）の部分に示すように、
投影点群１０９は、線状に集まっている。なお、図中は矩形の帯状に整列して記載されて
いるが、実際に投影点は帯状を維持しつつランダムな配置となっている。次に、図７の（
ｂ）の部分に示すように、投影点１９０の中の１点を着目点１９１とし、着目点１９１を
含む領域１９９（本実施の形態では円）内に含まれる投影点１９０を抽出する。着目点１
９１から抽出された各投影点１９０までのベクトルである着目点ベクトル１９２と、仮想
平面決定部１６１が決定した仮想平面の法線ベクトル１９３との角度θを算出する。所定
の角度範囲（図７の（ｃ）の斜線部）内に角度θが含まれない場合、つまり、着目点ベク
トル１９２を中心として所定の角度範囲内に他の投影点１９０がない場合、着目点１９１
を前方点として特定する。これを異なる複数の投影点についてそれぞれを着目点１９１と
して前方点を特定し、前方点群を抽出する。
【００７３】
　位置特定部１６４は、安定点算出部１６２が算出した安定点に基づき開口部２１０の中
心位置を特定し、これを物体２００の位置として特定する。
【００７４】
　開口部２１０の中心位置を特定する手法は、特に制限されるものではないが、例えば以
下の方法を例示することができる。
【００７５】
　（位置特定方法例１）
　まず、仮想平面決定部１６１で決定した仮想平面上にランダムに仮点を生成する。次に
、安定点の近傍に存在する仮点を除外する。除外した結果、残存点群１６９は図８に示す
ような形状となる。次に、残存した仮点である残存点群の重心（中心）を算出する。算出
された重心（中心）位置は、開口部２１０の中心位置１６８となる。
【００７６】
　本実施の形態の場合、物体２００はパレットであり、平面部２０１に開口部２１０が２
箇所設けられている。また、二つの開口部２１０は、物体２００が載置される平面（床面
）と平行な面内に配置されている。従って、位置特定部１６４は、二つの開口部２１０の
それぞれについて中心位置を算出し、これら二つの中心位置を結ぶ線分の中点を物体２０
０の位置としている。
【００７７】
　なお、二つの開口部２１０の中心位置を算出する場合に、事前に安定点を二つにクラス
タリングし、それぞれのクラスに属する安定点に基づき開口部のそれぞれの中心位置を算
出してもかまわない。
【００７８】
　（位置特定方法例２）
　本実施の形態の場合、物体２００はパレットであり、平面部２０１に開口部２１０が２
箇所設けられている。また、二つの開口部２１０は、物体２００が載置される平面（床面
）と平行な面内に配置され、二つの開口部２１０の形状は同一である。以上の前提に基づ
き、安定点が線対称の配置となる対称軸に基づき物体２００の位置を特定する。
【００７９】
　まず、仮想平面決定部１６１で決定した仮想平面上にランダムに仮点を生成する。次に
、安定点の近傍に存在する仮点を除外する。除外した結果、残存点群１６９は図９に示す
ような形状となる。残存した仮点である残存点群から上下方向（Ｙ軸方向）の最大値ｙ＿
ｍａｘ、および、最小値ｙ＿ｍｉｎを算出する。次に、最大値ｙ＿ｍａｘから最小値ｙ＿
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ｍｉｎまでの範囲に含まれる安定点から最も内側にある安定点を抽出し、線状の縁成分１
６７を抽出する。次に、予め算出した中心位置、例えば二つの開口部２１０の中心を結ぶ
線分の中点を通る上下方向に延びる軸を基準にして、折り返した場合に各縁成分１６７の
位置合わせ誤差が最小となる折り返し線１６６を探索して決定する。以上により決定され
た折り返し線１６６が物体２００の位置となる。
【００８０】
　なお、二つの開口部２１０の縁成分１６７を算出する場合に、事前に安定点を二つにク
ラスタリングし、それぞれのクラスに属する安定点に基づき縁成分１６７を算出してもか
まわない。
【００８１】
　次に、搬送車システム１１０における搬送車１００の物体２００を保持するまでの動作
を説明する。
【００８２】
　図１０は、準備段階におけるモデル特徴量の処理の流れを示すフローチャートである。
【００８３】
　まず準備として、モデル特徴量算出装置１３０に基づき、コーナーモデル３００の少な
くとも相互に異なる三つの表面上にそれぞれ存在する複数点の位置を示すモデル値の集合
であるモデル値群を作成し、モデル値群の中の少なくとも一つのモデル値を基準としてモ
デル特徴量を算出する(Ｓ１０１）。
【００８４】
　次に、作成されたモデル特徴量を搬送車１００の記憶部１３７に記憶させる(Ｓ１０２
）。
【００８５】
　図１１は、搬送車が物体を保持するまでの流れを示すフローチャートである。
【００８６】
　物体２００であるパレットは、例えば、自動倉庫の搬出入ステーションに配置されてい
る。当該ステーションに存在する物体２００を搬送する指令を受信した搬送車１００は、
記憶しているマップなどに基づき物体２００が配置されているステーションにフォーク１
０１を物体２００に向けた状態で近づく（Ｓ２０１）。
【００８７】
　次に、フォーク１０１の先端に取り付けられているセンサ１０２を稼働させて、物体２
００の平面部２０１内における複数箇所の位置、および、距離を三次元的に計測する（Ｓ
２０２）。
【００８８】
　実測値取得部１３１は、センサ１０２からデータとして実測値を取得する（Ｓ２０３）
。
【００８９】
　実測値を取得すると、実特徴量算出部１３４は、それぞれの実測値について実特徴量を
算出する（Ｓ２０４）。なお、実測値が多く処理に時間を要する場合は、前述の手法など
を用いてダウンサンプリングを行った後、実特徴量を算出してもかまわない。
【００９０】
　次に、記憶部１３７に記憶されたモデル特徴量と算出された実特徴量とをマッチングし
、所定範囲の類似度を示す実特徴量の基準となった実測値を対応点値として抽出する（Ｓ
２０５）。
【００９１】
　ここで、対応点が所定の閾値未満の場合（Ｓ２０６：Ｎ）、物体状態特定部１３６は、
仮想平面を決定して、安定点を抽出する（Ｓ２０７）。
【００９２】
　一方、対応点が所定の閾値以上の場合（Ｓ２０６：Ｙ）、物体状態特定部１３６は、対
応点を安定点に変換する（Ｓ２０８）。
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【００９３】
　次に、物体状態特定部１３６は、安定点に基づき物体状態を特定する（Ｓ２０９）。
【００９４】
　最後に、搬送車１００は、得られた物体状態に基づき操舵輪や駆動輪についてフィード
バック制御を行い、開口部２１０を端部に有する貫通孔の軸とフォーク１０１の軸とが合
致した段階で、フォーク１０１を開口部２１０に挿入し、物体２００を持ち上げて保持す
る（Ｓ２１０）。
【００９５】
　本発明によれば、開口部２１０の周縁に着目し、開口部２１０の周縁部の特徴を強く備
えたモデル特徴量と実特徴量とのマッチングにより安定点を抽出しているため、高速かつ
正確に物体２００の位置や姿勢を特定することが可能となる。
【００９６】
　また、コーナーモデルを用いて物体の位置と姿勢とを特定する安定点を抽出している。
従って、物体２００の種類、例えばパレットの種類が不明で、開口部２１０の大きさや、
平面部２０１における開口部２１０の位置が未知であっても開口部２１０の位置や物体２
００の位置、姿勢を特定することが可能となる。
【００９７】
　また、開口部２１０に着目したことで、局所領域を分割した単位領域に含まれる点の数
だけを特徴量とした場合でも対応点の抽出精度が許容範囲内となり、さらに高速に安定点
を抽出することが可能となる。
【００９８】
　以上から、これらを実現する物体状態特定装置１０３を備えた搬送車１００は、高速か
つ正確に物体２００の位置と姿勢とを把握することができ、物体２００を高速かつスムー
ズに保持し搬送することが可能となる。
【００９９】
　なお、本願発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、本明細書にお
いて記載した構成要素を任意に組み合わせて、また、構成要素のいくつかを除外して実現
される別の実施の形態を本願発明の実施の形態としてもよい。また、上記実施の形態に対
して本願発明の主旨、すなわち、請求の範囲に記載される文言が示す意味を逸脱しない範
囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例も本願発明に含まれる。
【０１００】
　例えば、実測値を複数の画像を解析することにより得てもよく、この場合、対応点を抽
出する際のマッチングは、画像の特徴点から、所定の幾何的条件を満たす所定数の特徴点
をマッチング候補点として抽出してもよい。
【０１０１】
　また、画像特徴点の検出は、Ｈａｒｒｉｓ処理、又はＳＩＦＴ（Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｖａ
ｒｉａｎｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理することにより、特徴点を検出
してもよい。また、ＩＳＳ（Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ　Ｓｈａｐｅ　Ｓｉｇｎａｔｕｒｅｓ）
でもよい。
【０１０２】
　特徴点の検出方法は、画像の各画素について、色や輝度変化が大きくなる点を検出でき
ればよく、Ｈａｒｒｉｓ作用素、又はＳＩＦＴ作用素を用いる方法の他に、公知の技術を
用いることができる。
【０１０３】
　また、特徴量の算出には、公知の技術を用いることが可能であり、例えば、法線方向ヒ
ストグラム、距離ヒストグラム、輝度レベルのヒストグラムなどを用いることが可能であ
り、より具体的には、ＦＰＦＨ（Ｆａｓｔ　Ｐｏｉｎｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｈｉｓｔｏｇ
ｒａｍｓ）を用いることができる。
【０１０４】
　また、モデルを仮想的なモデルとしたが、位置と姿勢が既知の物体２００を測定するこ
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【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、物体の位置と姿勢とを特定する特定装置に適用でき、例えば、無人搬送車や
搬送車などに搭載される物体状態特定装置に適用可能である。
【符号の説明】
【０１０６】
１００　搬送車
１０１　フォーク
１０２　センサ
１０３　物体状態特定装置
１０９　投影点群
１１０　搬送車システム
１３０　モデル特徴量算出装置
１３１　実測値取得部
１３２　モデル値群作成部
１３３　モデル特徴量算出部
１３４　実特徴量算出部
１３５　対応点抽出部
１３６　物体状態特定部
１３７　記憶部
１６１　仮想平面決定部
１６２　安定点算出部
１６３　姿勢特定部
１６４　位置特定部
１６６　折り返し線
１６７　縁成分
１６８　中心位置
１６９　残存点群
１９０　投影点
１９１　着目点
１９２　着目点ベクトル
１９３　法線ベクトル
１９９　領域
２００　物体
２０１　平面部
２１０　開口部
３００　コーナーモデル
３０１　第一面
３０２　第二面
３０３　第三面
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