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狭隘路におけるクローラロボットの走行制御
Motion control of tracked vehicle in narrow pssages
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In this paper, we propose an autonomous navigation method for tracked vehicles based on a contact force model,
which enables navigation in narrow space though it collides surrounding environment. The model counts on the contact
force, driving force and friction force with the floor on the vehicle body. Using the model, controllable range is derived
in velocity space. Experimental results shows that the robot can move in target direction with motion control based on
the model if it collides with the wall, despite the navigation often fails using conventional path following in same
conditions.
Key Words: Tracked vehicle, Autonomous navigation, Narrow space

1. 緒言
著者らは，図 1(a)に示すクローラロボットを用いた工場内の
巡回・点検の自動化に関する研究を行っている．点検を自動化
することで，人員の不足やコストの制約，事故のリスクといっ
た現状の点検方法の課題を解決できる．また，クローラロボッ
トは移動能力が高く，工場内の凹凸のある通路を走行できる．
クローラロボットは点検通路を自動で走行する．点検通路
は，設備の隙間や安全な壁際に設置される場合が多い．点検通
路などの狭隘路を走行する場合は，経路が壁の近くになり，ク
ローラの位置の推定誤差，周囲の障害物までの距離を測るセ
ンサ誤差，制御の追従誤差などの影響で，壁との接触を避ける
ことはできない．

(a)

(b)

Fig. 1 Tracked vehicle “Quince”(a) and passive wheels attached on
side surface of its flippers(b)

自律移動ロボットの分野では，接触回避に関する研究(文献
[2]-[6])が盛んに行われてきた．しかし，本研究で想定する環
境では，上記の理由で接触を回避しきれないため，接触して
も行動を制御できる新たな方法を開発する必要がある．
著者らは，工場内の環境では接触を考慮した動作の制御が
必要になると考え，図 2 のように接触を利用した自律移動に
関して研究を行ってきた(文献[1])．その中では，壁に接触す

Fig. 2 Path following control based on contact force model which
allows locomotion while contact with the wall and can leave from it.

るクローラロボットの力学モデルを構築と，これに基づく接

する．これにより，接触点の摩擦が低減され，壁の損傷を防止

触時のロボットの制御方法の提案と検証がなされた．

できる．

本稿では，接触時のクローラの行動制御の方法を利用して

しかし，壁と接触しながら走行すると，接触力の影響で目的

狭隘路での L 字カーブの走行や横方向の移動を含む経路の自

とする動作ができず，走行不能に陥る場合がある．例えば，壁
律走行を行う．また，提案手法の有効性を実機実験で検証する． 沿いに走行した後に壁から離れる方向に旋回しようとすると，

2. クローラロボットが壁に接触する際の課題

接触力の影響で壁から離れることができず，走行不能に陥る．

著者らは，図 2 のように予め与えられた経路を走行し，必要

また，壁に沿う際の進入角が大きいと，クローラの駆動面が壁

に応じて壁に沿いながら自律移動する方法を提案する．点検

に接触し，壁に乗り上げる．これらは図 2 の動作を実現する上

のための通路には，落下の防止や設備の保護のための板が設

での課題である．

置される．この板を利用して自律走行する．この方法では，図
1(b)のようにクローラ側面に摩擦を抑えるための機構を設置

本稿では，壁と接触するクローラロボットの力学モデルに
基づき動作を制御することで，上記の問題を解決する．

䣐䣱䢰䢢䢳䢸䢯䢴䢢䣒䣴䣱䣥䣧䣧䣦䣫䣰䣩䣵䢢䣱䣨䢢䣶䣪䣧䢢䢴䢲䢳䢸䢢䣌䣕䣏䣇䢢䣅䣱䣰䣨䣧䣴䣧䣰䣥䣧䢢䣱䣰䢢䣔䣱䣤䣱䣶䣫䣥䣵䢢䣣䣰䣦䢢䣏䣧䣥䣪䣣䣶䣴䣱䣰䣫䣥䣵䢮䢢䣛䣱䣭䣱䣪䣣䣯䣣䢮䢢䣌䣣䣲䣣䣰䢮䢢䣌䣷䣰䣧䢢䢺䢯䢳䢳䢮䢢䢴䢲䢳䢸
䢴䣃䢳䢯䢲䢹䣤䢴䢪䢳䢫

3. 壁と接触したクローラロボットの力学モデル

3.2 モデルに基づく筐体側面接触時の動作の解析

3.1 モデルの構築

運動方程式を利用して筐体側面が接触した時の動作について

図 3 に壁と接触したクローラロボットの力学モデルを示す．

解析する．車輪を設置したことによって，1.壁と接触しなが

以下では右後方のサブクローラの接触を考えるが，パラメー

ら移動する場合の幾何学的拘束が生じ, 2.筐体側面にキャス

タ𝑙1 , 𝑙2 の符号を変えることで，右前方，左後方および左前方

ターを設置したことで壁との間の摩擦力F6が微小くなる．ま

のサブクローラの接触についても同様の手順で解析できる．

た，3.対向二輪型移動機構の運動学(文献[8])が成り立つ．こ

力学モデルのパラメータを表 1 に示す．

の条件は以下の式で表される．
𝑙2 + 𝐿𝑥
= tan 𝜃
𝑙1 + 𝐿𝑦
𝐹6 = 0
𝐿𝑦 =

(𝑣𝑟 + 𝑣𝑙 )𝑑
𝑣𝑟 − 𝑣𝑙

𝑥̇ =

𝑣𝑟 + 𝑣𝑙
2

(4)

(5)
(6)

(7)

次に，制御する際に，4.速度一定となるまでの加速度を一
定で，5.動き始める瞬間にF3,F4は最大静止摩擦摩擦力と等価
Fig.3 Dynamic model of a tracked vehicle colliding with a wall
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Table.1 力学モデルのパラメータ
driving force of right track
driving force of left track
slide fliction force of right track
slide fliction force of left track
nomal force from a wall
friction foce from a wall
Tred
angle between wall and robot
distance between center of gravity and collision
point in Y-axes
distance between center of gravity and collision
point in X-axes
location of rotation center on robot coordinate
system
maximum coefficient of static friction between track
and ground
peripheral velocity of right track
peripheral velocity of left track
time for constant acceleration

ロボット正面を x 軸，左を y 軸とするロボット座標上にお

になると仮定する．これは以下の式で表される．
𝑣𝑟
𝑣𝑙
( )=( )=𝑡
𝑣𝑟̇
𝑣𝑙̇

(8)

𝐹3 + 𝐹4 = 𝜇𝑔 𝑀𝑔

(9)

式(3)に式(4)-(9)を代入し，式(10)を得る．
𝐽θ̈ =

𝑀𝑑 𝑣𝑟2 + 𝑣𝑙2
(
) + 𝜇𝑔 𝑀𝑔{(𝐿𝑦 + 𝑙1 )tan𝜃 − 𝑙2 }
𝑡 𝑣𝑟 − 𝑣𝑙

(10)

式(10)より，接触時の旋回運動は，クローラの駆動力の項と
摩擦力の項によって記述されることを示している．摩擦力の
項は，駆動力の項を阻害する方向に旋回中心まわりのモーメ
ントを生じる．そのため，駆動力の項が摩擦力の項を上回るよ
う両駆動輪の速度 vr,vl を指令することで，目的の方向に移動で
きる．式(10)の詳しい導出過程の説明は文献[1]に譲る．
図 4 に，
式(10)に基づく接触時に指令可能な速度領域を示す．
図中の(a)もしくは(b)の領域で速度を指令することで，目的の
方向に移動できる．

いて，x 軸，y 軸および旋回角 θ に関する運動方程式はそれぞ
れ式(1),式(2),式(3)となる．
𝑀𝑥̈ = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹5 sin𝜃 + 𝐹6 cos𝜃

(1)

𝑀𝑦̈ = −𝐹3 − 𝐹4 + 𝐹5 cos𝜃 − 𝐹6 sin𝜃

(2)

𝐽𝜃̈ = 𝐹1 (𝐿𝑦 + 𝑑) + 𝐹2 (𝐿𝑦 − 𝑑)
(3)
−(𝐹3 + 𝐹4 )𝐿𝑥 + 𝐹6 √(𝐿𝑦 + 𝑙1 )2 + (𝐿𝑥 + 𝑙2 )2

図 3 のモデルを用いることで，サブクローラの側面および
駆動面が接触した際のロボットの行動を解析できる．本章で

Fig.4 Relation between commanded velocity and motion. X-axis
describes velocity of right track and y-axis shows that of left track.

は側面の接触について解析し，クローラ駆動面の接触につい
ては 4.2 節で解析する．
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4. 力学モデルに基づく経路追従制御方法

場合には反時計回りに超信地旋回，左側が接触した場合には

4.1 筐体側面接触時の制御

時計回りに超信地旋回することで壁への乗揚げを回避する．

自律移動体の制御には，予め与えられた経路を追従しなが

いずれの動作も F2=-F1 となり，旋回速度に関係なく条件式を

ら移動する，経路追従制御(文献[8])と呼ばれる方法が用いられ

満たす．なお，後述の実験における接触時の旋回速度の指令値

る．この方法は，経路とロボットの距離と角度偏差に基づき速

は，45∘ /s とした.

5. 接触を含む経路の走行実験

度指令値𝑣と角速度指令値𝜔を決定する．
本稿では，従来の経路追従制御を力学モデルに基づき拡張

4 章までで述べた接触モデルに基づく経路追従制御の効果を

し，接触を考慮した経路追従制御を実現する．図 4 より，接触

検証するため，3 種類の経路を用い自律走行の実験を行う．図

した際には𝑣の値を大きく指令し，𝜔を小さく指令することで，

5(a),(b)に実験に用いる走行経路を示す．それぞれ，狭隘路の L

制御可能な領域(a),(b)の速度を指令できる．

字カーブ，直線通路での横方向の移動を含む経路である．これ

接触が生じる場合には，経路追従制御が指令した𝑣, 𝜔の値
を式(11),式(12)に代入し，指令値を変更する．
ω (𝐢𝐟 no collison)
𝜔ref = {𝜔 (𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐢𝐟 |𝜔| < 𝜔max )
sig(ω) ⋅ ωmax (𝐞𝐥𝐬𝐞)
𝑣ref = {

𝑣 (𝐢𝐟 no collison)
𝑣 + 𝐾𝑝 (𝑣 − 𝑣𝑐 ) + 𝐾𝑖 ∫ (𝑣 − 𝑣𝑐 )𝑑𝑡 (𝐞𝐥𝐬𝐞)

らの経路では，壁に沿う動作と壁から離れる動作の両方が求
められる．いずれの実験も接触を考慮しない経路追従と接触
モデルに基づく経路追従で，それぞれ 5 回ずつ走行し，ロボッ

(11)

トに搭載された測域センサで移動軌跡を記録する．

(12)

なお，𝜔max :角速度の上限値，sig():入力値の符号を返す関数，

𝑣𝑐 :現在の速度，𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 :制御定数を表している．
式(11)は，接触時のみ角速度の指令値に制限をかけ，値を小
さく抑える．式(12)は速度の指令値と実際の速度の差分に応じ
て速度の指令値を瞬間的に増加させる効果がある．これによ
り，制御可能となる条件を満たす動作が指令される．

(a)

(b)

Fig.5 Exprimental route for path following in narrow passage.
(a):L-shaped curve. (b): crosswise motion in straight passage.

4.2 クローラ駆動面接触時の制御方法
狭隘路など周囲を壁で囲まれた場所を走行する際には，壁
とクローラ面の接触し，摩擦による壁への乗上げが起こる．図
3 において，θ が鈍角な場合にはクローラ面が壁に接触し，F6
が無視できなくなる
この状態で後退しようとすると F6 が旋回中心まわりにモー

(a)

メントを生じ，壁に乗り上げる方向に旋回する．
モデルの図において，F6 が生じた際にとなるよう駆動力を指
令することで，乗上げが防げる．
旋回中心周りのモーメントの式より，F3,F4 は乗り上げを阻害
する方向にはたらく．ここでは F3，F4 が 0 であっても乗上げ

(b)

Fig.6 Motion of the robot in L-shaped curve. (a) Path following
based
on the contct force model. (b) Conventional path following.
すると，壁に乗り上げずに動作するための条件は式(13)となる．
ないための駆動力の条件を考える．以上の条件を式(3)に代入

2

0 < 𝐹1 (𝐿𝑦 + 𝑑) + 𝐹2 (𝐿𝑦 − 𝑑) + 𝐹6 √(𝐿𝑦 + 𝑙1 ) (1 + tan𝜃)

(13)

𝐿𝑦 （旋回半径）は F6 に応じて変わるため，ここでは「乗上

(a)

げが生じる瞬間には F6 が大きく，接触点まわりに旋回してい
る」と仮定し，𝐿𝑦 = −𝑙1 とする
これを代入すると，F6 は旋回中心からの距離が 0 であるた
め項がキャンセルされ，次式を得る．
0 > 𝐹1 (𝑙1 − 𝑑) + 𝐹2 (𝑙1 + 𝑑)

(14)

この式を満たすよう F1,F2 を指令すればよい．
今回は，前側のフリッパの接触したときに,右側が接触した

(b)
Fig.7 Motion of the robot in straight passage with crosswise
locomotion. (a) Path following based on the contct force model.
(b) Conventional path following.

䣐䣱䢰䢢䢳䢸䢯䢴䢢䣒䣴䣱䣥䣧䣧䣦䣫䣰䣩䣵䢢䣱䣨䢢䣶䣪䣧䢢䢴䢲䢳䢸䢢䣌䣕䣏䣇䢢䣅䣱䣰䣨䣧䣴䣧䣰䣥䣧䢢䣱䣰䢢䣔䣱䣤䣱䣶䣫䣥䣵䢢䣣䣰䣦䢢䣏䣧䣥䣪䣣䣶䣴䣱䣰䣫䣥䣵䢮䢢䣛䣱䣭䣱䣪䣣䣯䣣䢮䢢䣌䣣䣲䣣䣰䢮䢢䣌䣷䣰䣧䢢䢺䢯䢳䢳䢮䢢䢴䢲䢳䢸
䢴䣃䢳䢯䢲䢹䣤䢴䢪䢵䢫

6. 考察
実験から，接触モデルに基づく経路追従を用いることで，壁
との接触を含む経路で目的の経路に沿って移動できることが
確認された．
壁と接触した際の挙動は，経路追従のゲインによって変わ
るものと考えられる．経路追従制御は，経路と車体中心の距離
と角度偏差を小さくするよう角速度の指令値を決定する．そ
のため，これらに対するゲインが小さいほど，接触力による経
路からのずれを補正する制御量は小さくなり，接触に及ぼす
外力は小さくなる．経路追従ゲインと接触時の動作の関係を
Fig.8 Trajectory of the tracked vehicle in L-shaped curve: Solid lines are
the shape of walls, dasshed lines are target path, red arrows are trajectory of
conventional path following and blue arrows are trajectory of path following
based on contact forcemodel.

明らかにすることが，今後の課題である．

7. 結言
本稿では，壁と接触するクローラロボットのモデルに基づ
く経路追従制御の検証のため，接触を含む経路の自律走行実
験を行った．狭い L 字カーブと直線通路での横移動を含む経
路を走行し，いずれも接触モデルに基づく経路追従では滑ら
かに走行できた．また，接触を考慮しない従来の経路追従では，
経路から大きく逸脱したり，走行不能に陥ったりする場合が
見受けられた．
今後の課題としては，サブクローラ側面の摩擦を低減する
機構の最適化と，不整地などでフリッパを使用した場合への
本手法の拡張が考えられる．
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経路追従では 5 回中 2 回のみ経路を完走できたのに対し，接
触モデルに基づく経路追従では全試行でゴールに到達できた．
図 9 に直線通路で横方向への移動を含む経路を走行した場合
の移動軌跡を示す．L 字カーブの実験と同様に，接触を考慮し
ない方法では壁から離れる際に大きく後退し，大きく経路か
ら逸脱した．
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