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被災地探査や原子力発電所建屋内情報収集のための半自律ロボットを用いた
セマンティックサーベイマップ生成システムの開発
（委託研究）
－令和 2 年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業－
日本原子力研究開発機構

福島研究開発部門

福島研究開発拠点

廃炉環境国際共同研究センター
東京工芸大学
（2022 年 3 月 24 日受理）
日本原子力研究開発機構（JAEA）廃炉環境国際共同研究センター（CLADS）では、令和 2 年度 英
知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業（以下、
「本事業」という）を実施している。
本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等をはじめとした
原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従
前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進す
ることを目的としている。
平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行することで、JAEA とア
カデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続
的に実施する体制を構築した。
本研究は、研究課題のうち、平成 30 年度に採択された「被災地探査や原子力発電所建屋内情報
収集のための半自律ロボットを用いたセマンティックサーベイマップ生成システムの開発」の平
成 30 年度から令和 3 年度の研究成果について取りまとめたものである（令和 3 年度まで契約延
長）。本課題は令和 3 年度が最終年度となるため 4 年度分の成果を取りまとめた。
本研究の目的は、災害時においてヒトの立ち入りが困難となった原子力発電所建屋内などの状
況調査を対象に、簡単・安全・迅速に複数種類の情報（空間線量、温度、障害物等）を含んだセマ
ンティックサーベイマップを生成する半自律移動ロボットシステムの研究・開発（カメラシステ
ム、セマンティック SLAM、移動経路学習及び安全な経路提示システム）である。本研究では実験
用レスキューロボットを開発し、複数のセンサシステムの搭載や取得したセンサ情報から局所セ
マンティックマップや広域セマンティックマップを生成するシステム。局所セマンティックマッ
プを用いたロボットの走行経路学習シミュレータの開発も行った。それらのシステムを統合し、
半自律移動ロボットシステムを完成させた。
本報告書は、日本原子力研究開発機構の英知事業における委託業務として、東京工芸大学が実施
した成果を取りまとめたものである。
廃炉環境国際共同研究センター：〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 790-1
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Development of Semantic Survey Map Building System using Semi-autonomous Mobile Robots for
Surveying of Disaster Area and Gathering of Information in Nuclear Power Station
(Contract Research)
－ FY2020 Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource Development Project －
Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science,
Fukushima Research Institute, Sector of Fukushima Research and Development
Japan Atomic Energy Agency
Tomioka-machi, Futaba-gun, Fukushima-ken
Tokyo Polytechnic University
(Received March 24, 2022)
The Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science (CLADS), Japan Atomic Energy
Agency (JAEA), had been conducting the Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource
Development Project (hereafter referred to “the Project”) in FY2020.
The Project aims to contribute to solving problems in the nuclear energy field represented by the
decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Company
Holdings, Inc. (TEPCO). For this purpose, intelligence was collected from all over the world, and basic
research and human resource development were promoted by closely integrating/collaborating knowledge
and experiences in various fields beyond the barrier of conventional organizations and research fields.
The sponsor of the Project was moved from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology to JAEA since the newly adopted proposals in FY2018. On this occasion, JAEA constructed a
new research system where JAEA-academia collaboration is reinforced and medium-to-long term
research/development and human resource development contributing to the decommissioning are stably and
consecutively implemented.
Among the adopted proposals in FY2018, this report summarizes the research results of the “Development
of semantic survey map building system using semi-autonomous mobile robots for surveying of disaster area
and gathering of information in nuclear power station” conducted from FY2018 to FY2021 (this contract was
extended to FY2021). Since the final year of this proposal was FY2021, the results for four fiscal years were
summarized.
The present study aims to research and develop semi-autonomous mobile robot systems (multi-sensor
fusion system, semantic simultaneous localization and mapping (SLAM), system for traversable-route
learning and safe traversable-route presentation, etc.) that simply, safely, and rapidly make semantic survey
maps including multiple information (air dose rate, temperature, obstacles, etc.). The system will be applied
to the investigation of the situation inside the building of the nuclear power station where people cannot
access at the time of disaster.
Keywords: Robot Teleoperation, Semi-autonomous Mobile Robot, Sensor Fusion, SLAM, Reinforcement
Learning, Semantic Survey Map, Disaster Area, Nuclear Power Station
This work was performed by Tokyo Polytechnic University under contract with Japan Atomic Energy Agency.
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1. 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業の概要

文部科学省では、
「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プラン（平
成 26 年 6 月文部科学省）
」等を踏まえ、平成 27 年度から「英知を結集した原子力科学技術・人材
育成推進事業」
（以下、
「本事業」という。）を立ち上げ、
「戦略的原子力共同研究プログラム」、
「廃
炉加速化研究プログラム」及び「廃止措置研究・人材育成等強化プログラム」を推進している。
具体的には、国内外の英知を結集し、国内の原子力分野のみならず様々な分野の知見や経験を、
機関や分野の壁を越え、国際共同研究も含めて緊密に融合・連携させることにより、原子力の課
題解決に資する基礎的・基盤的研究や産学が連携した人材育成の取組を推進している。
一方、日本原子力研究開発機構（以下、
「JAEA」という。）では、平成 27 年に廃炉国際共同研究
センター（以下、
「CLADS」という。現：廃炉環境国際共同研究センター）を組織し、
「東京電力ホ
ールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」等を踏
まえ、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所廃炉（以下、
「1F 廃炉」という。
）
に係る研究開発を進めている。
また、平成 29 年 4 月に CLADS の中核拠点である「国際共同研究棟」の運用を開始したことを踏
まえ、今後は CLADS を中核に、廃炉の現場ニーズを踏まえた国内外の大学、研究機関等との基礎
的・基盤的な研究開発及び人材育成の取組を推進することにより、廃炉研究拠点の形成を目指す
ことが期待されている。
このため、本事業では平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行
することで、JAEA とアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成
をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築することとし、従来のプログラムを、①共通基盤
型原子力研究プログラム、②課題解決型廃炉研究プログラム、③国際協力型廃炉研究プログラム、
④研究人材育成型廃炉研究プログラム（令和元年度より新設）に再編した。
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2. 平成 30 年度 採択課題
平成 30 年度採択課題については以下のとおりである。
課題数：19 課題
共通基盤型原子力研究プログラム

11 課題（若手研究 6 課題、一般研究 5 課題）

課題解決型廃炉研究プログラム

6 課題

国際協力型廃炉研究プログラム

2 課題（日英共同研究）

平成 30 年度 採択課題一覧
共通基盤型原子力研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

河野 仁

東京工芸大学

山﨑 信哉

筑波大学

片岡 隆浩

岡山大学

大石 佑治

大阪大学

島田 幹男

東京工業大学

岩田 圭弘

東京大学

被災地探査や原子力発電所建屋内情報収集のための
半自律ロボットを用いたセマンティックサーベイマ
ップ生成システムの開発
汚染土壌の減容を目的とした重液分離による放射性
微粒子回収法の高度化
ラドンを代表としたアルファ核種の吸入による内部
被ばくの横断的生体影響評価
炉心溶融物の粘性及び表面張力同時測定技術の開発
iPS 細胞由来組織細胞における放射線依存的突然変
異計測系の確立
レーザー共鳴イオン化を用いた同位体存在度の低い
ストロンチウム 90 の迅速分析技術開発
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共通基盤型原子力研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

放射性核種の長期安定化を指向した使用済みゼオ
ライト焼結固化技術の開発

新井 剛

芝浦工業大学

燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の
開発

牟田 浩明

大阪大学

レーザー蛍光法を用いた燃料デブリ変質相の同定

斉藤 拓巳

東京大学

過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発

岡本 保

木更津工業
高等専門学校

レーザー加工により発生する微粒子の解析と核種
同定手法の開発

長谷川 秀一

東京大学

課題名

研究代表者

所属機関

合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基
盤研究

桐島 陽

東北大学

ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場
環境の画像化による定量的放射能分布解析法

谷森 達

京都大学

燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止
技術の開発

鈴木 俊一

東京大学

アルファダストの検出を目指した超高位置分解能
イメージング装置の開発

黒澤 俊介

東北大学

ナノ粒子を用いた透明遮へい材の開発研究

渡邉 隆行

九州大学

先端計測技術の融合で実現する高耐放射線燃料デ
ブリセンサーの研究開発

萩原 雅之

高エネルギー
加速器研究機構

課題解決型廃炉研究プログラム
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク
低減への貢献

五十嵐 康人

茨城大学

三澤 毅

京都大学

放射線耐性の高い薄型 SiC 中性子検出器の開発
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3.

令和元年度 採択課題

令和元年度採択課題については以下のとおりである。
課題数：19 課題
共通基盤型原子力研究プログラム

7 課題（若手研究 2 課題、一般研究 5 課題）

課題解決型廃炉研究プログラム

4 課題

国際協力型廃炉研究プログラム

4 課題（日英共同研究 2 課題、日露共同研究 2 課題）

研究人材育成型廃炉研究プログラム 4 課題

令和元年度 採択課題一覧
共通基盤型原子力研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

ウラニル錯体化学に基づくテーラーメイド型新規海
水ウラン吸着材開発

鷹尾 康一朗

東京工業大学

動作不能からの復帰を可能とする多連結移動ロボッ
トの半自律遠隔操作技術の確立

田中 基康

電気通信大学
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共通基盤型原子力研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

一次元光ファイバ放射線センサを用いた原子炉建
屋内放射線源分布計測

瓜谷 章

名古屋大学

低線量・低線量率放射線被ばくによる臓器別酸化ス
トレス状態の検討

鈴木 正敏

東北大学

単一微粒子質量分析法に基づくアルファ微粒子オ
ンラインモニタリングに向けた基礎検討

豊嶋 厚史

大阪大学

幹細胞動態により放射線発がんを特徴付ける新た
な評価系の構築

飯塚 大輔

量子科学技術
研究開発機構

梅沢 仁
耐放射線性ダイヤモンド半導体撮像素子の開発

（令和元年度まで）

大曲 新矢

産業技術総合
研究所

課題解決型廃炉研究プログラム
課題名

研究代表者

所属機関

Multi-Physics モデリングによる福島 2・3 号機ペデ
スタル燃料デブリ深さ方向の性状同定

山路 哲史

早稲田大学

燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化
技術を用いた分別方法の研究開発

渡邉 大輔

日立 GE
ニュークリ
ア・エナジー

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿系廃棄物
の安定固化技術の開発

竹下 健二

東京工業大学

拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームに
よる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦

高橋 秀治

東京工業大学
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

高い流動性および陰イオン核種保持性を有するア
ルカリ刺激材料の探索と様々な放射性廃棄物の安
全で効果的な固化

佐藤 努

北海道大学

静岡大学
再臨界前の中性子線増に即応可能な耐放射線 FPGA
システムの開発

渡邊 実

（令和 2 年度
まで）

岡山大学

国際協力型廃炉研究プログラム（日露共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

小原 徹

東京工業大学

金井 昭夫

慶應義塾

課題名

研究代表者

所属機関

燃料デブリ取り出し時における炉内状況把握のた
めの遠隔技術に関する研究人材育成

淺間 一

東京大学

化学計測技術とインフォマティックスを融合した
デブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育
成

高貝 慶隆

福島大学

燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化
微生物生態系による原子炉内物体の腐食・変質に
関する評価研究

研究人材育成型廃炉研究プログラム

放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デ
ブリ劣化機構の解明

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発
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大貫 敏彦
(平成 30 年度まで)

竹下 健二
永井 康介

東京工業
大学

東北大学
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4.

令和 2 年度 採択課題

令和 2 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。
公募の概要は以下のとおりである。
公募期間：令和 2 年 3 月 17 日～令和 2 年 5 月 14 日（課題解決型）
令和 2 年 5 月 13 日～令和 2 年 7 月 15 日（国際協力型）
課題数：10 課題
課題解決型廃炉研究プログラム

8 課題（若手研究 2 課題、一般研究 6 課題）

国際協力型廃炉研究プログラム

2 課題（日英共同研究）

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面接審
査、日英共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定した。
その後、PD（プログラムディレクター）
・PO（プログラムオフィサー）会議での審議を経て、採
択課題を決定した。

令和 2 年度 採択課題一覧
課題解決型廃炉研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れ
の調査

楊 会龍

東京大学

健全性崩壊をもたらす微生物による視認不可腐食の
分子生物・電気化学的診断及び抑制技術の開発

岡本 章玄

物質・材料
研究機構
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課題解決型廃炉研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

遮蔽不要な臨界近接監視システム用ダイヤモンド
中性子検出器の要素技術開発

田中 真伸

高エネルギー
加速器研究
機構

α／β／γ 線ラジオリシス影響下における格納
容器系統内広域防食の実現：ナノバブルを用いた
新規防食技術の開発

渡邉 豊

東北大学

β、γ、X 線同時解析による迅速・高感度放射性核
種分析法の開発

篠原 宏文

日本分析
センター

合理的な処分のための実機環境を考慮した汚染鉄
筋コンクリート長期状態変化の定量評価

丸山 一平

東京大学

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄
物の合理的処理・処分の検討

小崎 完

北海道大学

マイクロ波重畳 LIBS によるデブリ組成計測の高
度化と同位体の直接計測への挑戦

池田 裕二

アイラボ

課題名

研究代表者

所属機関

革新的水質浄化剤の開発による環境問題低減化技
術の開拓

浅尾 直樹

信州大学

鎌田 創

海上・港湾・
航空技術
研究所

国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）

無人航走体を用いた燃料デブリサンプルリターン
技術の研究開発
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本報告書は、以下の課題の平成 30 年度から令和 3 年度の研究成果について取りまとめた
ものである（令和 3 年度まで契約延長）。本課題は令和 3 年度が最終年度となるため 4 年度
分の成果を取りまとめた。

共通基盤型原子力研究プログラム
課題名

研究代表者

所属機関

被災地探査や原子力発電所建屋内情報収集の
ための半自律ロボットを用いたセマンティッ

河野

クサーベイマップ生成システムの開発

研究成果を取りまとめた成果報告書を付録として添付する。
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概略
世界的に自然災害が多発し、とりわけ日本では 2011 年に未曽有の大災害に遭遇した。その災
害では原子力災害まで影響が及び、ヒトが立ち入ることが困難な被災した原子力発電所内の状
況把握、情報収集が大きな課題となっている。東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子
力発電所（以下、
「1F」と略す。）の一件を契機に、それまで研究・開発されてきた災害対応ロボ
ットシステムは非力であることが明らかとなった。近年では経験的技術的蓄積により廃炉作業
に向けた実現可能性の高い機器・ロボットシステムの開発がなされている。一方、被災直後の初
動体制においては迅速で確実な環境情報収集・状況把握が必要であり、ロボットによる探査の有
用性が認められている。他方、ロボットの遠隔操作には熟練が必要である。それらの両立は難し
く、初動体制において迅速で高精度、広範囲な情報収集を行うためのロボットシステムは、関係
者の誰もが簡単に操縦可能である必要がある。しかし、とりわけ廃炉に向けた原子力発電所建屋
内の移動ロボットによる探査では、遠隔操作の難しさが際立っており、いくつもの未帰還ロボッ
トを生み出した。これは、ロボットに実装されたカメラによる視認性の悪さや、予測不可能な環
境状況、非直観的な操作性等が原因であると考えられる。これらの課題を解決するために、以下
のアプローチが必要不可欠である。




障害物や水没、空間線量の高いエリアの迅速かつ正確な把握
全体を俯瞰して見えるような環境上（地図）の取得
非熟練者でも操作可能な探査ロボットシステムの開発

そこで、上述の課題に対して本研究では次にあげる 3 つの要素技術を開発・融合することで統
合的システムを提案する。
(a) 高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシング
(b) サーベイマップ生成のためのセマンティック SLAM（Simultaneous Localization and
Mapping）
(c) 3 次元セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学習と提示
以上の 3 つのシステムを統合することで本研究の目的が達成される。遠隔操作により移動す
る災害対応ロボットは、まず搭載センサにより環境情報を取得し、その環境情報を持った仮想地
図（セマンティックマップ）を生成し、移動可能な経路を学習する。学習結果である経路をオペ
レータに提示し、それを選択することで災害対応ロボットが学習結果を用いて実環境を走行す
る。計画した経路を走行し終えると、セマンティックマップが存在しないエリアとなるので、セ
ンサ情報の取得、マップ生成、学習による行動生成を繰り返す。その結果、複数の局所 3 次元セ
マンティックマップが生成され、SLAM 技術により全体的な地図（サーベイマップ）として構成
される。生成されたサーベイマップは遠隔操作オペレータが移動ロボットの帰路を計画するこ
とにも使用され、減災・廃炉等の意思決定機関へ提供、中長期的な戦略を立案するのに活用され
ることを想定している。本研究で提案しているシステムは、センシング（Sensing）や地図生成
（Mapping）
、学習（Learning）、オペレータによる走行方向の意思決定（Tele-operation）を繰
り返すフレームワークであり SMLO システムと呼ぶ。
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本研究の実施結果として、「高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシ
ング」では、RGB-D カメラや LiDAR、近赤外カメラ、偏光カメラ、サーモカメラを用いたセンシ
ングシステムを構築した。センシング結果を統合するセンサフュージョンのためのアルゴリズ
ムを開発し、高精度な局所マップを取得するシステムを開発した。「サーベイマップ生成のため
のセマンティック SLAM」では、LiDAR から取得した 3 次元点群情報を基にして移動ロボットの自
己位置推定を行う手法をはじめ、センサフュージョンにより実現した局所的なセマンティック
マップに含まれる環境特徴量の分布情報を応用した ICP アルゴリズムを開発した。広域セマン
ティックマップ生成の高精度化や、移動ロボットの位置・姿勢誤差の修正を実現した。「3 次元
セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学習と提示」では、実験用ロボット
を開発し、物理演算シミュレータに局所セマンティックマップを取り込み、仮想的に移動ロボッ
トの走行経路を学習するシステムを開発した。また、学習結果を移動ロボットに転移することで
環境に適応的な走行や走行経路の候補をオペレータに示すシステムの開発を行った。3 つの要素
技術を統合し、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、
「JAEA」と略す。）の楢葉遠隔
技術開発センター等で評価実験を行い、本研究で提案している SMLO システムの有用性を確認し
た。
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1.

はじめに
本研究では、自然災害をはじめ原子力災害等の災害現場において、初動時の被害情報収集活
動や原子炉建屋内の環境モニタリングを実施するための、広域サーベイマップ生成を行う半自
律移動ロボットシステムを開発する。具体的には以下の 3 つの要素技術を開発し、それらはお
互い結合されることを前提に問題設定され有機的に接続する。
(a) 色情報や形状だけでなく、環境中に存在する熱源や放射線源、水源、その他の物質の存在
による特徴的なセンサ情報（以下、
「環境特徴量」と略す。
）を統合するカメラシステム
(b) 状況把握用建屋内サーベイマップ生成とロボットの移動経路学習のためのセマンティッ
ク SLAM
(c) SLAM により生成された仮想環境地図を用いたロボットの移動経路学習と安全な経路提示
システム
生成された広域サーベイマップは遠隔操作ロボットのオペレータが使用するだけではなく、
減災・廃炉などをミッションとする意思決定機関へ提供されることを前提とし、復旧復興計画
に役立てられることを想定している。
現在、我々は常に自然災害の危機にさらされ、とりわけ日本では 2011 年に未曽有の大災害
に遭遇した。その災害では原子力災害まで影響が及び、ヒトが立ち入ることが困難な被災した
原子力発電所内の状況把握、情報収集が大きな課題となっている。1F の一件を契機に、それま
で研究・開発されてきた災害対応ロボットシステムは非力であることが明らかとなった。近年
では経験的技術的蓄積により廃炉作業に向けた実現可能性の高い機器・ロボットシステムの開
発がなされている。一方、被災直後の初動体制においては迅速で確実な環境情報収集・状況把
握が必要であり、ロボットによる探査の有用性が認められている。他方、ロボットの遠隔操作
には熟練が必要である。それらの両立は難しく、いつ何時発生するか分からない災害に対して、
ロボット遠隔操作の熟練者を各所に配置、被災時の生存の保証は難しい。そのため、初動体制
において迅速で高精度、広範囲な情報収集を行うためのロボットシステムは、関係者の誰もが
簡単に操縦可能である必要がある。これまで頑健な災害対応ロボット、遠隔操作性の向上等、
様々な研究が行われてきた。しかしそれらのシステムは個別の仮説、前提条件、問題設定があ
り融合が難しく、いまだに実用化に至っていないのが現状である。とりわけ、廃炉に向けた原
子力発電所建屋内の移動ロボットによる探査では、遠隔操作の難しさが際立っており、いくつ
もの未帰還ロボットを生み出した。これは、ロボットに実装されたカメラによる視認性の悪さ
や、予測不可能な環境状況、非直観的な操作性等が原因であると考えられる。これらの課題を
解決するために、以下のアプローチが必要不可欠である。




障害物や水没、空間線量の高いエリアの迅速かつ正確な把握
全体を俯瞰して見えるような環境上（地図）の取得
非熟練者でも操作可能な探査ロボットシステムの開発

これらの課題を解決できる探査ロボットシステムを開発し、全体的な被災・被害状況を把握
することが減災や廃炉を迅速に進める鍵であると考えられる。そこで、上述の課題に対して本
研究では次にあげる技術を開発・融合することで統合的システムを提案する。
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(a) 高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシング
移動ロボットが原子炉建屋内の被害状況調査を行う場合、搭載されたサーモカメラやビ
デオスペクトルカメラ、LiDAR などの複数種類のセンサ情報を取得・融合し、環境特徴量
を抽出する（図 1-1①）。
(b) サーベイマップ生成のためのセマンティック SLAM
得られた環境特徴量が付与されたロボット周囲の局所 3 次元マップ（セマンティックマ
ップ）を生成する（図 1-1②）。また、得られた各セマンティックマップを統合し、広域の
セマンティックマップすなわちサーベイマップを生成する。
(c) 3 次元セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学習と提示（図 1-1③）
セマンティックマップを 3 次元物理演算シミュレータの環境として設定し、仮想的なロ
ボット（以下、
「仮想ロボット」と略す。）モデルが、どの経路で進むと安全かバックグラ
ウンドで強化学習する。さらに、学習結果は進める経路として遠隔操作オペレータに提示
され、オペレータは経路を指示するだけで、ロボットは自律的に進む（図 1-1④）。
以上の 3 つのシステムを統合することで本研究の目的が達成されると考えられる。また、本
研究の提案システムにおいて緊急時はオペレータが直接遠隔操作可能なモードに切り替えら
れるようなシステム構成とする。本提案システムにおける災害対応ロボットは、計画した経路
を走行し終えるとセマンティックマップが存在しないエリアとなるので、センサ情報の取得、
マップ生成、学習による行動生成を繰り返す。その結果、複数の局所 3 次元セマンティックマ
ップが生成されるため、SLAM 技術により全体的な地図（サーベイマップ）として構成される。
生成されたサーベイマップは遠隔操作オペレータが移動ロボットの帰路を計画することにも
使用され、減災・廃炉等の意思決定機関へ提供、中長期的な戦略を立案するのに活用されるこ
とを想定している（図 1-1⑤）。
本研究はこれまで個別に研究されてきた環境特徴量抽出や SLAM による地図生成、強化学習
による経路計画等の要素技術を、シームレスに接続し開発するところに先端的要素がある。本
研究の要素技術であるサーモカメラやビデオスペクトルカメラによる環境特徴量のセンシン
グ手法は SLAM による 3 次元地図生成に要求される情報を前提として開発され、SLAM により生
成されるセマンティックマップは強化学習による経路計画のための仮想環境を前提として開
発される。さらに移動ロボットにとって安全な経路を学習するシステムにおいては、SLAM によ
る自己位置推定、複数カメラによる危険環境（高温箇所や滑りやすい環境）を事前に把握し、
実世界情報を用いた強化学習を行う。従来では想定環境やベンチマーク・トイプロブレムで検
証されてきた要素技術を実問題に適応する革新的なシステム開発が本研究の特徴であり、本研
究のような各要素技術がシームレスで有機的に接続された技術は革新性、独創性を有しており、
さらには即座に災害現場への投入が可能となると考えられる。また、震災や原子力災害だけで
はなく、CBRNE（chemical、biological radiological、nuclear、explosive）災害やトンネル
災害探査等にも使用することが可能である他にも、本研究の実用化に向けた狙いとしてシステ
ムの低コスト化がある。これまで、被災地や原子炉内の探査用ロボット（レスキューロボット
とも呼ばれる）は非常に高価であり、研究機関や一部の大学でしか所有ができない。本研究で
は製造単価を下げ、耐放射線性を除けばシステム全体の低コスト化を図ることも狙いである。
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⑤
図 1-1 本業務における提案システム全体イメージ
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2. 業務計画
2.1 全体計画
本研究にて提案しているシステムを実現するために、大きく分けて 3 つの要素技術研究開発
に分割して研究を進める。「高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシン
グ」は学校法人千葉工業大学が担当して研究開発を行い、「サーベイマップ生成のためのセマン
ティック SLAM」は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（令和元年度まで学校法人中央大
学）が担当する。最後に「3 次元セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学
習と提示」を学校法人東京工芸大学が担当する。平成 30 年度では各要素技術を開発し、一部接
続試験を実施後、令和元年度から各要素技術の統合と評価を開始し、最終年度である令和 2 年度
は 1 つのシステムとして統合、最終評価を行う。本研究の全体計画表を表 2.1-1 に示す。
研究推進の計画としては、半年に 1 回以上の頻度で全体会議を開催し、本研究に参画する全研
究者による進捗報告や成果のとりまとめ等を行う。全体会議以外にも、各要素技術の接続仕様の
調整や接続試験などで適宜ミーティングや議論を行う。全体会議以外では、web システムを用い
た情報共有やメールなどのシステムを活用して研究を遂行する。

表 2.1-1 全体計画における研究開発年次スケジュール
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2.1.1 実施体制図
本研究の実施体制図を図 2-1 に示す。

図 2-1 実施体制図
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2.2 各年度の成果の目標及び業務の実施方法
2.2.1 高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシング
(1)環境特徴量の分布情報を取得可能な 3 次元測距システムの構築
平成 30 年度では、環境特徴量の分布情報を取得可能な 3 次元測距システムの構築を実施する。
センサ類の選定及び調達を完了させ、並行して 3 次元測距システムの構築及び異種複数センサ間
キャリブレーションの手法を構築する。キャリブレーション済みのセンサデータを、環境特徴量
の分布情報を付加したセマンティックな点群データとして統合するセンサ統合処理手法を構築す
るとともに、ここまでに入手完了したセンサ類を用いて、単体で動作するキャリブレーション済
みのセンシングシステムを完成させる。
令和元年度では、平成 30 年度で構築したセンシングシステムの改良を行う。実験場にはモック
アップや不整地などが用意された模擬環境を選定し、実際の廃炉現場での活用を想定した検証実
験を実施する。
(2)既知サーベイ情報のオンサイトフィードバックによるセンシングの高精度化アルゴリズム
の構築
令和元年度では、過去に作成した既存のサーベイマップを参照し、自己位置データなどを用い
て既存情報からの差分を検出することにより、新たな環境センシング結果を補完し、高精度化す
る。テストデータを用いることにより、計算機上でアルゴリズム構築を完了する。
令和 2 年度では、これまでに開発したセンシングアルゴリズムの高精度化を行う。具体的には、
既存の近赤外線情報を伴う 3 次元データと新たに取得した情報の差分を比較することで水源等の
情報を精度よく検出し、周辺の 3 次元情報との整合性を考慮することで高精度化を行い、既存の
センシングデータの更新も行う手法を検討する。さらに、実証実験においては、令和元年度まで
に構築した近赤外線情報と 3 次元距離センサの統合センシングシステムを用いて、他大学で利用
可能なデータ形式のセマンティックな属性情報付きの 3 次元点群を取得し、評価・改善・再実験
を繰り返す。また、成果を取りまとめ、学術論文への投稿等を行い、対外的に成果を報告する。
2.2.2 サーベイマップ生成のためのセマンティック SLAM
(1)局所セマンティックマップ生成
平成 30 年度では、シミュレーション環境構築を実施する。LiDAR を含めたセンサ類からのデー
タを模擬し、効果的なデータの構造を決定する。決定されたセンサ類と対応するデータの構造を
もとに仮想の 3 次元セマンティックマップにおけるシミュレーション環境を構築する。ロボット
の行動パラメータ及びマップに関するデータ授受のインターフェイスを構築する。様々な環境条
件下でのシミュレーション実験及び検証を可能にするため、想定した環境条件における仮想の 3
次元セマンティックマップを簡単に製作可能なツールの開発を完了させる。
令和元年度では、ロボットのオドメトリと Inertia Measurement Unit（以下、
「IMU」と略す。）
から測定される姿勢（ロール、ピッチ、ヨー角）データを用い、3 次元空間内を移動するロボット
の 6 自由度自己位置・姿勢推定を行う手法を確立させる。探査環境における広域セマンティック
マップを生成するため、推定されたロボットの 6 自由度位置・姿勢情報に基づき、ロボットの移
動中に生成された複数の局所セマンティックマップを統合する手法を構築する。
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(2)広域セマンティックマップ生成のための SLAM
令和元年度では、ロボットのオドメトリと IMU から測定される姿勢（ロール、ピッチ、ヨー角）
データを用い、3 次元空間内を移動するロボットの 6 自由度自己位置・姿勢推定を行う手法を確
立させる。探査環境における広域セマンティックマップを生成するため、推定されたロボットの
6 自由度位置・姿勢情報に基づき、ロボットの移動中に生成された複数の局所セマンティックマ
ップを統合する手法を構築する。
令和 2 年度では、これまでに構築した局所セマンティックマップの統合システムを改良する。
具体的には、オドメトリと IMU からのデータだけではなく、局所セマンティックマップに含まれ
ている環境特徴量の分布データも利用し、ロボットの位置・姿勢情報とマップ全体のずれを同時
に補正可能な広域サーベイマップの生成のための SLAM アルゴリズムの構築を完了させる。さら
に、他システムを統合し評価を行い、実験結果による改善、最終実験を行う。また、成果を取り
まとめ、学術論文への投稿等を行い、対外的に成果を報告する。
2.2.3

3 次元セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学習と提示

(1)セマンティックマップを用いた経路強化学習
平成 30 年度では、クローラロボットが仮想地図環境で経路を学習するためのシミュレーション
環境を構築する。シミュレータには 3 次元物理演算が可能なソフトウェアを利用し、後述にて開
発する実験用クローラロボットのシミュレーションモデル開発を行う。実センサ情報をもとに生
成された 3 次元セマンティックマップと本シミュレータを統合する。
(2)オペレータへの経路提示と実ロボット制御システムの開発
平成 30 年度では、実験用クローラロボットの設計と開発に着手する。開発はレスキューロボッ
ト Kenaf の開発実績を有する株式会社ソーワエンジニアリングと協調して設計開発を進める。ク
ローラロボットの基本機能の開発を終了する。学習シミュレータとの連携システムの開発に着手
し、実験用クローラロボットによる学習結果の実行を目標とする。また、学習により得たロボッ
トの安全な移動経路は、複数獲得されると考えられるため、それらのオペレータへの提示システ
ムの設計を行う。広域セマンティックマップ生成のために、実験用クローラロボットが実際に移
動した経路、距離等の情報を提供できるよう仕様を議論しながらシステムを接続する。
令和元年度では、平成 30 年度で開発した実験用クローラロボットを用いて、セマンティックマ
ップで仮想的に学習した仮想ロボットの最適移動経路を実験用レスキューロボット（以下、
「実ロ
ボット」と略す。）に組み込み、実環境内の自律移動を実現する。また、実環境での移動を想定し
た、制御システムの開発とクローラロボットの移動機能の改良も行う。セマンティックマップに
より学習したロボットの移動経路は複数存在し、最終的な移動経路の判断はオペレータが行う。
そのため、セマンティックマップにより学習した経路をオペレータに 3 次元地図を活用して提示
する手法と、経路の選択インターフェイスを構築する。選択された経路情報を実ロボットに転送
するシステムも構築する。
(3)経路再利用による学習の高速化
令和 2 年度では、これまでに開発した局所セマンティックマップを用いた強化学習による経路
学習シミュレーションの学習時間短縮手法を開発する。学習時間短縮手法には転移学習技術を応
用し、類似環境で学習した結果を再利用することで新たな環境（実際の災害現場、本研究では階
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段モックアップ等模擬環境の測定環境形状データを利用）への適応性能向上を実現する。実時間
スケールでの動作を目指すために同時並列シミュレーションによる学習時間の短縮も行い、実ロ
ボットへ学習結果を転移する。また、実ロボットにおける学習結果の利用には確実な移動性能が
重要であり、令和元年度に引き続き実験用レスキューロボットの移動性能向上も検討する。
最終年度において他システムと統合し評価を行い、実験結果による改善、最終実験を行う。ま
た、成果をとりまとめ学術論文への投稿等を行い、対外的に成果を報告する。
2.2.4 研究推進
平成 30 年度から令和 2 年度まで、研究代表者の下で各研究項目間ならびに JAEA 廃炉環境国際
共同研究センター（CLADS）等との連携を密にして、研究を進める。また、研究実施計画を推進す
るための打合せや会議等を開催する。JAEA 楢葉遠隔技術開発センターのモックアップ施設でロボ
ットとセンサを活用した実環境のデータを取得し、手法の開発に活用する。関連分野の国内外学
会に参加し、最先端技術の情報収集及び成果発表を行う。
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3. 業務の実施内容及び成果
3.1 高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシング【平成 30 年度－
令和 2 年度】
3.1.1 環境特徴量の分布情報を取得可能な 3 次元測距システムの構築【平成 30 年度－令和
元年度】
セマンティック情報を有したサーベイマップを取得するためには、距離センサで計測したロ
ボットの周囲環境の 3 次元形状情報に、他のセンサで取得した物理量を統合して可視化する必
要がある。本研究課題では、平成 30 年度に構築した異種複数のセンサ間の位置姿勢関係のキ
ャリブレーション手法を適用したセンシングシステムを構築した。さらに、3 次元形状データ
に環境中の属性を重畳しセマンティック情報を有する 3 次元点群を生成するための統合手法を
構築した。以下、具体的に説明する。
(1)センサの選定
ここでは、距離センサと組み合わせるセンサとしては、以下の 2 種類を対象とした。
(a) サーモカメラ（FLIR 社製 C3：図 3-1）
(b) 近赤外線カメラ（BITRAN 社製 BK-51IGA：図 3-2）

図 3-1 距離情報＋温度情報の同時撮影システム

図 3-2 近赤外線カメラ
(a)のサーモカメラと組み合わせることで、原子力発電プラント内に発生した異常熱源など
の分布を 3 次元的に提示することが可能であり、(b)の近赤外線カメラと組み合わせることで、
可視光では検出が困難な物質の検出が可能な映像情報を 3 次元的に提示することが可能であ
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る。例えば、図 3-3 は水の吸光波長（970 nm 付近）で計測した近赤外画像の例である。この例、
950 nm～1700 nm を計測可能なカメラに、800 nm～1900 nm を透過可能な近赤外線フィルタを
組み合わせた計測を行った。可視光では、水は透明に見えるが、近赤外領域では光が吸収され
るためその部分のセンサの受光強度が低くなり、結果として黒色の画像が得られる。

図 3-3 近赤外カメラから得られる水の画像の例
（左：可視光画像、右：近赤外画像）

一般的な RGB カメラは可視光線領域（0.4 µm～0.8 µm）に感度を持ち、人間の目と同じ色情
報を取得できる。一方、近赤外線カメラは、人間の目では見ることができない近赤外線光領域
（0.7 µm～2.5 µm）の情報を取得可能である。近赤外線光は中赤外線光や遠赤外線光とも異な
り、可視光線と同様に、光子が対象物によって反射や吸収されるため、高解像度イメージング
に必要な高コントラストを取得できる。ここで、近赤外線領域では、特定の分子構造を持つ物
質が吸収波長帯を持つことがわかっている。具体的には OH 結合、NH 結合、CH 結合などの XH 結
合を持つ水系の物質が近赤外線領域で吸収波長帯を持ち、特に水は 1450 nm 付近や 1550 nm 付
近で光の吸収効果が大きくなる[1]。そのため、可視光では水は透明に見えるが、近赤外領域で
は光が吸収されるためその部分のセンサの受光強度が低くなり、結果として黒色の画像が得ら
れる。この原理を利用することで、配管からの汚染水の漏洩問題などにおいて漏洩箇所を 3 次
元的に特定することが可能である。以上のように、適切なセンサの選定・調達を完了させ、そ
の他のフィルタ及び適正なレンズなどの光学部品を選定し、組み上げることで環境中の特徴的
な物理量をセンシングする計測系を構築した。
センサと距離情報を統合するためには、異種複数のセンサ間での位置姿勢を推定し、センサ
情報の座標系を正確に変換する必要がある。本研究では、この問題を PnP 問題（Perspectiven-Point Problem）として定式化し、事前にセンサ間の位置姿勢関係を推定することで解決し
た[2]。具体的には、既知のパターンや既知の形状の物体を両センサから同時に計測し、その幾
何的な対応関係を求め、最適化計算を行うことでセンサ間の座標系の変換行列を推定するキャ
リブレーション手法を構築した。
本手法の有効性を示す上では、RGB color model with depth processing（以下、「RGB-D」
と略す。）センサを用いて原理検証を行った。そのセンサ間の位置姿勢関係の推定結果が図 34 であり、上記の手法を用いることでセンサ間の位置姿勢関係が推定可能であることを確認し
た。最終的にはレーザを用いて広大な範囲の計測が可能な LiDAR を用いる予定である。距離セ
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ンサとして RGB-D センサを用いた計測系を構築しておくことで、後に LiDAR から得られる距離
情報と RGB-D センサの距離情報の比較による点群位置合わせを行うことで RGB-D センサと
LiDAR の位置姿勢推定を行うことが可能であるため、LiDAR から得られた 3 次元形状データと
近赤外線センサなどの他のセンサから得られた物理量との統合が可能である。

図 3-4 推定されたセンサ間の位置姿勢関係

以上をもって、環境中の距離情報と環境中の特徴的な物理量の分布情報を統合し、3 次元的
に取得するためのセンシングシステムの構築を完成させた。

(2)センシングシステムの構築とセンサ情報重畳の理論
これらのセンサと距離情報を統合するためには、異種複数のセンサ間での位置姿勢を推定し、
センサ情報の座標系を正確に変換する必要がある。ここで、本研究における技術的な課題とし
て統合するセンサ間での解像度及び画角の違いがある。例えば、本研究で用いる近赤外線カメ
ラは、近赤外線光に高い感度を持つ InGaAs（インジウム、ガリウム、ヒ素）近赤外線カメラで
あり、このような特殊用途のカメラは、標準的な RGB カメラと比較すると、解像度が低く視野
角が狭くなる傾向にある[2]。そこで、近赤外線カメラを角度制御可能なパンチルト雲台で回
転させながら近赤外線情報を計測し、逐次 3 次元点群に重畳することで視野角の違いを解決す
る。図 3-5 は、標準的なカメラと同等の視野角を持つ距離情報が取得可能な距離画像センサ
（RGB-D センサ）の視野角内を、近赤外線カメラを回転させることで掃引した様子である。以
下、近赤外線カメラを例に、構築したシステムの概要及び、その計測原理を説明する。
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図 3-5 RGB-D カメラと近赤外線カメラの視野角の違いと近赤外線カメラの掃引の様子
本研究の目的を達成するための、近赤外線カメラ、RGB-D カメラ、及びパンチルト雲台を用
いた撮影システムの概要図を図 3-6 に示し、実際に構築した計測システムの外観を図 3-7 に示
す。RGB-D カメラで取得した 3 次元距離情報に近赤外線カメラで取得した近赤外線情報を重畳
する。

パン回転方向
近赤外線レンズ
望遠レンズ

近赤外線カメラ
チルト回転方向

パンチルト雲台

RGB-Dカメラ

X
Y
Z

図 3-6 計測システムの概要

図 3-7

構築した計測システム

近赤外線カメラで取得した輝度値の RGB-D カメラで取得した 3 次元距離情報への重畳には、
平成 30 年度に構築済みのキャリブレーション手法で求めた両センサ間の位置姿勢関係及び、
角度制御雲台への制御入力を用いる。具体的には、ある任意の 3 次元距離情報から 2 台のカメ
ラ間の位置関係を表す並進ベクトルと回転行列及び近赤外線カメラの内部パラメータを用い
る事で、対応する近赤外線カメラの画像座標点を求める事を考える。ここで、近赤外線カメラ
の画像座標点を

、RGB-D カメラから取得した 3 次元距離情報を

パラメータを A、2 台のカメラ間の並進ベクトルを

、近赤外線カメラの内部

、回転行列を

とすると以下の式

(1)が成り立つ。

(1)
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ここで、

が事前のキャリブレーションで求まる既知の量であり、

は事前のキャ

リブレーション結果の姿勢関係を初期値として、角度制御雲台への制御入力により逐次求まる
量である。この式により、RGB-D カメラの 3 次元座標と近赤外情報を対応付けることが可能で
ある。
(3)単一の視点からの 3 次元測距実験
実験は、楢葉遠隔技術開発センターにて行った。楢葉遠隔技術開発センターは、1F の廃炉推
進のために遠隔操作機器（ロボット等）の開発実証施設として整備された施設であり、本実験
は移動ロボットによる昇降を想定したモックアップ階段下で行った（図 3-8）。計測対象物は水
溜りを想定し、直径約 800 mm、深さ約 50 mm の簡易プールに、水道水を溜めたもの（図 3-9）
を用いて、近赤外線照明を用いて対象物を照らしながら計測を行った。

図 3-8

モックアップ階段

図 3-9 簡易プール

RGB-D カメラの画角は（水平×垂直）=（69.4°×42.5°）であるのに対し、本研究で用いた近
赤外線カメラの画角は（水平×垂直）=（約 8°×約 8°）である。近赤外線情報が不足する領域
が出ないようにオーバーラップさせる事を考慮し、パン及びチルト方向に 7°ずつ近赤外線カメ
ラを回転させることにより掃引し、近赤外線情報の統合を行った。RGB-D カメラ単体での計測
の結果を図 3-10 に示し、3 次元距離情報に近赤外線情報を重畳した結果（提案手法）を図 311 に示す。簡易プールの内側に溜めた水の部分が、図 3-8 の可視光を提示した RGB カメラの画
像では透明で視認が困難であるのに対して、図 3-9 の近赤外線情報を可視化した画像では黒色
に提示されていることが確認できる。

図 3-10 RGB-D カメラでの計測結果

図 3-11 近赤外線情報の重畳結果
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3.1.2

既知サーベイ情報のオンサイトフィードバックによるセンシングの高精度化アルゴリ
ズムの構築【令和元年度－令和 2 年度】

3.1.1 で構築した手法により、一地点からの視野を広げて効率的に計測することが可能であ
る。しかし、より広域の調査を目的とする場合や、既に取得したサーベイ情報を更新する場合、
新規に取得した複数の視点からの計測データとの統合が必要になる。本研究では既存のサーベ
イマップを参照し、自己位置データなどを用いて既存情報からの差分を検出することにより、
新たな環境センシング結果を補完する手法を提案した。
(1)提案手法の概要
提案手法における複数視点からの計測データの統合は以下の手順で行う。まず、前述の 3.1.1
で構築したセンシングシステムを用いた計測により単一の視点からの計測データを獲得する。
それを用いて生成した既存のサーベイマップを参照し、オドメトリから得られる自己位置デー
タや 3 次元点群位置合わせ手法を組み合わせることによって、新たな環境センシング結果を統
合・補完する。特に、令和元年度オドメトリなどから得られる自己位置情報のみでは精度が不
十分な場合に対し、3 次元点群位置合わせ手法である ICP を用いることで、複数視点から計測
した複数の計測データを高精度に統合し、視野を拡張する。さらに、近赤外線情報の輝度値に
対して事前実験に基づき設計した閾値を用いることで、水源領域を検出する手法の検討を行っ
た。得られた水源情報付き 3 次元点群に対して、検出距離ベースのフィルタや IMU を用いた傾
斜フィルタを施すことで、地表面に存在する水溜りのみを対象としたノイズに頑健な精度の良
い計測を行う手法を提案した。
(2)実験による検証
実験では、図 3-8 のモックアップ階段周囲に図 3-12 のように簡易プールを 5 か所に設置し、
上記の提案手法を用いて複数視点の統合を行った。本実験では特に、移動ロボットのオドメト
リによる自己位置情報が得られない場合を想定し、ICP を用いた統合における初期値は簡易プ
ールの特徴的な点を手動で与えた。得られた計測結果を図 3-13 に示す。1 か所のみからでは計
測が困難な広範囲の計測が、提案手法により達成されていることが確認できる。

図 3-12 計測した 5 視点

図 3-13 5 視点の重畳結果

(3)水系領域の検出に関する検証実験【令和元年度－令和 2 年度】
水のような水系物質は近赤外線領域の波長を吸光するため、水系物質の存在する領域を近赤
外線カメラで撮影した場合、映像上での輝度値は低くなる。しかし、水系物質による吸光以外
に、距離による減衰や障害物の遮蔽などにより、反射光がカメラに到達しない場合にも同様に
映像上の輝度値は低くなる。これら後者の場合は、カメラと対象物の位置関係の変化により映
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像が変化すると考えられる。例えば、対象物との距離が大きい場合に照射光が届かない状況は
対象物に近づくにつれて解消され、障害物に遮蔽された死角も多地点からの観測では解消され
る場合もある。本研究では多視点からの観測結果を統合して 1 つの局所点群情報を獲得する過
程で、同一位置に関する環境情報の不整合を手掛かりに、上記のような水系物質による吸光と
それ以外の影響による輝度値の低下を判別可能である。
輝度値の低い領域を検出する上で、適切な基準値が必要となる。そこで、水深と近赤外線カ
メラの輝度値（以下、「NIR 輝度値」と略す。）の関係性を獲得するための測定実験を行った。
測定環境と結果を図 3-14 に示す。右側の横軸が計測対象の水深を示しており、縦軸が計測さ
れた NIR 輝度値の平均値である。この結果において水深が大きくなると吸光により受光量が減
少し、NIR 輝度値が低下する傾向が確認できる。また、NIR 輝度値の減少は 55 程度を最小値に
飽和していることも確認できる。この結果から、環境光や反射光中の近赤外線成分による影響
を下限に、計測対象の水深の大小を推定することができることが確認できた。

図 3-14 水深と NIR 輝度値の相関分析結果

(4)異種複数センサの情報を統一的に扱うための方法論の提案・システム構築【令和 3 年度】
提案システムを一般的なエリアセンサに拡張するための方法論の提案とシステム構築を行
った。空間内を高解像度で表現するためには、密な 3 次元情報が必要である。提案するシステ
ムでは、まず LiDAR をパンチルト雲台に搭載し、空間内を走査しながら計測することで高密度
な点群データを獲得する。その上で、属性情報の画像を取得可能なエリアカメラの情報を精度
よく統合する。最終年度では例として、主に暗所環境の調査を対象としてサーモカメラと偏光
カメラを用いた暗所環境を明瞭化するための計測システムを構築した。
【方法論】
暗所環境における属性情報付き 3 次元情報として、LiDAR から計測した点群データに対して
偏光カメラの画像とサーモカメラの温度画像を重畳する。3 次元点群に対応する画像座標を取
得するためには、各カメラと LiDAR 間の位置姿勢を表す並進ベクトルと回転行列、及び各カメ
ラの内部パラメータが必要である。
各カメラの内部パラメータは既知とし、各カメラと LiDAR の位置姿勢はキャリブレーション
により取得する。これら外部パラメータのキャリブレーションでは、3 次元点群 p に対して、
既知パラメータである対象とするカメラ画像上での対応点座標 m と内部パラメータ A、及び求
めたい並進ベクトル t と回転行列の初期値 R を用いて、再投影誤差を表現する。その再投影誤
差の最小化問題は以下の式(2)のように表される。

𝐑𝐑∗ , 𝐭𝐭 ∗ = argmin ‖� � � �𝐑𝐑 � 𝐭𝐭� �‖
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この誤差関数をレーベンバーグ・マーカート法により最小化し、誤差が最小となる並進ベク
トルと回転行列がカメラと LiDAR 間の位置姿勢となる。
水漏れや水たまりは蒸発により温度低下が発生し、周囲の環境との温度差が生じる。本手法
では、サーモカメラを用いて環境温度を計測し、計測した温度があらかじめ設定した閾値以下
で撮影された画素領域を水漏れや水たまりの領域だと判定する。
また暗所環境においてロボットに搭載したライトによって環境を照射した際、環境と配管や
水面などの調査対象物間の鏡面反射光により白とびが発生し、明瞭な視野を得ることが困難な
場合がある。そこで、偏光カメラにより計測した偏光情報から鏡面反射光を除去することで検
出した箇所の明瞭化をする。偏光カメラには、偏光角が異なる 4 種類の素子が搭載されており、
それらの素子の輝度値から偏光状態を表す行列であるストークスパラメータを算出し、各画素
の輝度値の最小値を求めることで、鏡面反射光を除去する。
【JAEA 楢葉遠隔技術開発センターでの検証実験】
本手法の検証実験も、楢葉遠隔技術開発センターのモックアップ階段下で行った（図 3-15）。
計測対象物は水溜りを想定し、直径約 800 mm、深さ約 50 mm の簡易プールに、水道水を溜めた
ものを用いた。計測には、サーモカメラとして FLIR 社製 A-35、偏光カメラには LUCID Vision
Labs 社製 Phoenix PHX050S-Q を使用し、LiDAR には Velodyne Lidar 社製 VLP-16、パンチルト
雲台には FLIR 社製 PTU-E46 を用いた（図 3-16）。

図 3-15 ロボットを用いた計測実験

図 3-16

3.1-8
- 39 -

搭載したセンサ群

JAEA-Review 2022-011

計測結果の例を図 3-17 に示す。図 3-17(a)が環境を偏光カメラで撮影した映像であり、図 317(b)が同シーンをサーモカメラで撮影した温度画像である。各センサは画角や搭載している
物理的な位置が異なるために、各画像間にはずれが生じていることが確認できる。その結果を
LiDAR の点群情報に統合した結果が図 3-17(C)である。図 3-17(C)は、得られた 3 次元点群の中
でサーモカメラの視野角内の点群に対して重畳した温度情報をヒートマップとして可視化し
ており、簡易プール内の水を張った領域の温度が低く青色となっている。サーモカメラと LiDAR
の情報が位置ずれなく重畳されており、センサ間のキャリブレーションが正しく行われている
ことが確認できる。

(a)計測環境の例（NARREC）

(b)環境の温度情報

(c)温度情報の重畳結果
図 3-17 楢葉遠隔技術開発センターにおける計測結果の一例
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【暗所環境での検証実験】
暗所調査における視野明瞭化の効果を検証するために、図 3-18 に示す暗室環境での検証実
験を行った。得られた高密度点群を図 3-19(a)に示し、温度情報を重畳した結果を図 3-19(b)
に示す。3 次元情報に偏光カメラで撮影した RGB 画像を重畳した点群を図 3-19(c)に示し、反
射成分を除去した提案手法による結果を図 3-19(d)に示す。図 3-19(b)～(d)の結果から、簡易
プール及びプール内のマーカの形状に従ったテクスチャが正しく重畳できていることが確認
できる。図 3-19(c)と(d)を比較すると、図 3-19(c)ではライトの反射による白とびで簡易プー
ル内に設置した矢印のマーカのテクスチャを視認することができない。図 3-19(d)の反射成分
を除去した提案手法による結果では、マーカに描かれた矢印を視認できることから、提案手法
により視認性を向上させた映像を提示できることが確認できた。

図 3-18

検証実験の暗室環境

(a)点群データ

(b)温度情報を重畳した点群

(c)色情報付きの点群（白とび）
図 3-19

(d)反射成分を除去した色付き点群

暗室環境での計測実験結果
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3.1.3 まとめ
本節 3.1 の最後に、
「高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシング」
の研究について当初目標とそれに対する具体的な成果をまとめる。
「環境特徴量の分布情報を取得可能な 3 次元測距システムの構築」では、当初目標として、
環境特徴量の分布情報を取得可能な 3 次元測距システムの構築やセンサ選定、3 次元測距シス
テムの構築及び異種複数センサ間キャリブレーション手法の構築があった。また、キャリブレ
ーション済みのセンサデータを、環境特徴量の分布情報を付加したセマンティックな点群デー
タとして統合するセンサ統合処理手法を構築し、さらに単体で動作するキャリブレーション済
みのセンシングシステムを完成させる。評価として、実験場にはモックアップや不整地などが
用意された模擬環境を選定し、実際の廃炉現場での活用を想定した検証実験を実施する。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、環境特徴量の分布情報を取得可能な 3 次元測
距システムの構築を完了した。センサ選定においては、3 次元距離センサとして距離画像セン
サである RGB-D センサとレーザを用いた LiDAR について基礎的な検討と検証実験を行い、最終
的には LiDAR を選定した。また、環境特徴量を取得するセンサとしては、水系領域を検出可能
な近赤外線カメラやサーモカメラ、視野を明瞭化させるための偏光情報を取得可能な偏光カメ
ラなどを選定し、検証実験を行った。それら異種・複数のセンサを統合可能な体系的なセンサ
キャリブレーション手法を確立し、3 次元計測装置としてシステム化した。実際の廃炉現場で
の活用を想定し、モックアップや不整地などが用意された模擬環境において検証実験を行い、
環境特徴量の分布情報を取得できることを確認した。
「既知サーベイ情報のオンサイトフィードバックによるセンシングの高精度化アルゴリズム
の構築」では、当初目標として既存のサーベイマップを参照し、自己位置データなどを用いて
既存情報からの差分を検出することにより、新たな環境センシング結果を高精度化することを
目標としていた。また、テストデータを用いることにより、計算機上でアルゴリズム構築の完
了を目標としていた。開発したセンシングアルゴリズムの高精度化においては、既存の近赤外
線情報を伴う 3 次元データと新たに取得した情報の差分を比較することで水源等の情報を精度
よく検出し、周辺の 3 次元情報との整合性を考慮することで高精度化を行い、既存のセンシン
グデータの更新も行う手法を検討する。さらに、実証実験においては、構築した近赤外線情報
と 3 次元距離センサの統合センシングシステムを用いて、他大学で利用可能なデータ形式のセ
マンティックな属性情報付きの 3 次元点群を取得し、評価・改善・再実験を繰り返す。最終的
に成果を取りまとめ、学会発表や学術論文への投稿等を行い、対外的に成果を報告することを
目標としていた。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、新たな環境センシング結果を高精度化におい
ては、既に取得した複数視点からの 3 次元計測結果に対して点群位置合わせなどを行うことで
統合し正確な局所マップを獲得した。実際の廃炉現場での活用を想定し、モックアップや不整
地などが用意された模擬環境において検証実験を行い、特に 1 か所のみからでは計測が困難な
広範囲の計測が、提案手法により達成されていることを確認した。実験では、構築した 3 次元
センシングシステムを用いて環境特徴量の分布情報が載った距離情報を取得し、他大学で利用
可能なデータ形式への変換までを行った。そのデータをプロジェクト内で共有することで、繰
り返しの評価・改善・再実験を実現した。学会発表については国内学会で 3 件の発表を行い、
1 件の学術的な賞を受けた。
本要素技術の実用化を見据えた今後の課題として、局所マップのさらなる精度向上や、より
多様な環境特徴量の取得とその活用方法の検討などが挙げられる。精度向上のためには、より
頑健かつ簡便なセンサ間の外部パラメータのキャリブレーション手法の構築が挙げられ、多様
な環境特徴量の取得には新規センサの調査や検証を行う必要がある。これらの課題については
今後も引き続き実用化に向けて研究開発を継続して行っていく。
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3.2 サーベイマップ生成のためのセマンティック SLAM【平成 30 年度－令和 2 年度】
3.2.1 シミュレーション環境構築【平成 30 年度】
本要素技術における実センサ情報を用いた局所セマンティックマップの生成及びそれらを
利用したロボットの行動生成のための強化学習のために、仮想環境を模擬したシミュレーショ
ン環境を構築した。

図 3-20 開発したシミュレーション環境ツール
図 3-20 に Windows 10、Visual Studio 2017 環境で開発したシミュレーション環境構築のた
めのツールを示す。環境の 3 次元情報を効果的に表現するため OpenGL ライブラリ[3]を導入し
た。ツール画面の黒い背景の部分が 3 次元情報を描画するための OpenGL 画面であり、真ん中
に示す（X、Y、Z）座標軸は環境の世界座標系を意味する。
図 3-21 は開発したツールを利用して描画したシミュレーション環境における 3 次元点群情
報を示しており、図 3-21(a)は手動で生成した仮想環境における 3 次元点群情報、図 3-21(b)
は複数視点の RGB-D センサ（Microsoft Kinect v2）から取得したデータを統合した 3 次元点
群情報を示す。令和元年度からは千葉工業大学グループから処理された LiDAR 情報を使用する
計画である。3 次元点群処理ライブラリとしては Point Cloud Library（以下、
「PCL」と略す。）
[4]を導入した。PCL の 3 次元点群データ構造を利用することにより（X、Y、Z）の 3 次元位置
情報だけではなく、その位置に対応する環境のセマンティック情報（熱源、水源等）も容易に
表現することが可能である。

図 3-21 3 次元点群情報
(a)手動で生成した仮想環境、(b)RGB-D センサから取得した実環境
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しかし、密な環境情報を表す数多くの 3 次元点群情報をそのまま扱うと、東京工芸大学グル
ープとのデータ授受のインターフェイス構築が困難であると予想されるため、環境の 3 次元情
報に適したコンパクトなデータ表現構造を新たに導入する必要がある。そこで本要素技術の研
究課題では、3 次元ボリューメトリック情報を効率的に表現可能な OctoMap ライブラリ[5]使
用することで、3 次元点群情報をコンパクトに圧縮し、3 次元セマンティックマップを生成す
る。OctoMap の 8 分木データ構造は、メモリの側面で効率的であるものの、図 3-21 のような全
ての 3 次元点群データをそのまま OctoMap ライブラリに入力すると、非常に計算の負担が大き
くなる。従って、事前処理として、数多くの点群データに 3 次元立方体形状の格子を導入し、
中心に近い 1 個の点のみをデータとして取る voxel grid filter[5]を用いる。これにより均
一に点群の密度を減少させることが可能となり、以降の作業で実行する演算量を削減すること
が可能である。OctoMap ライブラリを用いて生成された図 3-21 の 3 次元点群情報に対応する
それぞれの 3 次元マップの様子を図 3-22 に示す。

図 3-22 OctoMap ライブラリにより生成した 3 次元マップ
(a)手動で生成した仮想環境、(b)RGB-D センサから取得した実環境

次に、中央大学グループと東京工芸大学グループ間のデータ授受のインターフェイス構築に
関して説明する。まず、開発したツールを用いて作成した 3 次元マップを東京工芸大学グルー
プにおけるロボットの行動生成のために利用するには、マップデータの形式を定義する必要が
ある。具体的には、東京工芸大学グループが強化学習を実行するために使用する Choreonoid が
読み込めるデータ形式にマップデータを変換して出力する必要がある。従って、マップデータ
を図 3-23 に示すような Collada(.dae)形式で出力し東京工芸大学グループに渡すことで、3 次
元マップ情報と Choreonoid との統合を完了させる。ここで、出力した Collada(.dae)形式に
は、マップ情報を構成する各立方体の中心点の位置と一辺の長さ情報が全て記載されている。
また、東京工芸大学グループから生成されたロボットの行動生成データを中央大学グループに
おける SLAM の実装のためのロボットの予測移動軌跡情報として用いるためには、ロボットの
行動データの形式を相互間に統一する必要がある。従って、図 3-24(a)のようにロボットの行
動データ形式を定義した。図 3-24(b)は東京工芸大学グループにおける実ロボットの行動デー
タをもとに、開発したツール（図 3-20）を用いて復元したロボットの予測移動軌跡である。以
上のように、東京工芸大学グループと中央大学グループとのシステムの接続を完了させた。
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中心点の座標

一辺の長さ

図 3-23 Collada(.dae)形式マップデータの例

t [s] ∆x [m]

∆y [m]

∆θ [deg]
予測位置

ロボット

t=0s

t=4s

予測軌跡

(a)

t = 10 s

(b)

t = 16 s

図 3-24 データ授受のインターフェイス
(a)ロボットの行動データの形式、(b)復元したロボットの予測移動軌跡

3.2.2 局所セマンティックマップ生成【令和元年度】
(1)LiDAR におけるセマンティックマップの生成
本項 3.2.2 では、環境特徴量の分布情報を含む点群データを処理し、セマンティックマップ
を生成した結果を説明する。図 3-25 に、ロボットに装着した Velodyne Lidar 製 VLP-16 から
取得した 3 次元点群データと、それらを用いて生成した静止状態におけるロボット周囲の環境
に対する局所 3 次元セマンティックマップを示す。本研究では、水や熱源などの環境の属性情
報を特徴として活用する。
点群は、
環境計測に用いる LiDAR と融合するセンサの種類によって、
周囲環境の 3 次元形状情報やレーザの反射強度以外にも様々な情報を含むことが可能である。
例えば、光学カメラを融合する場合は色付き点群情報を得ることが可能である。また、近赤外
線カメラ、サーモカメラやガンマカメラを融合して計測する場合、水源、熱源や放射線源など
環境の属性情報の取得が可能である。点の持つそれらの物理量が特徴的である場合、それと似
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た物理量を持つ点を同じクラスであるとみなすことが可能である。以上を踏まえ本研究では、
LiDAR から取得する 3 次元点群に対して熱源のクラス、水たまりのクラス、またそれらに属さ
ない点群のクラスのいずれかを付与し、3 次元セマンティックマップを生成する。
熱源

水源

図 3-25 局所 3 次元セマンティックマップの生成
（左：ロボットに装着した LiDAR、中：LiDAR から取得する 3 次元点群、
右：局所 3 次元セマンティックマップ）

(2)6 自由度におけるオドメトリの計算
ロボットが複数の場所から生成したそれぞれの局所セマンティックマップを広域局所セマ
ンティックマップ統合するためには、ロボット自身の各計測場所における位置・姿勢情報を推
定する必要がある。本節では、ロボットの車輪のエンコーダデータと IMU から測定される姿勢
（ロール、ピッチ、ヨー角）データを用い、オドメトリの計算による 3 次元空間内を移動する
ロボットの 6 自由度自己位置・姿勢推定を行う手法を説明する。

ϕt

θt

z

x

{W}
図 3-26

z

{R}

y

ψt x

y

世界座標系とロボット座標系

図 3-26 は世界座標系とロボット座標系を示している。床が平らな屋内環境でロボットが走
行する場合には、状態の定義は 3 自由度 xt = [x y ϕ]T で十分である。しかし、平らでない屋外環
境でロボットが走行する場合には、状態を 6 自由度 xt = [x y z ψ θ ϕ]T で定義する必要がある。
時刻 t-1 で推定したロボットの状態 xt-1 に、エンコーダと IMU から得られる制御入力 u = [Δx Δy
Δz Δψ Δθ Δϕ]T を適用して、時刻 t でのロボットの状態 xt を予測する運動モデル g(xt-1, ut) は次
のように表現され、オドメトリの計算に用いられる。
(3)
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(4)

ただし、sψ = sin(ψt-1+Δψt/2)、sθ = sin(θt-1+Δθt/2)、sϕ = sin(ϕt-1+Δϕt/2)、cψ = cos(ψt-1+Δψt/2)、cθ =
cos(θt-1+Δθt/2)、cϕ = cos(ϕt-1+Δϕt/2)である。ut は時刻 t-1 から t の間の制御入力を意味し、[Δxt Δyt

Δϕt]T はエンコーダから、[Δψt Δθt Δϕt]T は IMU から得られる。Δzt は測定が困難であり、一般に
0 と仮定する。式(3)、(4)は次式のように制御入力[Δxt Δyt Δzt]T を[ψt-1+Δψt/2 θt-1+Δθt/2 ψt-1+Δψt/2]T
に関して回転変換することにより誘導される。
(5)

(6)

(7)

ここで、回転変換は式(7)に示すオイラー角を用いる。すなわち式(5)、(6)を展開すること
により、ロボットの 6 自由度の運動モデルである式(3)、(4)を誘導可能である。

(3)実験による検証
以下、上記で説明したオドメトリにより推定されたロボット位置・姿勢による局所セマンテ
ィックマップの統合実験結果を述べる。実験は図 3-27 に示す楢葉遠隔技術開発センターの要
素試験エリアで行った。本実験では、LiDAR から環境の形状情報を持つ点群を取得し、それに
対して仮想的な属性クラスを付与することで、特徴的な物理量を持つ環境を表現しているが、
実際のデータ処理には使用していない。
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図 3-27 評価実験
（左：実験環境、右：ロボットの移動軌跡）
図 3-28 に真のロボット軌跡を用いて生成した広域セマンティックマップとオドメトリを適
用したマップ統合の実験結果を示す。ここで、赤色、青色で描画される箇所はそれぞれ仮想的
に模擬した熱源、水たまりである。また、紫色の線は真のロボット軌跡を表している。クロー
ラタイプの車輪はオドメトリの誤差が非常に大きく、時間経過によりロボットの位置・姿勢誤
差が累積してしまうため、統合される広域セマンティックマップには非常に大きなずれが生じ
た。次節ではこのようずれのない高精度な広域セマンティックマップを生成するための SLAM
について説明する。

図 3-28 マップ生成結果
（左：真のロボット軌跡を用いて生成した広域セマンティックマップ、
右：オドメトリによる広域セマンティックマップ）
3.2.3 広域セマンティックマップ生成のための SLAM【令和元年度－令和 2 年度】
(1)システムの全体構成
広域マップ生成の手法である SLAM は自己位置推定とマップ構築の問題を合わせて解くこと
で両者の解を同時に求めるという特徴があり、大きく逐次 SLAM と完全 SLAM に分けられる。逐
次 SLAM とは、SLAM を隣接フレーム間でのみ行い、ロボットの軌跡と地図を求める手法である。
ロボットの自己位置推定を、エンコーダなどの内部センサによるオドメトリの変位を加算する
ことで行うことも可能ではあるが、これには誤差が大きいという弱点がある。そこで、カメラ
や LiDAR などの外部センサから得られる画像や点群などのデータを特徴量に基づいて位置合わ
せし、その結果によって自己位置推定を行うことで、ある程度の精度が保証される。一般に、
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オドメトリの変位を初期位置として外部センサのデータの位置合わせを逐次的に行うことが
多い。一般的に、最終的に得られたロボットの軌跡に従って計測データを剛体変換することに
よって、広域マップを生成する。
完全 SLAM とは、隣接フレーム間の情報のみを扱っていた逐次 SLAM とは異なり、全てのフレ
ーム間の情報を考慮することで SLAM を行う手法である。ロボットの軌跡によって与えられる
隣接フレーム間のロボットの変位情報に加えて、隣接していないフレーム間でも同様に位置合
わせを行うことで、全てのフレーム間に変位の拘束が生じる。完全 SLAM において、ロボット
の軌跡を歪めてもこの全ての拘束を同時に満たす軌跡の解は存在しないため、誤差関数を定義
し、誤差が最小になる軌跡を最適化によって求めることで、最適な軌跡を計算する。完全 SLAM
の一種にポーズ調整がある。ポーズ調整では、位置合わせ結果の不確かさに基づいて、複数の
拘束から生じる変位の誤差を減らし、軌跡を最適化する。誤差関数は、変位の誤差に情報行列
で重み付けをしたものの総和とする。情報行列とは、位置合わせの不確かさを表す共分散行列
の逆行列とする。特徴として、不確かさの小さいフレーム間の誤差は許容されにくいというも
のがある。一般に、逐次 SLAM によって得られた軌跡を初期位置として入力し、ポーズ調整に
よって最適化を行うことが多い。本研究では、全てのフレーム間のスキャンマッチング結果に
ポーズ調整を適用することで最適な軌跡を出力する。
本研究で開発した広域セマンティックマップ生成システムを図 3-29 に示す。ここで、ロボ
ットは環境を移動しながら属性付き点群を n フレーム分計測するものとする。まず、スキャン
マッチングによる SLAM（属性付き点群の位置合わせ）を行い、ロボットの軌跡と点群地図を計
算結果として出力する。位置合わせする点群は、0 フレームから n - 1 フレームまでの点群の
全組み合わせで、インデックスを i、j とする。スキャンマッチングは、まず第一の提案手法で
ある属性付き大域的スキャンマッチングにより点群の初期位置合わせを行い、続いて第二の提
案手法である属性付き局所的スキャンマッチングによって初期位置合わせ後の点群を高精度
に位置合わせする。そして、スキャンマッチングの結果よりロボット軌跡を出力する。なお、
この処理は逐次 SLAM に該当する。続いて、ロボット軌跡に対してポーズ調整を行う。ポーズ
調整では、位置合わせ結果の不確かさに基づいて軌跡を最適化する。なお、この処理は完全 SLAM
に該当する。ポーズ調整は[6]の手法を採用しており詳細は文献を参照されたい。最適化後の
ロボット軌跡に従って n フレーム分の点群を剛体変換することで、広域セマンティックマップ
を生成する。また、最終的に出力された広域セマンティックマップを真値と比較することによ
り、評価を行う。

図 3-29

システムの全体構成
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(2)局所的スキャンマッチング
3.2.3 で説明したオドメトリによるロボットの自己位置推定では、時間経過によりロボット
の位置・姿勢誤差が累積してしまい、統合される広域セマンティックマップにずれが生じてし
まう。そこで、本研究ではスキャンマッチング SLAM において主に使用される ICP[7]アルゴリ
ズムに基づく手法を採用し、広域セマンティックマップの精度向上を図る。ICP は、大まかな
位置関係が既知の点群同士を精密に位置合わせする剛体変換を出力する。ここで、大まかな位
置関係は、移動ロボットのエンコーダから得られる変位から与えられることが多い。ICP は拡
張性が高く、目的に応じた拡張手法が多数存在する[8][9]。以下、ICP アルゴリズムについて
簡単に述べる。この手法は、点群同士を位置合わせするような剛体変換を求めるために用いら
れる。まず、点群間の距離に起因する精度の低下や計算コストの増大を避けるため、連続した
2 つのフレームの局所セマンティックマップの初期位置を設定する。本研究で提案する SLAM に
おいては、信頼性の低いエンコーダ情報からのオドメトリではなく、後述する大域的スキャン
マッチングによって初期位置を与える。その後、位置合わせ状態を、マップを構成する点間距
離の総和で評価する最小化問題を解く。この時、現在フレームで生成した局所セマンティック
マップを構成する点群（以下、
「ソース点群」と略す。）と前のフレームで生成した局所セマン
ティックマップを構成する点群（以下、
「ターゲット点群」と略す。
）をマッチングする。すな
わち、次式(8)のような距離の二乗和 E を評価値とし、最近傍点探索と変換行列計算を繰り返
し行うことで、変換行列の回転成分行列 R、変換行列の並進成分ベクトル T を求める。

(8)

E：距離の二乗和（評価値）
p：ソース点群の点
q：ターゲット点群の点
N：ソース点群の点の数（繰り返し計算の試行回数）
ki：ソース点群中の i 番目の点に対応する参照スキャンデータ点
R：変換行列の回転成分行列
T：変換行列の並進成分ベクトル
次に、本研究で提案した属性付き ICP について説明する。属性付き ICP は、属性付き点群の
局所的スキャンマッチングを行う手法である。本手法では、近赤外情報または温度情報とレー
ザ反射強度情報を特徴量として用いる。本手法は ICP を拡張したもので、剛体変換の計算は従
来のものと同じであるが、最近傍点探索の際に点の属性を考慮することで位置合わせ結果を向
上させている。本手法では、属性付き点群を測定した段階では連続値として与えられる属性値
を二値化し、複数のクラスに分割してから点群を位置合わせする。近赤外線の反射強度または
温度情報の大小と、LiDAR の反射強度の高低によって、表 3.2-1 に示すように 4 つのクラスを
定義する。ここで、近赤外の反射強度または温度情報は IR、LiDAR におけるレーザの反射強度
情報は IL と定義する。
表 3.2-1 点群における属性値の分類
属性値

高 IR

低 IR

高 IL

クラス i

クラス ii

低 IL

クラス iii

クラス iv
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本研究では、
表 3.2-1 において属している点の数が少ないクラスを、希少クラスと定義する。
すなわち、環境から属性付き点群を計測した時点で、表 3.2-1 に示す方法で点群を 4 つのクラ
スに分け、その中で点群数の比較的小さいクラスを希少クラスとして扱う。なお、条件によっ
ては、希少クラスとして選ばれるクラスが複数存在する場合がある。従来手法の ICP における
最近傍点探索の評価値に、属性に応じたペナルティαを与えることで、図 3-30 に示すように同
一クラスに属する点同士が優先的にマッチングされ、位置合わせの精度が向上する。以下に、
最近傍点間の距離の二乗和 Enew を与える式(9)を示す。
�

𝐸𝐸��� = ∑�
��� ��𝒑𝒑�� − (𝒒𝒒� 𝑅𝑅 𝑅 𝑅𝑅)� + 𝜆𝜆�𝒑𝒑�� 、𝒒𝒒� ��
𝜆𝜆�𝒑𝒑、𝒒𝒒� = �

𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝒑𝒑) ≠ 𝑐𝑐(𝒒𝒒)
0  if 𝑐𝑐(𝒑𝒑) = 𝑐𝑐(𝒒𝒒)

(9)

ここで、関数 c(p)は点 p = [x y z IR IL]T の属するクラスを意味する。

図 3-30 ICP による点群の位置合わせ
（左：従来の ICP、右：属性付き ICP）
属性付き ICP では、最近傍点探索において、希少クラスの点をクエリとして近傍点探索をす
る際に探索領域を拡大することで、マッチングの精度を高められる。希少クラスの点は、環境
中の限られた領域のみに分布していると考えられ、同じ希少クラス同士の点同士を優先的にマ
ッチングできれば、環境中の同じ場所から測定されたものである可能性が高い。その一方で、
環境中の限られた領域のみに存在するために、通常の最近傍点探索では同じクラス同士がマッ
チングされにくいという欠点がある。そこで、希少クラスの最近傍探索の範囲を広げることで、
同じ希少クラスの点とマッチングされる可能性を高め、この問題に対処する。
(3)大域的スキャンマッチング
大域的スキャンマッチングとは、点群同士の大まかな位置関係を求める手法で、これまでに
多くの研究が行われてきた[10][11]。大域的スキャンマッチングの多くは、形状情報から計算
される特徴量を参照してスキャンマッチングを行っている。まず、点群中の各点ごとに特徴量
を計算する。
形状情報を反映した特徴量としては Fast Point Feature Histogram（以下、
「FPFH」
と略す。）[10]などが広く用いられている。続いて、特徴量空間で近傍点探索をし、各点ごとに
点対応を求める。そして、各点対応ごとのユークリッド距離を最小化する剛体変換を最小二乗
法によって求め、点群を位置合わせする。なお、剛体変換を求める際に用いる式は式(8)と同様
である。本手法における大域的スキャンマッチングの位置づけは以下の通りである。被災した
3.2-9
- 51 -

JAEA-Review 2022-011

原子炉建屋内の探査にて用いられる移動ロボットの多くは、階段や瓦礫のある環境に対応する
ため、クローラを搭載している。しかしながら、クローラのエンコーダから得られる変位は誤
差が大きく、局所的スキャンマッチングを用いる際の大まかな位置関係を与えるのには不適で
ある。そのため、本研究では、局所的スキャンマッチングの際の初期位置を大域的スキャンマ
ッチングによって与えることで、点群位置合わせの結果を向上する。
属性付き大域的スキャンマッチングでは、FPFH、近赤外線情報または温度情報、レーザ反射
強度情報のそれぞれを特徴量として用いる。本手法では、まず、特徴量の種類ごとの近傍点探
索を行い、点対応の集合を求める。続いて、特徴量ごとに位置合わせに寄与すると思われる点
対応を選別、すなわち「空間的ばらつきを考慮した点対応の選別」を行う。そして、選別され
た点対応の集合をさらに絞り込む「幾何学的拘束を考慮した点対応の選別」を行い、最終的に
選ばれた点対応を用いて剛体変換を出力する。
本手法は、特徴量の種類が変わったり、種類の数が変わったりしても動作が可能である。ま
た、特徴量の形態がスカラでもベクトルでも、基本的には同じ手順で計算を行える。なお、FPFH
は形状情報をヒストグラムの形で特徴量としたもので、ベクトル量である[10]。一方で、近赤
外情報または温度情報、レーザ反射強度情報はスカラ量である。
【空間的ばらつきを考慮した点対応の選別】
本手法では、各特徴量に基づいた近傍点探索によって得られた点対応集合の中から、スキャ
ンマッチングに寄与する点対応を優先的に選別する。点対応に基づく位置合わせにおいては、
近い特徴量の値をもつ点が、空間中で狭い領域にまとまっていないと、それらは位置合わせに
寄与しにくいと考えられる。そのため、スキャンマッチングにより寄与するのは、ある特徴量
の特定の値における、点群中での空間的なばらつき度合いが小さい点を持つ点対応である。
まず、ある点対応に属する点と特徴量が近い点の集合を求め、その集合の空間的なばらつき
度合いを計算する。続いて、ばらつき度合いの小さい点対応を選別することで、スキャンマッ
チングにより寄与する点対応の集合を求める。点対応の空間的なばらつき度合いは、点対応に
属する 2 点のそれぞれで特徴量が近い点の集合の共分散行列を計算し、その対角成分の和を求
めることで算出する。共分散行列の対角成分は、点群の（x, y, z）方向の分散を表しており、
その和によって点の分布の広がりを求めることが可能である。
【幾何学的拘束を考慮した点対応の選別】
本手法では、幾何学的な関係を考慮し、その拘束を満たす点対応を優先的に選別する。図 331 に示すように同じ形状を計測した 2 つの点群の点対応集合が得られている時、計測した形
状の 2 箇所から取得した点同士の距離 li,12、li,23、li,34 は、2 点それぞれの点対応が正しいと仮
定すれば、もう片方の点群に含まれる 2 点の距離 lj,12、lj,23、lj,34 とおおよそ等しくなる。な
お、この場合では li,23 と lj,23、lj,34 と li,34 がおおよそ等しく、点対応の選び方も正しいものと
いえる。つまり、点対応集合に含まれる任意の 2 点対応から、片方の点群に含まれる 2 点の距
離ともう片方の点群に含まれる 2 点の距離を求め、両者の大きさが近ければ、その点対応集合
は幾何学的に矛盾なく選択されたといえる。
本手法の具体的な計算としては、既に得られている点対応集合から幾何学的拘束が成り立つ
部分集合を選別し、より正しいとされる点対応集合から剛体変換を生成する。まず、既に得ら
れている各特徴量の点対応集合を全て連結したのち、その部分集合を全組み合わせにおいて生
成して、それらに対して幾何学的拘束を満たすもののみを選別する。続いて、選別された点対
応集合に式(7)を適用し、E の最小化問題を解くことで、剛体変換を計算する。そして、得られ
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た剛体変換を各点群に適用し、点群間の近傍点のユークリッド距離の平均が最も小さくなる剛
体変換を最終的な出力として、点群の位置合わせを行う。

図 3-31

幾何学的拘束

(4)実験による検証
図 3-32 に示すように近赤外線カメラ、距離画像センサ、LiDAR からなるセンサシステムを移
動ロボットに搭載し、遠隔操作によって移動しながら環境を計測したのち、SLAM によってマッ
プの生成を行った。実験は、図 3-32 に示す楢葉遠隔技術開発センターの要素試験エリアで行
った。この実験施設では、モックアップ階段などの特徴的な形状を持つ建造物が豊富であるた
め、SLAM の評価実験を行うのに適している。図 3-33 に、真のロボット軌跡を用いて生成した
地図の真値を示す。また、人工的な水溜まりを環境内に設置した。水溜まりは、図 3-32、図 333 において、青色の楕円の箇所に設置している。図 3-33 において、紫色の線はロボットの軌
跡を示している。また、図 3-33 における点の色は IR の値を反映しており、IR の値が高いほど
青く、IR の値が低いほど赤く描画している。なお、近赤外センサは LiDAR と比べて計測範囲が
狭いため、点群中の多くの箇所は近赤外情報を持たず IR の値が 0 であり、全体的に見て赤色と
なっている。ここで、実際に計測した属性付き点群を表 3.2-1 に示す基準をもとにクラス分け
した結果、クラス i とクラス iv にそれぞれ属する点の数がそれ以外のクラスのものよりも少
なかったため、クラス i とクラス iv を希少クラスとした。

図 3-32 評価実験
（左：実験環境、
右：近赤外線属性におけるセンサシステムを装着した移動ロボット）
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図 3-33 真のロボット軌跡を用いて生成した広域セマンティックマップ
（左：全体マップ、右：黄色い四角形内の拡大図）
提案手法と従来手法のそれぞれで SLAM を行い、生成されたマップを比較することで評価を
行った。提案手法では図 3-29 のシステムを行い、従来手法では図 3-29 のシステムにて、属性
付き大域的スキャンマッチングの代わりに SAC-IA[11]、属性付き ICP の代わりに従来の ICP を
用いた。図 3-34 より、提案手法によって生成されたマップの精度が向上したことが分かる。
これは、水溜まりを計測したフレーム間でのスキャンマッチングの結果が向上したことによる
と考えられる。

図 3-34 マップ生成結果
（左：属性情報を用いず生成した広域セマンティックマップ：
図 3-33 のマップとの誤差 7.607 m、
右：近赤外線属性情報を用いて生成した広域セマンティックマップ：
図 3-33 のマップとの誤差 4.544 m）
また、最後に図 3-35 のようにサーモカメラ及び偏光カメラと LiDAR からなるセンサシステ
ムを移動ロボットに搭載し、水が豊富な環境を再現するため、冷たい水溜まりを複数個所に設
置した環境での SLAM によるマップ生成実験を行った。IR の情報として、近赤外線情報の代わ
りに温度情報が用いられる以外の条件は上記の実験と全て同じであるため実験内容の詳細は
省略し、生成された広域サーベイマップの最終結果を図 3-36 に示す。サーモカメラ及び偏光
カメラによる温度情報を属性情報として用いた場合も同様に、実際の環境の構造に近い高精度
の温度情報付き広域セマンティックマップの生成が可能であった。
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図 3-35 評価実験
（左：実験環境、右：温度属性におけるセンサシステムを装着した移動ロボット）

図 3-36 温度属性情報を用いて生成した温度情報付き広域セマンティックマップ
（左：全体マップ、右：A 視点から見たマップ）
3.2.4 まとめ
本節 3.2 の最後に、「サーベイマップ生成のためのセマンティック SLAM」の研究について当
初目標とそれに対する具体的な成果をまとめる。
「シミュレーション環境構築」では、当初目標として、シミュレーション環境構築を実施し、
LiDAR を含めたセンサ類からのデータを模擬し、効果的なデータの構造を決定することを目標
としていた。さらに決定されたセンサ類と対応するデータの構造をもとに仮想の 3 次元セマン
ティックマップにおけるシミュレーション環境を構築し、また、ロボットの行動パラメータ及
びマップに関するデータ授受のインターフェイスを構築する必要があった。また、様々な環境
条件下でのシミュレーション実験及び検証を可能にするため、想定した環境条件における仮想
の 3 次元セマンティックマップを簡単に製作可能なツールの開発も目標としていた。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、OctoMap ライブラリを利用した八分木データ
構造に基づくマップ構築シミュレーション環境を構築した。また、Windows 10、Visual Studio
2017 環境において、OpenGL コンピュータグラフィックス及び PCL 点群処理ライブラリを導入
しマップを簡単に作成・管理可能なツールを開発した。これらは以降の全てのセマンティック
マップ生成実験において、各大学間のデータ授受のインターフェイスとして有用に活用される
とともに、結果の管理ツールとして機能した。
「局所セマンティックマップ生成」では、当初目標として、LiDAR からの 3 次元点群データ
を用い、静止状態におけるロボット周囲の環境の形状情報に対する局所 3 次元マップを生成す
る手法を構築するとともに、環境特徴量の分布情報を含む点群データを処理し、セマンティッ
クマップを生成する技術を開発することが目標であった。
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上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、局所 3 次元マップを生成する手法について
は、Velodyne Lidar 社製 VLP-16 から取得した 3 次元点群データを OctoMap ライブラリを使用
し、マップ化する技術を開発した。環境特徴量の分布情報を含む点群データ処理技術について
は、近赤外線カメラ及びサーモカメラから認識可能な水源、熱源などの環境の任意の属性情報
を、以降 SLAM における特徴量として活用可能にするため、具体的な数値として 3 次元点群デ
ータとして反映可能にする技術を実装した。
「広域セマンティックマップ生成のための SLAM」では、当初目標の第 1 段階としてロボット
のオドメトリと IMU から測定される姿勢（ロール、ピッチ、ヨー角）データを用い、3 次元空
間内を移動するロボットの 6 自由度自己位置・姿勢推定を行う手法の確立がある。また、探査
環境における広域セマンティックマップを生成するため、推定されたロボットの 6 自由度位
置・姿勢情報に基づき、ロボットの移動中に生成された複数の局所セマンティックマップを統
合する手法を構築することも目標であった。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、ロボットの 6 自由度自己位置・姿勢推定につ
いては、ロボットの車輪のエンコーダデータと IMU から測定される姿勢（ロール、ピッチ、ヨ
ー角）データを用い、6 自由度運動モデルをベースとしたオドメトリの計算による 3 次元空間
内を移動するロボットの 6 自由度自己位置・姿勢推定を行う手法を確立させた。様々な実験を
通じて、多視点の静止状態から生成した複数の局所セマンティックマップに対して、推定され
たロボット 6 自由度自己位置・姿勢による剛体変換を行い、マップの統合が可能であることを
示した。
さらに当初目標の第 2 段階として構築した局所セマンティックマップの統合システムを改良
し、オドメトリと IMU からのデータだけではなく、局所セマンティックマップに含まれている
環境特徴量の分布データも利用し、ロボットの位置・姿勢情報とマップ全体のずれを同時に補
正可能な広域サーベイマップの生成のための SLAM アルゴリズムの構築がある。他システムを
統合し評価を行い、実験結果による改善、最終実験を行う必要もあった。また、成果を取りま
とめ、学会発表や学術論文への投稿等を行い、対外的に成果を目標としていた。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、環境特徴量の分布データを利用した広域サー
ベイマップの生成のための SLAM アルゴリズムの構築については、属性付きスキャンマッチン
グ手法を新たに提案した。LiDAR からの反射強度付き 3 次元点群データと近赤外線カメラ及び
サーモカメラからの近赤外線情報及び温度情報を活用した他システムとの統合による最終実
験により、広域セマンティックサーベイマップの生成が可能であることを示した。学会発表に
ついては国内学会 6 件、国際会議発表 4 件（発表予定 1 件を含む）の積極的な発表を行った。
本要素技術の実用化を見据えた今後の課題として、広域サーベイマップ生成における属性付
きスキャンマッチング手法において、LiDAR からの環境の形状情報が極端に不足する場合に精
度が著しく低下する問題がある。具体的には、形状情報の不足が認められた場合には、該当情
報をスキャンマッチング処理からスキップする機能を追加するか、形状以外の特徴量をより積
極的に活用する新しい手法の確立することが考えられるため、これらの課題については今後も
引き続き実用化に向けて研究開発を継続して行っていく。
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3.3

3 次元セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学習と提示
【平成 30 年度－令和 2 年度】
3.3.1 セマンティックマップを用いた経路強化学習【平成 30 年度】
セマンティックマップは 3 次元仮想環境の地図であり、その地図データをシミュレータによ
り取り込み 3 次元物理演算ライブラリを用いて、仮想ロボットのモデルが安全な移動経路を学
習するシステムの基礎的な構築を行った。学習シミュレータのプラットフォームとしては国立
研究開発法人産業技術総合研究所にて開発された Choreonoid[12]を採用し、物理演算ライブラ
リには株式会社ブイエムシーから販売されている Algoryx 社の AGX DYNAMICS[13]を採用した。
本研究にて構築したシミュレーション環境の外観を図 3-37 に示す。

図 3-37

構築したシミュレータ

Choreonoid に読み込む地図データは、基礎的なシステム接続検証として実環境データをボク
セルデータに変更して解像度を削減し Collada 形式へ変換する（図 3-38）。その後、Choreonoid
にて読み込むと図 3-39 のように 3 次元マップ形状を保持したまま取り込むことが可能であり、
仮想ロボットによる移動経路学習などを実現する環境が構築できた。本研究で構築したシミュ
レータの環境モデルは Choreonoid 上で用いる衝突用データ（反発係数）等の付加情報も設定
できるように構成されている。環境データの高精細化と環境モデルに対する様々なセマンティ
ック情報の付与も行った。
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図 3-38 3 次元マップの Collada 形式への変換

図 3-39 Collada 形式マップの Choreonoid による読み込み

3.3．2 にて報告する本研究で開発した実験用レスキューロボットを模した基本的な仮想ロボ
ットのモデルデータ製作も行った。モデルデータは Choreonoid にて読み込める形式であり、
移動のための指令値がプログラム上から指示できるよう設計されている。作成した仮想ロボッ
トのモデルデータを図 3-40 に示し、シミュレータ内の 3 次元マップ上に配置されたロボット
モデルの外観を図 3-41 に示す。ロボットモデルは、実際に本研究にて開発した実験用レスキ
ューロボットの図面寸法や実際の寸法を参考に製作されており、フリッパの動作をはじめ、ク
ローラベルトの動作も再現が可能である。平成 30 年度において、仮想ロボットには強化学習
である Q 学習のアルゴリズムをもとに、簡単な学習機能を組み込み、簡単な移動（例えば目的
地への移動や、衝突回避）などの行動が確認できた。
3.3-2
- 58 -

JAEA-Review 2022-011

図 3-40

仮想ロボットのモデル

図 3-41 3 次元マップ上に配置された
仮想ロボット例

本シミュレータのベースとなるシステムは平成 30 年度にて開発を完了しているが、更なる
シミュレーションの高精度化や高速化を目指し、令和元年度から令和 2 年度にかけて、
Cyberbotics 社製の Webots というオープンソース 3 次元シミュレータを使用した環境も構築
した[14]。Webots は ODE（Open Dynamics Engine）をベースとした物理演算シミュレーション
が可能であり、構築したシミュレーション画面とロボットモデルをそれぞれ図 3-42 と図 3-43
に示す。図 3-43 に示したロボットモデルは図 3-40 のロボットモデルデータをベースに構築さ
れており、クローラベルトの再現も可能である。また環境モデルは Choreonoid でボクセルと
して近似していた環境形状をメッシュ形式に変更し、より滑らかで現実に近い形状をシミュレ
ーション上で再現するようにした。

図 3-42 Webots 内に構築した環境例

図 3-43 Webots 用ロボットモデル

3.3.2 オペレータへの経路提示と実ロボット制御システムの開発【平成 30 年度－令和元年度】
平成 30 年度では、まず実ロボットの設計と開発に着手した。まず、実ロボットの仕様を表
3.3-1 のように設定し、基本形状はクローラロボット型とした。実ロボットは胴体クローラに
よる移動機構以外にも、障害物や階段も移動、踏破できるように 4 つのサブクローラ（フリッ
パ）を搭載する仕様とした。これらの仕様にもとづき、設計した実ロボットの図面を図 3-44 に
示す。実ロボットの設計にもとづき開発した実ロボットを図 3-45 に示す。図 3-45 の実ロボッ
トには、動作試験用のバッテリと電源コントローラ、ラップトップ PC（以下、「PC」と略す。
）
が搭載されている。動作試験を実施し、直進動作や旋回など、使用を満たす基本動作が行える
ことを確認した。PC から指令値を出力し移動を制御することも可能である。
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表 3.3-1 実験用クローラロボット仕様の概略
大項目

中項目
本体

小項目・詳細
・前後移動，超信地旋回が可能なクローラ機構であること
・クローラベルトはゴム等の滑りにくい素材であること
・バッテリは本体内部ないしは側面に固定できること
・本体上部にセンサを取り付ける櫓が搭載されていること

機能仕様 フリッパ

・フリッパはクローラ機構であること
・本体に4つのフリッパが搭載されていること
・各フリッパは独立制御が可能であること
・本体との接続軸を中心に無限回転が可能であること
・クローラベルトはゴム等の滑りにくい素材であること

本体寸法

寸法仕様
クローラ寸法

図 3-44

縦（W1）

550 mm

以上であること

横（D1）

300 mm

以上であること

高（Ｈ1）

100 mm

以上であること

縦（W2）

300 mm

以上であること

横（D2）

40 mm

以上であること

高（Ｈ2）

100 mm

以上であること

基本設計（モータ配置と筐体設計）

図 3-45 実験用レスキューロボットの外観

実ロボットが実行することとなる学習シミュレータで獲得する移動経路は複数獲得される
と考えられ、最終的な経路の意思決定を行うのは実ロボットのオペレータである。そのため、
学習シミュレータで獲得した移動経路の提示システムの設計を行った。
平成 30 年度にて開発した実験用ロボットは胴体クローラベルトが図 3-45 のように幅がせま
く、不整地上でのスタックや階段登坂中の接地面積が小さいことによる滑りが懸念されていた。
そこで、図 3-46 に示すベルト幅が広い胴体用クローラベルトを開発した。実験用レスキュー
ロボットに装着した外観を図 3-47 に示す。実験用レスキューロボットにおける従来のクロー
ラベルトはベルト幅が 40 mm であったのに対し、平成 31 年度で開発したベルト幅は 80 mm で
ある。そのため、胴体クローラにおける地面への接地面積は 2 倍近くまで向上し、整地以外で
も移動性能向上すると考えられる。令和元年度は、楢葉遠隔技術開発センターのモックアップ
階段や東京工芸大学厚木キャンパスの研究室にて動作実験を行った。これにより、整地での移
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図 3-46

ベルト幅の広いクローラベルトと
アタッチメント

図 3-47 新型ベルトを装着した実験用
レスキューロボットの外観

動性能向上を確認した。さらには、ベルト直径が大きく設計したことでロボット用のバッテリ
や他の機器がより柔軟に配置できるようになり、低重心化にも貢献することが明らかとなった。
実験用レスキューロボットに搭載された LiDAR と深度センサ（RGB-D カメラ）
、近赤外カメラ
により取得した局所セマンティックマップを用いて経路強化学習実験を行った。使用したロボ
ットと搭載されているセンサは図 3-48 のとおりである。実験環境は図 3-49 に示す楢葉遠隔技
術開発センターの階段モックアップ施設にて行った。センサにより局所セマンティックマップ
の計測した位置を図 3-50 に示し、計測風景を図 3-51 に示す。

図 3-48

実ロボットのセンサ構成例

図 3-50

環境俯瞰図

図 3-49

階段モックアップ

図 3-51 計測風景
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センサ群で取得したデータは点群情報として保存されており、点のままではシミュレーショ
ン内のオブジェクトとして成立しないため、点の座標を中心としたボクセルをオブジェクトと
してシミュレーション内に生成している。今回の実験では平面な地面で実施したため、シミュ
レーション内ではボクセルによる地面を生成せず、別途地面用の 3 次元モデル平面を用意して
いる。また、シミュレーションの動作高速化のために LiDAR から取得したデータの点群（26622
個）は、環境形状が失われない程度の 3943 個のボクセルにデータ削減している。ボクセルの
みによる 3 次元環境を構築する場合、点群が粗になる場所において本来壁や障害物があるにも
かかわらずロボットモデルが通過し、進入できない場所における探査行動を防止するためにフ
ェンスを設定している。学習は、ロボットモデルの移動に伴う行動の選択を 1 回行うことを 1
ステップと呼び、ロボットモデルがスタート位置からゴール地点に到達するまでを 1 エピソー
ドと呼ぶ。本実験では、強化学習に Q 学習[15]を用い、次式(10)で定義される。
𝑄𝑄(𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )←𝑄𝑄(𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� ) + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼� + 𝛾𝛾 𝛾𝛾𝛾
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄��� , 𝑎𝑎� ) − 𝑄𝑄(𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )}
�
� ��

(10)

ここで、𝑠𝑠� 、𝑠𝑠��� はある時刻における環境状態であり、𝑎𝑎� は選択可能な行動、𝑄𝑄(𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )は Q テ
ーブルと呼ばれる行動価値関数である。学習のためのパラメータである𝛼𝛼は学習率であり、𝑟𝑟�
は報酬、𝛾𝛾は割引率である。本実験では𝛼𝛼 𝛼 𝛼𝛼𝛼、𝛾𝛾 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾、𝑟𝑟� =0.1と設定している。報酬値と
しては、フェンスへの衝突は-5、水源への侵入は-5、ゴール地点への到達は 1 で設定している。
また、行動選択器としてはε − greedy選択を用いている。ε − greedy選択は1 − εの確率で
max 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄となる行動を選択するが、必ずεの確率でランダム行動すなわち探査行動を行う行
���

動選択方法である。本実験ではε =0.1と設定している。ロボットモデルに定義されている実行
可能な行動は、前進、後退、右旋回 45 deg、左旋回 45 deg の計 4 種類である。ロボットモデ
ルが観測可能な状態は、自己位置 x、y と姿勢角θである。従って、知識として獲得される情報
は、ある地点の（x、y）における姿勢角θの時の実行可能な行動の価値である。
シミュレーションにて学習した結果を図 3-52 に示す。図 3-52 は学習曲線と呼ばれ、学習の
進度に対するパフォーマンスを読み取ることができる。図中の Number of steps では学習のエ
ピソードを繰り返すごとにゴールまでに必要である行動選択回数が少なくなっていることが
読み取れる。また、Cumulative rewards ではスタート地点からゴール地点までロボットモデル
が移動する際に得た報酬値の累積を現している。例えばゴールまで移動する際にフェンスに多
く衝突することがあれば Cumulative rewards の値が小さく、フェンスに衝突せずゴールに到
着している場合は 1 になり、曲線としては 1 に収束する形となる。グラフから、エピソード
（Number of episode）を繰り返すごとにステップ数が小さく、累積報酬値は大きくなり局所
セマンティックマップ上での強化学習が行えていることが読み取れる。
本シミュレーションにて学習した移動軌跡を図 3-53 に示す。シミュレータの Choreonoid 上
のマップ画面に移動経路データを重畳するシステムを開発し、図 3-53 に示している。実験に
おけるある試行では、ロボットからゴール方向に向かって水源の右側を移動する経路（図中の
青点）を学習しているが、他の試行では左側を移動する経路（図中の赤点）も学習された。左
側の移動経路では、ロボットモデルのスタート地点付近での探査行動が見られ、十分に学習が
進んでいないと考えられるが、ゴール付近では直進動作をしていることから、右側移動経路（青
点）とは異なる経路を学習していると考えられる。これは、局所セマンティックマップの構成
上、準最短経路や報酬値が高い経路で複数が存在するのが原因であると考えられる。強化学習
はトイプロブレムであれば、理論的な最適解を学習するが、複雑な環境や状態においては解が
複数存在する可能性もあり、さらには実際の物理環境を忠実に模擬できていない局所セマンテ
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ィックマップにおいては、セマンティックマップでの環境情報での最適解が現実世界での最適
解であるとは限らない。最終的には、学習結果をロボットのオペレータが画面表示上で確認し、
どの学習結果を用いてロボットを動作させるか選択する。オペレータは画面上に表示された経
路をコマンドラインで選択、ロボットへの転送が可能である。知識や移動軌跡データは、CSV
ファイルとしてサーバ内に保存されており、知識の再利用や移動軌跡の表示をはじめ、データ
解析等にも利用可能である。

図 3-52

学習曲線

図 3-53

学習した移動経路の提示例

次に、学習した知識を実験用レスキューロボットで再利用し、実環境でもシミュレーション
環境と同様に目的地まで到達できるか実験を行った。図 3-54 に示す実際の環境にて、実験用
レスキューロボットに搭載された LiDAR により 3 次元点群情報を取得し、Choreonoid に読み
込み可能な 3 次元局所マップに変換後、令和元年度に製作したロボットモデルを用いて強化学
習シミュレーションを行った。取得された 3 次元局所マップは図 3-55 のとおりである。LiDAR
で取得した点群情報を一辺 0.1 m のボクセルとしてシミュレータ内に描画し、実環境を模擬で
きるように構成されている。実環境とシミュレーションにおける、実ロボットとロボットモデ
ルの移動スタート位置と移動到達目標地点（ゴール位置）は同じに設定している。

図 3-54 3 次元局所マップを取得した環境

図 3-55

シミュレータ上の 3 次元局所マップ

シミュレーションを実行する計算機には、富士通株式会社製 PRIMERGY RX300 S8（CPU: Xeon
E5-2670v2 2.5GHz×2（40 スレッド）
、メモリ：96 GB、GPU：nVIDIA GeForce GT1030）を用い
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た。シミュレーション内でのロボットモデルが学習するための強化学習器として、様々な研究
で用いられている Q 学習を採用し実験を行った。ゴール地点には正の報酬として 1 を設定して
いる。3 次元点群で表示されているオブジェクト以外の人工的な壁（以下、
「フェンス」と略す。
）
に接触する座標にロボットモデルが到達すると負の報酬が与えられる。フェンスの負の報酬と
して-5 を設定した。報酬の値は事前実験により検証して設定を行っている。ロボットモデルは
学習初期では試行錯誤的すなわちランダムで動作するが、ゴールへの到達による正の報酬の獲
得により徐々に移動可能な経路を学習する。ロボットモデルに定義されている実行可能な行動
は、前進、後退、右旋回 45 deg、左旋回 45 deg の計 4 種類である。ロボットモデルが観測可
能な状態は、自己位置 x、y と姿勢角θである。本実験も同様に Choreonoid にて取得可能な自
己位置情報は分解能が高く、状態空間爆発を起こすため自己位置や姿勢角は粗視化している。
強化学習のアルゴリズムにおいては、最適な解を取得総報酬値やスタートからゴールまでの行
動回数で学習進度や獲得したパフォーマンスを見ることができる。本シミュレーションにおけ
る学習曲線を図 3-56 に示す。また、最後のエピソードで実行した移動経路を図 3-57 に示す。

図 3-56 3 次元局所マップにおける
強化学習で得られた学習曲線

図 3-57

学習した移動経路

図 3-56 の学習曲線から、ロボットモデルが計 130 回のエピソードを繰り返し、徐々に行動
回数の減少と取得報酬値の増加が見て取れる。これによりスタート位置からゴールまでの経路
を学習できたと言える。なお、今回のシミュレーションにおける強化学習は約 140 時間程度か
かっている。
次に、シミュレーションにて獲得した知識を実験用レスキューロボットに転送し学習結果を
活用して実環境（図 3-54）においてもスタート地点からゴール地点まで到達できるか実験を行
った。前述のとおり、シミュレーションのロボットモデルと実機の実験用レスキューロボット
では実行可能な移動コマンド（前進、旋回等）は同等の移動量となるようにプログラミングさ
れており、本研究では C++言語と Python にて実験用レスキューロボットの制御プログラムを
開発した。本実験で使用した実験用レスキューロボットの構成は、センサとしては LiDAR のみ
を搭載し、IMU や近赤外カメラなどは搭載していない最小構成としている。強化学習で獲得し
た行動価値関数を利用する場合、ロボット自身が環境状態（自己位置）を観測して行動価値関
数からその時取るべき行動の価値を出力する。本実験では、実験用レスキューロボットの自己
位置推定法としてはロボット内に内蔵されているロータリエンコーダを利用したオドメトリ
により実装されている。
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シミュレーションにて獲得した知識を実験用レスキューロボットで使用し、実世界で動作し
た結果を図 3-58 に示す。図 3-58 では左右への旋回の繰り返しや前後移動の繰り返しなど探査
の場面は示されていない。実験結果により実験用レスキューロボットは、スタート地点からシ
ミュレーションで獲得した経路を参照しゴールまで到達することができた。しかし、自己位置
推定におけるオドメトリの誤差により、実際の移動経路とシミュレーションで獲得した経路に
差が発生した。これにより、壁への接触やオドメトリ誤差が累積し、学習結果とは異なる方向
への移動が見て取れる試行も存在した。シミュレーションにおける物理演算の摩擦係数設定と、
実環境における地面とクローラベルトの摩擦が異なることが原因であると考えられる。

図 3-58

実ロボットの移動結果の例

実験用レスキューロボットは令和元年度にて基本機能の開発を完了している。また、実験用
レスキューロボットは走行環境に応じてクローラベルトやセンサの搭載を変更できるように
汎用性を持たせて開発している。令和 2 年度では令和元年度に引き続き実験用移動ロボットの
走行性能向上についても実施した。LiDAR などのセンサシステムを搭載し、さらには階段昇降
性能を向上させたベルトを装着した実験用レスキューロボットを図 3-59 に示す。また、階段
走行性能の向上を確認した実験風景も図 3-60 に示す。

図 3-59

最終的な装備を搭載した
実験用レスキューロボット

図 3-60 階段走行性能確認風景

図 3-59 におけるセンサ構成としては偏光カメラやサーモカメラ、3 次元 LiDAR を含むセン
サシステムが搭載され、さらに近距離障害物検出用に 2 次元 LiDAR として北陽電機株式会社製
測域センサ LRF UST-10LX を搭載した。さらに、実験用レスキューロボットの移動軌跡記録用
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のトラッキングカメラ Intel® RealSense™ T265 も搭載している。他にも ICP を用いた LiDAR
の点群データのみを用いた移動量算出システムも国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
と協力して開発した。実験用レスキューロボットは、実験場における動作において安定稼働を
目的とした有線接続等を活用して実験を実施していたが、令和 2 年度の最終システム統合を通
じて、各装置や電源系統を完全無線化・完全バッテリ駆動を実現した。現状のシステム構成に
おけるバッテリによる最大連続稼働時間は 5 時間程度である。
3.3.3 経路再利用による学習の高速化【令和 2 年度】
平成 30 年度にて開発したシミュレータにおける学習シミュレーションでは、シミュレーシ
ョンセットアップのパラメータをチューニングしたとしても実時間に対して 1 倍速での実行が
限界であった。そこで、3.3.1 でも述べた通り Webots を用いた物理演算シミュレータを使用す
ることで実時間に対して 34 倍程度のシミュレーション速度を安定して実行することが可能と
なった。シミュレーション内の環境モデルや学習の条件によっては 100 倍程度の実行速度を記
録した。また、シミュレーションのアプリケーションソフトウェアに対する複数 CPU コアの割
り当てや、複数シミュレータの同時起動による複数実験条件の同時実行により、これまでより
高速なシミュレーション環境を達成した。
学習シミュレーション単体の内容として、3 次元局所マップ（セマンティックマップ）を用
いた強化学習による経路学習シミュレーションには、長時間の学習が必要となる。令和 2 年度
では、既に学習した知識（強化学習における方策や行動価値関数）の再利用による学習の高速
化手法である転移学習に追加して、環境適応性能を向上させるメカニズムを開発した。通常、
強化学習における転移学習では知識を再利用することによる過学習（知識に依存することで環
境変化等に適応できない状態）が発現する。すなわち、再利用する知識を獲得した環境と異な
る環境で転移学習を実行した場合、例えば経路を妨害する位置に障害物が存在する場合、本来
通過できる箇所が封鎖されている状態となり、ロボットは障害物に衝突するような状態となり
走行できないためデッドロックとなる。そこで、本研究では再利用する知識で選択された行動
の進行方向に障害物度が検出された場合、知識の再利用度合いを調整し、探査状態にすること
で間接的に障害物回避や環境適応を実現する手法を開発した。本研究で使用している知識の再
利用方法の基本式は次式(11)のように定義される。
𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )←𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� ) + 𝜏𝜏𝜏𝜏� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )

(11)

ここで、𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )が再利用する知識、すなわち既に獲得している知識（行動価値関数）であ
る。𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )は現在の環境（知識を再利用する環境）で獲得する知識である。現在の環境にお
ける行動選択は𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )により行う。𝜏𝜏は再利用度合いを調整するパラメータであるが、従来
はヒトが実験的に手動で調整するパラメータである。そこで本研究では、再利用度合いを自動
で調整する手法を提案し、式(11)を次式(12)で再定義する。
𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )←𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� ) +
𝜎𝜎 = �

�

��� ���

𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )

𝜎𝜎 𝜎 𝜎𝜎𝜎(𝑠𝑠� = 𝑠𝑠��� )
𝜎𝜎 𝜎 𝜎𝜎𝜎(𝑠𝑠� ≠ 𝑠𝑠��� )

(12)
(13)

式(12)は再利用する知識をシグモイド関数で調整する手法となっている。パラメータ𝜎𝜎は0 ≤
𝜎𝜎 𝜎 𝜎である。𝑔𝑔はゲインと呼ばれるパラメータでシグモイド関数における曲線の勾配を制御す
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る。式(13)のように、行動を実行する前の環境𝑠𝑠� と行動を現在（実行した後）の環境𝑠𝑠��� が異な
れば、それは行動が実行できたこととなるのでシグモイド関数の値は大きくなり知識𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )
の行動価値を高く再利用する。一方、行動を実行する前の環境𝑠𝑠� と行動を現在の環境𝑠𝑠��� が同
じであれば、それは障害物などの何らかの要因により再利用知識の通りに行動が行えなかった
ことを意味し、シグモイド関数により知識𝑄𝑄� (𝑠𝑠� , 𝑎𝑎� )の行動価値を低く調整する。基礎的検討と

して、図 3-61 のような最短経路問題による学習シミュレーションにて検証を行った。

図 3-61 グリッドワールドによる最短経路問題

図 3-61 では事前に知識を学習する環境を Source task と呼び、知識を再利用する環境を
Target task と呼ぶ。すなわち、平面において学習した最短経路を 3 次元迷路の環境に転移す
る評価方法である。強化学習パラメータとしては Source task と Target task で共通に設定
し、学習率 𝛼𝛼 𝛼 𝛼𝛼𝛼、割引率 𝛾𝛾 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾、ゴール報酬 𝑟𝑟 𝑟𝑟のように設定している。シグモイド
関数のゲイン𝑔𝑔は 5 で設定した。学習エージェントのスタート地点は青色の丸であり、ゴール
地点は緑色にマスクされたグリッドである。Target task を再利用知識なしで強化学習した条
件と、𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏の時すなわち手動で環境適応できるように再利用度合いを事前に調整された状態、
さらに提案手法である式(12)を学習曲線で比較した結果を図 3-62 に示す。

図 3-62 グリッドワールドによる最短経路問題の学習曲線
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図 3-62 のグラフを見ると、強化学習で一から学習するよりも知識を再利用する学習手法の
方が、ステップ数が低く推移し高速に学習が進むことが結果に表れている。また、𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏の実
験条件ではヒトが事前にパラメータを何度も検証して得られた結果に対して、シグモイド関数
を用いた提案手法は事前のパラメータチューニングを実施しなくても自動的に再利用度合い
を調整し、𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏の実験条件に近い学習の高速化が行えている。定量的に比較する場合、それ
ぞれの学習曲線の面積（総ステップ数）を用いる。比較結果を表 3.3-2 に示す。

項目
総ステップ数

表 3.3-2 各実験条件の学習曲線における面積比較
𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏
強化学習

標準偏差(n=10)

Sigmoid 関数

107754.1

28244.1

48565.3

9382.6

1769.6

2625.1

表 3.3-2 は 10 試行行った結果の平均と標準偏差で表しており、シグモイド関数は手動設定
の 𝜏𝜏 に及ばない高速化となっているが、事前のパラメータの調整が必要ないため提案手法を
用いるメリットは十分にある結果が得られた。
最終評価として、センサシステムと地図生成システムと本要素技術を統合し図 3-49 に示し
た楢葉遠隔技術開発センターのモックアップ階段や東京工芸大学厚木キャンパス内の屋内階
段等を利用して実験を行った。まず楢葉遠隔技術開発センター階段モックアップでは、構造物
の周囲を走行する形で図 3-63 のように計測ポイントを設定した。Point 0 から Point 9 まで
の各場所で実験用レスキューロボットに搭載されたセンサシステムによる環境計測を行い、本
評価実験では実際に得られた環境情報からロボットの移動経路を学習可能か評価することが
目的である。各計測ポイントにて計測された 3 次元セマンティックマップと、それを計測した
実際のスナップショット写真、物理演算シミュレータでセマンティックマップを取り込んだ画
面を図 3-64 から図 3-73 に示す。

図 3-63

モックアップ階段周囲の走行経路と観測ポイント
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図 3-64 Point 0 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-65 Point 1 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-66 Point 2 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-67 Point 3 における環境計測とシミュレータへの取り込み
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図 3-68 Point 4 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-69 Point 5 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-70 Point 6 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-71 Point 7 における環境計測とシミュレータへの取り込み
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図 3-72 Point 8 における環境計測とシミュレータへの取り込み

図 3-73 Point 9 における環境計測とシミュレータへの取り込み

各 3 次元セマンティックマップのデータをシミュレータに取り込む場合、点群をメッシュデ
ータに変換する必要がある。変換には CloudCompare というアプリケーションソフトウェアを
使用した。図 3-64 から図 3-73 の各点群データにおいて円形の影が表れている所が疑似的な水
溜まり（水源）を再現した場所であり、シミュレータではロボットモデルに対して負の報酬が
与えられるように設定されている。シミュレーションにおいて、各ポイントのスタート地点は
センサを用いた計測ポイントと同じに設定されており、ゴール地点としてその正の報酬が設定
されている地点は次の計測ポイントの位置となっている。合計 10 か所の環境計測を行い、各
地点で次の計測ポイントまでの移動経路学習を行った結果として移動軌跡を図 3-74 から図 383 に示す。
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図 3-74 Point 0 の移動軌跡 図 3-75

Point 1 の移動軌跡

図 3-76 Point 2 の移動軌跡

図 3-77 Point 3 の移動軌跡 図 3-78

Point 4 の移動軌跡

図 3-79 Point 5 の移動軌跡

図 3-80 Point 6 の移動軌跡 図 3-81

Point 7 の移動軌跡

図 3-82 Point 8 の移動軌跡

図 3-83 Point 9 の移動軌跡
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学習結果の移動軌跡をそれぞれシミュレーション上の環境と比較するとセマンティックマ
ップから設定された水源エリアを避けてゴール地点まで移動する経路を学習できることが確
認された。環境情報の計測時、カメラの画角や LiDAR の取得点群情報の設定により、シミュレ
ーションでの環境としてはセマンティック情報が存在しないエリアがあり、学習初期の探査状
態ではそのエリアも探査するが、最終的にはスタート地点からゴール地点までのセマンティッ
クマップ上を走行し、環境情報を考慮した移動経路を確実に学習することができる。また、令
和 2 年度にて構築したシミュレータを使用し、さらにはセマンティックマップを用いない環境
において様々な移動経路を事前に学習し、セマンティックマップを用いた移動経路学習シミュ
レーションに知識を転移することで学習が高速化されることも可能となった。
次に、事前に学習した環境から変化（水源の増加など）が生じた場合のシミュレーションと
実験用レスキューロボットにおける知識再利用実験を行った。環境としては図 3-84 のような
環境で、走行中に下り段差や複数の水源が存在する。実験手順としては次のとおりである。

図 3-84
1)
2)
3)
4)
5)

段差と水源のある環境の計測

事前に LiDAR により 3 次元環境形状のみを計測
3 次元形状のみで最短移動経路をシミュレーションにより学習
実験用レスキューロボットで水源のあるセマンティックマップを取得
取得したセマンティックマップで再学習（転移学習）
再学習結果を実験用レスキューロボットに転移し、水源を回避しながら走行

この時、事前の 3 次元環境形状と比較して、セマンティックマップに含まれる 3 次元点群の
ほうが高精細で情報量も多くなるようにシステム構成を変更して実験を行なっている。すなわ
ち、3 次元点群が粗な環境で生成したシミュレーション環境と、高精細なセマンティックマッ
プを用いて生成したシミュレーション環境では、環境の形状などがより細かくなりデータ量も
多いことから学習が難しくなる。セマンティックマップを反映したシミュレーション環境を図
3-85 に示す。図 3-85 では、センサシステムにて計測できないセマンティックマップの空情報
となるエリア（点群における点と点が離れている場所）や死角などの計測できないエリアは
Webots 内のブロックモデルを挿入することで環境情報を補完している。
実験結果として、3 次元環境形状を反映したシミュレーション上の事前学習結果と、実際の
実験用レスキューロボットが移動した経路の比較を図 3-86 に示す。
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図 3-85

図 3-86

段差と水源のあるシミュレーション環境

シミュレーション結果と実際のロボットの移動軌跡比較

移動軌跡の比較では、シミュレーションと実ロボットの両方で走行直後に段差が用意されて
おり、ロボットの行動とは直接関係ない滑りや姿勢角の変化が生じた。しかし、シミュレーシ
ョンで獲得した経路は水源の上を通過する経路であるのに対し、実験用レスキューロボットが
走行した経路は水源を避けるようにゴールまで走行している。実験用レスキューロボットの移
動軌跡は Intel® RealSense™ T265 により取得しているため、計測誤差も発生していると考え
られるが、実際にロボットが移動した経路と比較しても同等の移動を行っていると考えられる。
これにより、実験用レスキューロボットがセマンティックマップによるシミュレーションを用
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いることで、本来何も無かった場所に突然障害物や水源など走行に影響がある属性が発生して
も適応的に走行が可能であることを実現できた。なお、本実験の実験環境では上述の段差を降
りて水源を避ける経路以外にも、直接的には水源の関係ない経路もシミュレーションで獲得し
た知識を基に実験用レスキューロボットの走行実験を行っている（図 3-87(a)-(d)）。いずれの
場所においてもシミュレーション結果に準じた経路を走行し、自律的な移動が可能となった。
令和 2 年度における知識再利用度合いの自動調整法やセマンティックマップにおけるシミュ―
ションを用いた実験用レスキューロボットの自律移動に関する内容は、学会発表や学術論文へ
の投稿を積極的に行い、対外的に成果を報告した。

(a)

(b)

(c)
(d)
図 3-87 学習結果を基に環境を一周する実験風景
3.3.4 まとめ
本節 3.3 の最後に、「3 次元セマンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学
習と提示」の研究について当初目標とそれに対する具体的な成果をまとめる。
「セマンティックマップを用いた経路強化学習」では、当初目標としてクローラロボットが
仮想地図環境で経路を学習するためのシミュレーション環境の構築があった。シミュレータに
は 3 次元物理演算が可能なソフトウェアを利用し、後述にて開発する実験用クローラロボット
のシミュレーションモデル開発も行う。実センサ情報をもとに生成された 3 次元セマンティッ
クマップと本シミュレータの統合も目標であった。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、Choreonoid や Webots の物理演算シミュレー
タを利用し、クローラロボットモデルがセマンティックマップ上で移動を強化学習するシステ
ムを開発した。シミュレーション内のクローラロボットモデルは、本研究で開発した実験用ク
ローラロボットと同機能・同寸法で作成されており、学習した結果を実機である実験用レスキ
ューロボットに読み込ませて実行させる連携システムも開発した。様々な実験を通じて、セマ
ンティックマップを読み込んでの移動経路の強化学習が可能であることを示し、さらには実験
用レスキューロボットによる、学習結果をもとにした実環境における走行も実現可能であるこ
とを示した。
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「オペレータへの経路提示と実ロボット制御システムの開発」では、当初目標として実験用
クローラロボットを設計・開発し、学習シミュレータとの連携システムの開発が挙げられる。
さらに、広域セマンティックマップ生成のために、実験用クローラロボットが実際に移動した
経路、距離等の情報を提供できるよう仕様を議論しながらシステムを接続する。実験用クロー
ラロボットを用いて、セマンティックマップで仮想的に学習した最適移動経路を実ロボットに
組み込み、実環境内の自律移動を実現する。セマンティックマップにより学習したロボットの
移動経路は複数存在することがあり、最終的な移動経路の判断はオペレータが行う。そのため、
セマンティックマップにより学習した経路をオペレータに提示する手法と、経路の選択インタ
ーフェイスを構築することも目標であった。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、まず実験用クローラロボットを設計し本研究
における全てのシステムが搭載可能で不整地移動も可能な移動ロボットシステムを開発した。
実験用クローラロボットはロータリエンコーダや Intel® RealSense™ T265 などの搭載された
センサ情報をもとに移動情報を他のシステムに提供可能な構成として設計した。実験用クロー
ラロボットの寸法や外観を Choreonoid や Webots 内で再現した仮想ロボットモデルも製作し、
シミュレーションでの学習結果が実ロボットに転移可能な連携システムを開発した。シミュレ
ーション上での学習結果である移動経路は、不整地や複雑な環境においては複数の経路が学習
される場合もあり、それらの経路をシミュレーション画面上に重畳するシステムを開発し、オ
ペレータが学習結果をコマンドにて選択してロボットに学習結果を転送するシステムも動作
が確認できた。
「経路再利用による学習の高速化」では、当初目標として、これまでに開発した局所セマン
ティックマップを用いた強化学習と転移学習による経路学習シミュレーションの学習時間短
縮手法の開発が挙げられる。また、実時間スケールでの動作を目指すために同時並列シミュレ
ーションによる学習時間の短縮も目標の 1 つである。他システムと統合し評価を行い、実験結
果による改善、最終実験を行うことも目標であった。
上述の当初目標に対して 3 年間の研究を行い、提案システムのプラットフォームとしてシミ
ュレータに Webots の採用やセマンティックマップにおける形状の表現方法の検討、高性能サ
ーバなどの使用により実時間と比較して 34 倍から 100 倍の速さで物理演算シミュレーション
が実行できるシステムを構築し、さらには複数のシミュレーションを同時に実行する環境を構
築した。研究の手法としては転移学習の活用により、過去に獲得した学習結果を再利用するこ
とで新たな環境での学習の高速化（環境適応性能の向上）を実現し、セマンティックマップや
パラメータのチューニングを行うことで実時間スケールでの学習やロボットの動作も実現可
能であることが示唆された。さらにはシグモイド関数を使用した知識再利用度合いの自動調整
法を開発したことにより、実ロボットをはじめシミュレーション内での転移学習などでも環境
適応性能の向上を実現し、結果的に学習時間が短縮可能である結果を示した。これまでに開発
したロボットやシステムを統合し、楢葉遠隔技術開発センターや東京工芸大学厚木キャンパス
で複数回の実験を行い、シミュレーションで獲得した学習結果が実ロボットで利用可能である
ことを示した。学会発表については国内学会 4 件、国際会議発表 1 件の積極的な発表を行った。
学術論文は 1 件の論文が既に発行済みである。
本要素技術の実用化を見据えた今後の課題として、学習シミュレーションにおけるセマンテ
ィックマップの高精度化や学習速度のさらなる高速化、システムの耐故障性、通信の確実性な
どがある。本研究における学習シミュレーションの高速化は、シミュレータに取り込むセマン
ティックマップの形状や属性情報の粒度に依存する結果となり、トレードオフの関係となって
いる。また、本研究で開発したロボットシステムのハードウェアは実際の被災地で動作するた
めの耐故障性や頑健性の評価がなされていない。さらにはクローラロボットがセンサにより取
得した情報をシミュレーション用サーバに転送する通信システムの構成に関しては本研究の
議論の対象外であったため、これらの課題については今後も引き続き実用化に向けて研究開発
を継続して行っていく。
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3.4 研究推進【平成 30 年度－令和 2 年度】
本研究を推進するにあたり、各研究項目の担当者間にてメールベースの議論やミーティングで
の進捗報告、仕様調整を行った。特に令和元年度や令和 2 年度はオンラインミーティングを活用
し、ワークショップなども開催した。また、CLADS の川端邦明博士ともプロジェクトの推進や実験
内容に関して議論を行った。楢葉遠隔技術開発センターの階段モックアップを利用した開発技術
の評価実験を各年度で複数回実施した。評価実験では各研究者の研究室に所属する学部 4 年生や
大学院生も複数人参加し、実験の経験や現場理解などの人材育成の側面でも有益な実験であった
と考えられる（図 3-88）
。

図 3-88 令和元年度における JAEA 楢葉遠隔技術開発センターでの実験風景

本研究で開発するシステムにおける現場投入への具体的な課題抽出のために、東京電力ホール
ディングス株式会社の協力のもと 1F の現地視察を実施した。
研究成果の発信においては、国内学会をはじめ国際会議でも積極的に学会発表を行った。とり
わけ IEEE/SICE International Symposium on System Integration では、令和元年や令和 2 年、
令和 3 年で本研究に関する Special session を企画した。また、学術論文誌への投稿も行い、1 件
が採択され発行されている。さらに、人材育成の側面では社会学研究者である朝倉隆道博士（一
橋大学、株式会社富士通総研）と議論を行い、ロボット教育というトピックにもフォーカスし、
成果を論文にまとめ東京工芸大学工学部紀要 人文・社会編に投稿、1 件が発行済み、2 件目が発
行予定である。
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4.

結言
本研究では、自然災害をはじめ原子力などの災害現場において、初動時の被害状況収集活動や
原子力建屋内の環境モニタリングを実施できるように、広域サーベイマップ生成を行う半自律
移動ロボットシステムの開発を目的とし、以下に示す 3 つの要素技術の研究開発を行った。ま
た、それぞれの要素技術の接続試験や連携の確認、実際のモックアップ試験場での動作確認や評
価を行った。
(a) 色情報や形状だけでなく、環境中に存在する熱源や放射線源、水源、その他の物質の存在
による特徴的なセンサ情報（環境特徴量）を統合するカメラシステム
(b) 状況把握用建屋内サーベイマップ生成とロボットの移動経路学習のためのセマンティッ
ク SLAM
(c) SLAM により生成された仮想環境におけるロボットの移動経路学習と安全な経路提示シス
テム
3 年間の研究を実施し、「高精度サーベイマップ生成のためのセンサ統合による環境センシン
グ」では、RGB-D カメラや LiDAR、近赤外カメラ、偏光カメラ、サーモカメラを用いたセンシン
グシステムを構築した。センシング結果を統合するセンサフュージョンのためのアルゴリズム
を開発し、高精度な局所マップを取得するシステムを開発した。「サーベイマップ生成のための
セマンティック SLAM」では、LiDAR から取得した 3 次元点群情報を基にして移動ロボットの自己
位置推定を行う手法をはじめ、センサフュージョンにより実現した局所的なセマンティックマ
ップに含まれる環境特徴量の分布情報を応用した ICP アルゴリズムを開発した。広域セマンテ
ィックマップ生成の高精度化や、移動ロボットの位置・姿勢誤差の修正を実現した。「3 次元セ
マンティックマップを用いたクローラロボットの経路強化学習と提示」では、実験用ロボットを
開発し、物理演算シミュレータに局所セマンティックマップを取り込み、仮想的に移動ロボット
の走行経路を学習するシステムを開発した。また、学習結果を移動ロボットに転移することで環
境に適応的な走行や走行経路の候補をオペレータに示すシステムの開発を行った。
最終年度の令和 2 年度では、3 つの要素技術を統合し、JAEA 楢葉遠隔技術開発センターや東京
工芸大学厚木キャンパスにて評価実験を行った。その結果、実際の屋内環境における環境形状や
水源情報、温度情報などを取得し 1 つの局所セマンティックマップとして構成可能であること
を示し、局所セマンティックマップを用いた学習シミュレーションによる移動経路の学習が可
能であることを示した。また、実験用クローラロボットが学習結果をもとに実際の環境を走行可
能であることを示した。さらに、実験用クローラロボットが移動することで複数の局所セマンテ
ィックマップが取得され、それらを統合することで広域セマンティックマップを生成し、地図全
体のどこに何が分布しているか視覚的に捉えやすい地図の生成も可能であることを示した。こ
れにより当初目標であった災害現場や原子炉建屋内においてオペレータが移動方向などの意思
決定を行うことで、ロボットが実環境で自律的に移動し、サーベイマップを取得する技術が実現
可能であることを示し、本研究で提案している SMLO システムの有用性を確認した。本研究全体
の対外的な発表として、国内学会 14 件、国際会議発表 6 件、学術論文 1 件、紀要 2 件の情報発
信を行った。以上のことから、本研究の目標を達成した。
本研究の実用化を見据えた今後の課題として、SMLO システムの中長期的運用の方法論やシス
テム全体の開発・製造コストダウン、耐放射線性の考慮などが挙げられる。本研究で開発したシ
ステムは要素技術を統合し構成されているため、システム全体や各要素技術の故障率の同定や
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センサ類の連続安定稼働時間の調査、メンテナンスサイクルなどの検討はなされていない。オペ
レータに対するユーザビリティ向上も重要な検討事項である。また、本システムで使用している
センサ類は汎用品を多く採用しているため、調達コストが高い。さらにはロボット本体をはじめ、
センサなどは耐放射線性を有しておらず、例えば原子力災害への本システムの即時投入は現実
的でない。これらの課題についても引き続き検討を行い、提案システムの実用化に向けて研究開
発を継続していく。
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