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まえがき＝近年，センサから得られたデータをオペレー
タの補助に利用する動きが盛んである。例えば，ショベ
ル後方に監視用カメラを取り付け，モニタで後方の映像
を表示しつつ，周辺の物体や人物接近時に作業者へ警告
するシステム 1 ）が開発されている。また，カメラセン
サで取得した三次元点群データを利用し，施工現場の現
状把握を短時間で行うようなシステム 2 ）も開発されて
いる。
　これらの用途に適用されるセンサシステムは，専門の
センサメーカが独自ノウハウで作り上げていることが多
い。センサシステムを他社に依存した場合，検出部と処
理部が統合されてブラックボックス化してしまい（図
1 ），センサ変更や処理部の機能追加を行いたい場合に
柔軟な対応が難しくなる。この結果，開発期間や開発コ
ストの増大につながる。
　上記の課題を解決するため，センサには汎用品を利用
しつつ，処理部のロジックを自社で開発した。本稿では，
ショベルに距離センサを取り付けて，屋外でショベルに
接近する物体の検知を行った。この際に発生する雨や
雪，虫などによる外乱を除去する手法を開発したので報

告する。

1 ．ショベルに用いるセンサ

　日本建設機械化協会規格 3 ）では，危険検知システム
としてレーザセンサや超音波センサ，超音波トランスポ
ンダ，死角補助装置として閉回路テレビなどを取り上げ
て，試験方法と性能要求基準を定めている。
　これらのセンサをショベルに取り付けて周囲の測定を
行い，作業の状況把握，操作の補助，接近物体の検知・
警告などを行うには，物体までの距離を測定できること
が必要となる。このため，利用するセンサには距離セン
サを用いる。
　距離計測に用いられる主なセンサは，レーザセンサと
超音波センサである。レーザセンサは光波の高速性によ
り精度や応答速度に優れるが，出射口の水ぬれや汚れに
より，光の屈折が生じる場合に誤動作する恐れがある。
超音波センサは音波の特性上，雨やほこりなどでも屈折
が起こりづらいため耐環境性に優れるが，音波の伝播速
度及び周波数の低さから分解能が悪く，測距時にcm単
位の誤差が発生する。ショベルオペレータの周囲状況把
握を補助する用途には，広い対象範囲で高い測定精度が
求められるため，本稿では対象物までの距離が 2 次元的
に測定可能なレーザ方式の深度画像センサを用いた。

2 ．センサへの外乱の影響

　屋外で深度画像センサを用いる場合，雨や雪，虫など
により測定対象物までの距離が正しく測定できない恐れ
がある。そこで，本稿では雨が深度画像センサの測定結
果に及ぼす影響を調査した。雨が降っている環境で，深
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図 1  センサシステムの構成
Fig. 1  Components of sensor system
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度画像センサの前方に検出ターゲットとして物体（約
75 cm四方）を配置し，物体を前後に 2 往復手動操作で
動かした（図 2 ）。物体の動きは数十フレーム毎秒で連
続的に測定できる深度画像センサで捉えた。また，得ら
れた二次元的な距離データから，センサ－物体間の最接
近点の距離を検出した。
　物体の位置検出結果を図 3 に示す。縦軸は最接近点の
距離，横軸は測定経過時間を示している。図中には測定
した最接近点距離と，過去 3 フレームそれぞれの最接近
点距離の中央値を示す。
　本来であれば，検出結果のグラフは図 4 のように，前
後 2 往復を示すなだらかな山が 2 つあるような形状とな
ると予測される。しかし，図 3 の検出結果では雨粒にレ
ーザが反射した影響でセンサが反応して，検出位置が短
時間で大きく変化していることが分かる。また，過去 3
フレームの中央値を採用する処理を行った場合でも，検
出位置が短時間で大きく変化することは変わらず，雨の
影響を除去できていないことが分かる。雪や虫などの飛

来物でも同様の影響が発生すると予想されるため，これ
らの外乱を除去するフィルタについて検討を行った。

3 ．外乱除去フィルタの開発

　雨や雪，虫などによる外乱を除去するフィルタとし
て，フレームごとに検出対象も含む外乱候補となる点を
複数抽出し，それらの前フレームからの移動距離に基づ
いて速度，方向，加速度を特徴量として算出し，検出対
象がとりえる数値を上回った点を外乱と判定する手法を
検討した。
　本手法の基本フローチャートを図 5 に示す。最初に深
度画像センサから距離画像を取得し，得られた距離画像
に対して初期フィルタ（ノイズ除去のための平滑化フィ
ルタなど）を施す。その後，距離画像内でセンサに最接
近している点を探索して外乱候補の一つとする。外乱候
補を複数抽出するため，先ほど探索した点から所定の半
径rの円範囲を距離画像内の探索範囲から除去する。こ
の後，再度最接近点を探索する。これらの操作を所定の
回数繰り返して外乱候補点を抽出する。また，測定した
全てのフレームに対して実施する。
　つぎに，外乱候補点の時間的関連付けを行う。外乱候
補点の関連づけの例を図 6 に示す。ある時間nにおける
一つの外乱候補点p1（n）に対して，直前フレームの外乱
候補点からの距離を総当りで計算する。ここで，移動距
離が最短となる点を直前フレームでの同一点として時間
的に関連付ける。図 6 では，直前フレームn-1の外乱候
補点はp1（n-1），p2（n-1），p3（n-1）の 3 点で，その移動
距離はa1，a2，a3と表される。また，a1>a2>a3の関係
があるとする。この時，移動距離が最短となるのはa3

図 4  物体の位置変化
Fig. 4  Image of object position change

図 3  物体の位置検出
Fig. 3  Detection of object position

図 2  実験機器の配置
Fig. 2  Equipment layout for experiment

図 5  外乱除去フィルタのフローチャート
Fig. 5  Flowchart of disturbance rejection filter



22 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018）

のため，外乱候補点p1（n）の直前フレームでの同一点は 
p3（n-1）と時間的に関連付ける。
　上記のように外乱候補点の時間的関連付けを行った後
は，速度，角度，加速度を特徴量として計算して外乱で
あるかを判定する。図 7 のように外乱候補点が位置して
おり，各フレームの候補点がq（n），q（n-1），q（n-2）と
時間的に関連付けられている場合，速度ベクトルvは式

（ 1 ），式（ 2 ）で計算できる。
　　v（n）＝（q（n）-q（n-1））/Δt …………………………（ 1 ）
　　v（n-1）＝（q（n-1）-q（n-2））/Δt ……………………（ 2 ）
　ここで，Δtはフレーム間の時間である。
　続いて，フレーム間の速度ベクトルの角度θを式（ 3 ）
で計算する。
　　θ（n）＝∠（v（n）, v（n-1）） …………………………（ 3 ）
　さらに，加速度ベクトルaを式（ 4 ）で計算する。
　　a（n）＝（v（n）-v（n-1））/Δt …………………………（ 4 ）
　（ 1 ）～（ 4 ）式までをそれぞれ計算した結果が，どれ
か一つでも設定した閾値を上回った場合には外乱と判定
する。なお，速度ベクトルや加速度ベクトルは絶対値で
判定を行う。
　以上に述べた外乱除去フィルタにより外乱と判定され
た点は，距離画像上の距離計測から除外して誤検出を防
止する。

4 ．外乱除去フィルタの効果検証

　 2 章で行った試験結果から最接近点を抽出する際に，

3 章で述べた外乱除去フィルタを適用し，外乱を除去し
た結果を図 8 に示す。ここでは，外乱候補の探索範囲除
外半径はr＝150 mm，外乱候補の抽出回数は10回，外
乱と判定する閾値は速度が 5 m/s，加速度が 3 m/s2，角
度が90°と設定した。フレーム間の時間は50 msである。
なお，各閾値の設定については，速度は標準サイズ（直
径 2 mm）の雨滴の落下速度約6.5 m/sを 4 ），加速度は虫

（ハエ）の加速度の測定最低値の約4.8 m/s2を5 ）参考に，
これらよりも低い値として設定した。角度に関しては適
切なデータがなかったため，仮決めした数値である。
　物体の位置検出結果は，物体を前後に 2 往復動かした
動作がはっきりと分かるグラフとなっており，外乱の影
響を除去し，検出対象の位置検出ができていることがわ
かる。

むすび＝センサをショベルに取り付けて屋外環境で周囲
情報取得に利用する場合に，外乱となる雨，雪などの影
響を除去するためのフィルタを開発した。フィルタは，
測定フレーム間の外乱候補点の速度，加速度，角度から
外乱を判定して除去する構成となっており，降雨時でも
物体位置が検出できることを確認した。今後，センサに
よる周囲の距離情報取得に本手法を利用することで，シ
ョベルの新機能開発を進めていく。
　
参　考　文　献
1 ） 三柳直毅.建設の施工企画. 2009, No.709, p.52-57
2 ） 四家千佳史ほか. コマツ技報. 2015, Vol.61, No.168, p.2-6
3 ） 社団法人 日本建設機械化協会規格. JCMAS H017, 2003.
4 ） 熊井基ほか. 気象集誌. 1954, Vol.32, No.3, p.69-76.
5 ） Robert P. Rayほか. Nature Communications. 2016 Vol.7,
  No.10851

図 6  外乱候補点の関連付け
Fig. 6  Association of disturbance candidate points

図 7  外乱候補点の位置
Fig. 7  Position of disturbance candidate points

図 8  フィルタリングした物体位置検出
Fig. 8  Detection of object position through disturbance rejection 

filter


