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自己紹介 
氏名 金森哉吏（かなもり ちさと） 
年齢 ５３歳（１９６４年生まれ） 
教育 卒業研究指導（４年生） 

   博士課程（前期２年・後期３年）研究指導 
   大学院：メカトロニクス特論 
   ３年：機構要素設計、メカトロニクス基礎実験（論理回路） 

研究 ロボット・メカトロ二クスに関する 
            システムおよび要素技術の開発 

役職  IT活用国際ものつくり推進室委員、 
      GAL（グローバルアライアンスラボ）運営委員 
   JD（ジョイントディグリー国際連携専攻）運営委員 
      楽力教育ロボメカ工房代表、 
      NHK学生ロボコン顧問、放送研究会顧問 
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金森研究室のコンセプト 

 

◇キーワード… 
  高速（リアルタイム）,知能（インテリジェント）, 
  相互理解補完（コミュニケーション&コンプリメント）, 
  安全安心（セーフティ＆セキュリティ）, 
  簡素（シンプル＆コンパクト）． 

精巧なロボットシステム 
       の構築を目指して 

新しいものを自分で考えて、生み出して、育てよう！ 
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研究分野とテーマ 

 

精密計測 

その他 

ロボット 

各種歯車測定機 

磁気式・光学式・光磁気式 
エンコーダと校正 

角度計測 

歯車の計測 

位置計測 

画像計測 作業移動ロボットと 
ナビゲーション 

音の認識 
MUsician roBOT 

ビル壁面の損傷診断 

制 御 技 術 
回転制御・位置制御 

３次元位置姿勢 
計測システム 

環境認識 各種サービスロボットと 
作業計画 

楽器の自動演奏 

アーチェリーロボット 

安全管理・セキュリティ 
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さまざまなロボットシステム
を企画，設計，製作、評価 
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研究開発の背景 

大型商業施設などで屋内屋外および階間を    

シームレスに移動し、案内や荷物運搬などの業務を

行う移動ロボットシステムの開発を目指している 
 ・車輪型移動ロボット 
 ・脚車輪型移動ロボット（盲導犬型ロボット） 
 

自己位置推定・同定機能、 
  周辺環境計測・認識機能が必要 
    → 実現するためのセンサを搭載 
 

歩行者（立ち止まり時も）の認識機能は不可欠だが、

専用のセンサを搭載するとコストが高くなる。 
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主な周辺環境入力装置（センサ） 

距離画像方式 
  測定範囲：距離１~５ｍ、視野角が限られる 
 例えば、SWISS Ranger、KINECT, Tango 
  →確実に小型化低価格化が進んでいる 
距離走査方式 

  測定範囲：距離1~100m 
  走査方式： ２次元    ２次元多層、３次元 
  導入コスト： 低い →   高い 
  処理データ：少ない →  多い（高コスト） 
  →ラインナップが充実してきた 
※ほかにも単眼、ステレオカメラ、多眼カメラがある 
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従来技術の問題点 

２次元の距離走査方

式センサを用いた場合、 
歩行者形状に類似す

る物体が周囲環境に

存在する場合や、一人

の人間の２本の脚が

重なる場合には、歩行

者を精度よく検出・捕

捉することが困難 
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新技術の概要と特徴 

入力装置として安価な 
2-D Lidar（距離走査方

式センサ）を使用 
測距データ群から   

脚特徴量を抽出 
時系列情報から歩行者

特徴量を生成し、高い

精度で歩行者を認識 

この技術により 
1) 一方の脚が他方の脚

の背後に隠れる状況

でも使用可能 

2) 歩行者類似形状と 

    歩行者との分離が可能 

3) 同時に複数の歩行者

が存在する環境でも使

用可能 
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歩行者認識の様子（動画） 

廊下中央に2-D LRFを
設置。センサから遠ざ

かっていく歩行者の動

きを測定、抽出、判定し

ながら、軌跡を算出す

る様子。 
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システム構成（例） 
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処理の流れ（抜粋） 

・入力：2D-LRF 
・処理：立脚抽出、 
 立脚＋遊脚ペア抽出、 
 歩行者抽出  
・出力：リアルタイム歩行データ 
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処理の結果（例） 

立脚・遊脚の関係性に 
    着目した歩行者抽出 

前述のアルゴリズムにより、 
歩行者と障害物の識別が可能 
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取得できる特徴量（抜粋） 

 抽出した脚の位置 
 左右脚分類 
 立脚・遊脚分類 
 歩行者中心（重心）位置 
 歩行者中心（重心）軌跡（進行方向、速度） 
 左右脚位置関係 
 左右脚の位置関係の変化（体の向きの変化） 
 脚運びの距離とリズム 
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用途１：移動ロボットに搭載する場合 

ロボット周囲の歩行者の移動状態を正しく認

識し、歩行者の移動経路を考慮したロボットの

移動経路を生成することができる 

お使いの移動ロボットに 
２D-LRFが搭載済みであれば、 
アルゴリズムを実装するだけで 
使用可能 
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用途２：広場や通路等に設置する場合 

商業施設、駅等の場合 

 歩行者の動線を調べることで、行動パターン予測や

混雑度評価、雑踏規制判定を行う 

 歩行者の状態（歩き方の変化、最後に転倒した等）お

よび移動軌跡（尾行、監視行動等）を把握し、異常事態

の検出・発報を行う 
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実用化に向けた課題 

現時点で提供できるのは、基本的な特徴量抽

出データである（前述）。 

具体的な用途に合わせて、 

 必要な特徴量データの算出法の考案、 

 判定等を行うための評価方法の決定、 

 判定等を行うための評価基準の決定、 

 が必要である。 

より高度な要求に対しては、３Dカメラとの  

センサフュージョン（統合）を行う。 

 



屋内外移動サービスロボットKANACO 
19 

Kana-lab.  
AutoNomous  
Assist and  
COllaboration  
Partner robot 

 
2-D LRF とオドメトリにより 
作成した屋外大域地図 

スロープ走行時の周辺 
環境認識結果（3Dカメラ） 
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企業への期待 

具体的な課題をお持ちの企業とともに、実用

化研究開発を実施したい。 
想定される業種 

 搭載型：AGVや電動車椅子のメーカー 
 設置型：施設管理、警備等安全管理業務 
想定される用途 

 人間とロボットが混在する環境における、人間

の動きの検知判定と安全運転管理。 
 監視カメラの設置ができない場所やカメラの死

角を補うための安全管理センサー。 
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本技術に関する知的財産 

発明の名称： 

 歩行者認識装置、歩行者認識方法 

 及びプログラム 

出願番号：特願2017-212095 

出 願 人：国立大学法人電気通信大学 

発 明 者：金森 哉吏、岡 和則 
 



産学官連携研究の経歴 

MO（光磁気式）エンコーダの開発 
  所属研究室技術（マグネスケール）→企業先行開発 

超高精度歯車測定機の開発 
  所属研究室技術（ディジタル式歯車測定機）→企業＋NEDO→商品化 

投影パターンを用いた安全センサーの開発 
  →特許：第4859879号(2011/11/25) 

移動環境認識装置の開発 
  →特許：第5742052号（2015/05/15），第5499355号(2014/02/20) 
  →企業：盲導犬型ロボットの開発 

エンコーダの知能化システムの開発 
  →経済産業省平成２２~２３年度戦略的基盤技術高度化支援事業 
    「インテリジェントロータリエンコーダの製品化に関する研究開発」 
※上記特許のライセンスには共同所有者の同意が必要となります 
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現在進行中の産学連携研究 

パーソナルスペース用セキュリティ管理システム 
食品加工作業支援ロボットの開発 

 →人とロボットが協働する作業工程の実現 

弓具評価のためのアーチェリーロボットの開発 
 →飛翔体研究用の発射装置から弓具評価装置へ 

23 23 



お問い合わせ先 
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電気通信大学 

産学官連携センター 今田 智勝 

ＴＥＬ  ０４２－４４３－５８７１ 

ＦＡＸ  ０４２－４４３－５７２６  

e-mail  imada@sangaku.uec.ac.jp 
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