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1 はじめに
　少子高齢化社会がもたらす労働人口の減少にと
もない物流現場においても人材確保が困難となっ
てきている。それにより自動機器への需要が増加
し、急速に自動化市場が拡大しつつある。
　これらの要望に応えるため、2018年に安全性・
使いやすさを向上した自動運転フォークリフト

（以下、AGF）のフルモデルチェンジを行った。
　しかし、従来の技術では自己位置検出のために
床面にガイド線の敷設が必要であり、工場や倉庫
内において高まりつつある床面工事を必要としな
い無人搬送車やAGFへのニーズに対し自己位置推
定技術のひとつであるSLAM技術を開発し、発売済
のAGFに追加オプション設定を行った（写真1）。

写真1 新型Renova AGF 1.0〜3.0トン積載リーチ式自動運転
フォークリフト

Photo1 1.0〜3.0ton Automated Guided Forklift with Laser 
SLAM

2 製品の特長
1）ガイド式AGFとの共通性
　自動運転時の安全性・使いやすさ向上・サイクル
タイム短縮・有人/無人切替運用への対応など、お
客様の多様な要望に応えるシステム構築ができる
ように開発したガイド式AGFの特長を活かしつ
つ、レーザー SLAM式をはじめ様々な自己位置推
定技術に対応できるシステム構成を採用した。

2）位置検出方式のハイブリッド化
　SLAMによる自己位置推定精度は周囲環境に依
存し、観測点が少ない場所では精度が低下する。そ
のため、AGFの荷役場所のように停止位置に高い
精度が求められる場所では、周囲環境によって必
要な精度を満たすことができない場合があるた
め、他の方法で停止精度を確保する手段を備えて
おくことが必要となる。
　今回はガイド式とのハイブリッド方式を採用
し、周囲の環境に応じてレーザー SLAM式とガイ
ド式を切替えて走行できる構成とした。

3 開発内容
1）レーザー SLAM式AGFの構成
　（1）車両構成

　SLAMに必要なレーザーレンジファイン
ダー（LRF：測域センサー）をヘッドガード上
に配置し、SLAM用コントローラーをサブコ
ントローラー内に収納することで機台の構成
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要　旨 　レーザーセンサーを用いて周囲の物体との距離を観測することで自己位置を推定するSLAM（Simultaneous 
Localization and Mapping）技術に基づいて位置推定精度を向上する独自技術を開発し、2018年1月発売のリーチ
式自動運転フォークリフトRinova AGF（Automated Guided Forklift）にレーザー SLAM式として追加設定した。こ
れにより、従来必要であった自己位置検出のための磁気テープ敷設などの床面工事が大幅に削減可能となった。
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Abstract 　We have developed a unique technology to improve position estimation accuracy based on 
SLAM technology. Then, it was added to the reach-type autonomously operated forklift Rinova AGF 

（Automated Guided Forklift） released in January 2018 as a laser SLAM type. As a result, the floor 
construction work of the magnetic tape for the self-position detection, which was conventionally 
required, can be significantly reduced.
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　SLAMとは自己位置推定と環境地図作成
を同時に行う技術のことであり、一般的に
LRFを用いて周囲物の形状や距離データから
自己位置を推定するレーザー SLAM、カメラ
を用いて画像情報から自己位置を推定する
Visual-SLAMが知られている。自己位置推定
に高い精度を求められるAGFでは、周囲環境
からの距離を直接得ることができ、計算量が
少ない2Dレーザー SLAM式を採用した。

　（2）自己位置推定精度の向上
　SLAMによる自己位置推定は地図上に存在
しない物体を多く検出した場合や、廊下のよ
うな単調で対称的な環境、特徴物の少ない環
境では、地図と照合しても自己位置を把握す
ることが難しいという課題がある。
　AGFが使用される工場や倉庫では、上記の
ような周囲環境が多く、自己位置を精度よく
推定できない場合がある。また、LRFは赤外線
レーザーを照射して、その反射度合で物体と
の距離を測定するセンサーであるため、ガラ
スや金網などレーザーが反射しにくい環境で
も、自己位置の推定が難しくなる。
　そこでSLAMアルゴリズムの中から、機台
の移動量に対して乱数で大量の自己位置候補
点を生成し、最も一致する地点を確率的に探
す手法であるモンテカルロ法を採用し、自己
位置を推定する際の分散状況を「自己位置の
確からしさ（信頼性）」として補正処理を行う
独自技術を開発した（図4）。
　これにより、従来よりも幅広い環境でレー
ザー SLAM式による誘導・走行を可能とした。

表1 位置認識方法の比較
Chart1 Comparison of location recognition methods

◯：使用可、×：使用不可

磁気センサー GPS レーザー
（反射板型）

2Dレーザー
SLAM

屋外使用 ○ ○ × ×
屋内使用 ○ × ○ ○
設備工事 あり なし あり なし

優位

4 まとめ
　今回開発したレーザー SLAM式AGFは、20年
以上にわたるガイド式AGFで得た知見・技術を活
かしつつ、新技術を導入し、次世代のAGFとして
お客様のご要望に応え、物流改善に貢献できる製
品に仕上げることができた。
　一方、物流現場では、お客様自身で動き方をカス
タマイズできるような、使い勝手がよい自動化・自
律化への要望や、サイクルタイム短縮など、さらな
る効率化が求められているため、今後も改良を重
ねて、物流業界をリードする製品の開発につなげ
ていく。
　最後に今回の開発にあたり、多大な協力・サポー
トをいただきました社内外の関係者各位に、深く
感謝いたします。

■ 参考文献
 豊田自動織機技報No.69 特集 国際物流展2018

■著者紹介■

図4 SLAM（MCL法）概要
Fig.4 Overviw of SLAM（Monte Carlo method）

SLAM（MCL法）の自己位置推定アルゴリズム
SLAM : Simultaneous Localization and Mapping
MCL : Monte Carlo Localization
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を大きく変更することなくレーザーSLAM式
のAGFを実現した（図1、図2）。

　また、自動化・自律化ニーズの高まりにより
重要技術である“自己位置を推定する技術”
は、今後も精度向上や制約条件の緩和など、技
術開発が進むと考えられる。そこで、自己位置

図1 車両構成
Fig.1 Vehicle configuration of SLAM type AGF

SLAMコントローラー

ガイドセンサー

LRF

図2 機台システム構成
Fig.2 AGF System configuration
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推定を行う機能を自動運転コントローラーか
ら分離して、位置検出装置としてSLAM用コ
ントローラーを開発した。
　これにより他機種への展開や、位置検出装
置を他の検出装置に変更する場合でも位置情
報（座標、姿勢角）を取得できれば、別手法の位
置検出装置へ組み替えるだけで、AGF本体へ
影響の出ないシステム構成とした。

　（2）既存搬送システムへの適合
　AGFは稼働管理や搬送管理を行うシステ
ムの機器構成の1つであり、上位システムと
の互換性が重視される。そこで作業指示を行
う地上制御盤との通信プロトコルや運行指示
を与えるコマンドを共通化し、ガイド式AGF
からの代替や共存運用ができるよう配慮した
（図3）。

2）自己位置推定技術の開発
　（1）SLAMの概要

　自己位置の推定には、GPSや磁気センサー、
反射板によるレーザーの反射光を利用する方
法など幾つかの方法がある。しかし、GPSは屋
外向けであり、従来の磁気センサー方式や反
射板を利用する方法では、既存の構造物、設備
に手を加える必要がある。そこで、屋内利用
が可能で、既存設備への工事を必要としない
SLAM方式を採用した（表1）。

図3 搬送システム構成図
Fig.3 Configuration diagram of transport system
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