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This paper reports a sensing point planning for mobile robots to obtain 3-dimensional environment
information which includes range and visual data. Generally, to avoid an occlusion problem and a low
resolution problem, it is necessary for robots to sense in different places. Therefore, a suitable sensing point
planning is required to reduce redundant sensing. This problem is called “Art Gallery and Illumination
Problems” in 3-dimensional environment, and our approach is to solve the problem with consideration of
both valid-sensing-area and partially-unknown environment. In this paper, we explain our planning-approach
and introduce some initial experimental results.
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1 はじめに

未知環境における地図構築は，移動ロボットの主要なタ
スクの一つである．特に，屋外環境において，その三次元
形状を迅速に，かつ自動で構築することは，震災などの災
害現場，火山噴火における地形情報把握といった非常時の
情報収集 [1][2]だけでなく，日常の屋外巡回警備等にも有
用であることが期待できる [3]．さらに，近年，三次元形状
だけでなく，画像情報を付加した三次元環境地図の構築技
術に関する研究開発も進められており，小型のレーザ距離
センサと CCDカメラで，三次元環境情報を獲得すること
も可能となりつつある [4]．

このような背景の下，筆者らの研究が所属する研究グルー
プでも，レーザーレンジセンサで取得した距離情報と，カ
メラで取得した画像情報を融合し，距離画像情報の提示を
行う研究を進めてきた [5]．この種の計測システムでは，特
に対象とする領域が広大な屋外の場合，遠方の対象物の画
像解像度が低くなるという問題が生ずる．さらに，一地点
からの計測では，対象物の反対側が見えなくなるというオ
クルージョン問題も生ずる．これらの問題に対処するため
には，複数地点で計測を行い，情報を融合する必要がある．
この融合で問題となるのが，計測地点の計画と計測地点の
正確な位置計測である．

本研究では，主に，前者の計測地点の計画ついて考察す
る．屋外環境で，できるだけ無駄のない計測を行うために
は，可能な限り，視野範囲内に対象物を捕えることができる
位置で計測することが望ましい．この問題は，アートギャラ
リ問題と呼ばれ，人工知能分野で議論が行われてきた [6]．
本研究では，対象が三次元かつ未知環境であり，さらに解像
度を一定に保つために有効計測領域が比較的狭いという制限
の中で，このアートギャラリ問題を考えることとなる．た
だし，完全性については，大きく要求されないものとする．

なお，後者の位置計測については，スキャンマッチング
による三次元形状の重ね合わせ手法が一般的である [7]が，
複数台移動ロボットとレーザ距離測距器を組み合わせた屋外
三次元環境計測のための位置推定手法 [8]なども提案されて
いる．本研究では，屋外環境において，位置情報が精度良く
獲得できるRTK-GPS（Trimble社製）ならびに，姿勢や方
位角が精度良く獲得できる三次元角度計測装置 TruePoint
を利用することで，位置計測の問題に対処することとした．

Fig. 1 一観測地点で獲得した三次元地図の例

2 一観測地点で獲得する三次元地図の生成

まず，一観測地点で獲得する三次元地図の生成手法につ
いて述べる．なお，本研究では，三次元距離情報に画像情
報がテクスチャマッピングされたものを「三次元地図」と
定義する．この三次元地図の一例を図 1に示す．

2.1 計測装置

三次元距離情報ならびにパノラマ画像情報を獲得するため，
本研究では，三次元地図構築システムを構築した．レーザ距
離センサには，SICK社の LD-LRS2100 を使用した．この
センサは，単独で，平面空間を，角度分解能最大 0.125[deg]
で，最大 250[m] まで計測する能力を有する．また，画像取得
を行うための CCD カメラには，アルゴ社の CCD-Camera
Lu160cを用いた．このカメラの画角は，垂直画角が約 24[deg],
フレームレートが 15[fps]である．三次元距離情報を取得す
るため，これらセンサは，回転テーブル上に設置されている．
この回転テーブルには，中央精機社製 ARS-936を用いた．
また，複数の三次元地図を統合するための姿勢情報の検知
には，方位角と傾斜角を取得可能なシリコンセンシングシス
テムズ社製の三次元角度計測ユニットTruePointを利用した．
自己位置の計測には, Trimble社製RTK-GPS（MS750）を
利用した．この装置のセンサヘッド部分を図 2 に示す．
本研究は，計測地点の計画を目指しているため，現在，こ
の装置には，移動機構が取り付けられていない．ただし，
この装置は，移動ロボットに搭載することが十分に可能と
なるサイズである．



Fig. 2 三次元地図構築システム

2.2 三次元距離情報と画像情報の取得

本研究では，三次元距離情報の取得を，二次元平面が計
測可能なレーザ距離センサを回転ステージで旋回させるこ
とで実現する．レーザ距離センサからは，センサの計測平
面における計測点の回転角 θならびに計測地点までの距離
情報 rが取得可能である．また，回転ステージの回転角 φ
は，回転ステージから直接取得できる．こらの情報により，
三次元空間中の物体は，二つの角度と距離の組 (r, θ, φ)で
表された点の集合として表現することができる．
また，三次元距離情報に貼る視覚情報については，まず，
カメラの画像中心の縦ラインが，レーザ距離センサのスキャ
ン面と一致するように，カメラを設置する．次に，回転ス
テージの回転と同期させてこの縦ラインを連続的に格納し，
つなげていくことで，全方位のパノラマ画像を生成する．

2.3 テクスチャマッピング

次に，取得した画像情報と距離情報の縦ラインを同期させる
ことで，ポリゴン表示させた三次元距離情報の上に，画像情報
をマッピングすることが可能となる．本研究では，単純に，点
(r(m,n), θm, φn)について，隣接する点 (r(m+1,n), θm+1, φn)
と (r(m,n+1), θm, φn+1) との間に作られる三角形を考える．
この三角形の頂点間の距離が十分に小さい場合，そこに面
が存在するものとしてポリゴン面を構成する．全ての点に
対してこの処理を行うことで，点群データからポリゴンモ
デルを生成できる．このポリゴンモデルの座標に相当する
画像情報を切り出し，これをポリゴンに貼ることで，テク
スチャマッピングを行う．

2.4 計測地点からの距離と計測精度の関係

上述の計測装置を利用することで獲得した図 1 を見ると，
全体として，画像が綺麗にマッピングされた三次元地図を
獲得できたことがわかる．しかしながら，センシング位置
から遠方にある物体については，その精度に大きな問題が
存在する．例として，計測地点から約 30[m]の物体を表示
したものと約 70[m]の物体を拡大表示したものを，それぞ
れ図 3，図 4に示す．
図 4については，本来ならば窓枠が表示されるべきとこ
ろであるが，この図からも分かるとおり，計測地点から遠
方に存在する物体については，(1) 距離情報が疎であるこ
と，ならびに，(2) 画像の解像度が低いこと，いった理由
により，意味のある画像がマッピングできていないことが
分かる．この問題は，目標とする画像解像度とレーザ距離

Fig. 3 近距離対象物の表示 Fig. 4 遠距離対象物の表示

センサの角度分解能，対象物が持つ面とカメラとの相対角
度に大きく依存する．本研究で利用するセンサの構成では，
CCD カメラの解像度と比較し，レーザ距離センサの最大
到達距離が十分に長い．そこで，本研究では，暫定的に，
計測地点からの距離が 30[m]以内の距離情報ならびに画像
情報を，センサ情報の有効範囲と仮定した．

3 計測位置計画

3.1 Digital Elevation Mapの構築

計測位置計画を行うに当たり，本研究では，まず獲得した
三次元地図を Digital Elevation Map（以下 DEMと略す）
で表現する．この DEMは，環境を二次元の格子で区切り，
各格子の高さ情報を格納することで，地面の凹凸を表現す
るものである．この DEM表現を用いることで，三次元の
計測位置計画を二次元格子上で実行することができる反面，
各格子に格納される高さ情報は，その位置における対象物
の上端位置を表しているため，樹木の下などの自由空間を
表現ができないという欠点もある．本研究では，計測シス
テムが移動できる空間は，地面上であるという拘束がある
ことから，計測位置計画に DEMを利用することは，適当
であると考え，暫定的にこれを採用した．

3.2 移動可能領域の設定

構築したDEMでは，各格子間の高さ情報の変化が，勾
配の大きさ（または段差の高さ）に相当する．測定システ
ムを移動させる場合，その勾配の高さは，一定以下である
必要がある．そこで，本研究では，測定システムの移動可
能領域を，各格子間の高さ情報の変化の小さいエリア，言
いかえれば，平らなエリアに限定することとした．具体的
には，DEMの各格子において，隣接する格子の高さ情報
の差の総和が一定値以下となる領域で，計測地点を含むも
のを移動可能領域と設定する．

3.3 距離に応じた領域分割

次に，DEMで表現した環境について，領域分割を行う．
前章で示した通り，計測地点からの距離が一定値を越える
物体（本研究の場合は 30[m]）の対象物のテクスチャマッ
ピングは，その精度が問題となる．したがって，センサ情
報として有効な範囲は，獲得可能な三次元距離情報の部分
集合となる．本研究では，計測地点からの距離が 30[m]以
内の測定を行うことができた領域を「測定完了領域 (C)」，
30[m]以上だが距離情報が獲得できた領域（つまり，距離情
報はあるが，画像情報の解像度が低くなるため計測完了と



Fig. 5 領域分割手法

はならない領域）を「測定中領域 (M)」と定義する．また，
一つの計測地点から三次元地図を獲得する際，観測した物体
の裏側の環境（オクルージョンエリア）や，距離センサの
最大到達距離を越えるエリアについては，その計測地点か
ら計測を行うことが不可能である．このような，距離デー
タが存在しない領域を「測定未了領域 (U)」と定義する．
上述の領域に関する概念を二次元平面において表現した例
を図 5に示す．この図において，中心の A点が観測地点，
白い部分が測定完了領域 (CA)，薄い灰色の部分が測定中領
域 (MA)，濃い灰色の部分が測定未了領域 (U)，青い部分
が障害物領域である．

3.4 評価関数の提案

できるだけ少ない測定回数で，一定の地図精度を確保す
るためには，次の測定地点において，可能な限り，視野範
囲内に未計測または，計測中の対象物を捕えることができ
ることが望ましい．言い換えれば，できるだけ測定未了領
域 U や測定中領域M が，測定完了領域 C に変化すること
が期待されることを評価する評価関数が必要であるといえ
る．そこで，本研究では，以下に示す評価関数を定義する
こととした．

FX = area((U ∩ CB) ∪ (U ∩ MB)) · α +
area(MA ∩ CB) · (1 − α) (1)

ここで，area()は，カッコ内に示される領域の面積，CB

は，移動可能領域内のある計測地点 B で測定した場合に，
計測完了領域となると期待できる領域，MB は，計測地点
Bで測定した場合に，計測中領域となると期待できる領域，
αは，重み係数である．既に距離情報が得られている計測
中領域を，できるだけ計測完了としたい場合，αを 1に近
づけ，計測未了領域をできるだけ減らしたい場合には，α
を 0に近づけることとなる．
上述の評価概念を二次元環境において表現したものを図

6に示す．この図では，図 5の例で示した環境内において，
次の観測点 Bにおける計測で，どの程度，環境が明らかに
なるか，ということを示している．濃い黄色の部分が，測定
完了領域となると期待できる領域，薄い黄色の部分が計測中
領域となると期待できる領域である．なお，測定未了領域内
においては，その領域内に何が存在するか分からないため，
α が 0に近い方が，期待通りにならないリスクが大きい．

Fig. 6 ある計測地点候補において期待される観測領域

Fig. 7 三次元地図（左）の DEM化（右）

4 計測位置計画の適用例

前章において示した計測位置計画の流れを，図 1に示す
環境に適用した．まず，DEMの構築を行い，移動可能領
域の設定を行った．この環境を DEMに変換し，移動可能
領域を黄色で示したものを図 7に示す．図左は，ある計測
地点から獲得した三次元地図，図右は，これを DEMで表
現したものである．
次に，この DEM情報から初期計測位置からの距離に応
じた領域分割を行った．これを上方から表示したものを図
8に示す．ここで，黄色い部分が移動可能領域，薄い青色
の部分が測定完了領域，濃い青色の部分が測定中領域，黒
色の部分が測定未了領域である．
以上の情報から，移動可能領域内（黄色い部分）の全て
の点において，前章で提案した評価関数を適用し，計測位
置計画を行った．この計画の結果は，αに大きく依存する．
そこで，ここでは，α = 0 の場合と α = 1の 2つの場合に
ついて計画を行い，結果をそれぞれ，図 9 と図 10に表示
した．各図中の赤い点が，計画した次の計測地点である．
α = 0とした場合，未知領域をできるだけ減らしたいとい
うインセンティブが最も大きく働くが，計測位置を右手の
方に持っていくことで，計測未了部分をできるだけ減らす
ような計画となっていることが分かる．一方，α = 1の場
合，既に距離情報が得られている計測中領域をできるだけ
計測したいというインセンティブが働くため，図左側の計
測中領域を，できるだけ計測完了とするような計画となっ
ていることが分かる．以上より，次計測地点の計画が，実
環境で計測したデータの中で，正しく実行されていること
が見て取れる．



Fig. 8 計測初期位置における領域分割

5 まとめと今後の課題

本稿では，三次元距離情報と画像情報によって構成され
る広域三次元地図の構築に関する研究について述べた．ま
ず，一点から獲得可能な三次元地図の獲得手法について述
べ，筆者らが構築したセンサシステムと，それによって獲
得した三次元地図を紹介した．次に，広域三次元地図を獲
得するための，測定位置計画手法について述べた．この手
法では，センサシステムが移動可能な範囲内において，で
きる限り計測未了領域を減らす評価を採用した．さらに，
この評価手法を用いた二点目の測定と，その情報の融合結
果について，実環境内で行った実験を紹介した．
現状の手法では，対象物と測定地点の位置関係しか考慮し
ていない．しかしながら，綺麗なテクスチャを三次元距離情
報に貼り合わせるためには，その面の向きを考慮する必要が
ある．そこで，今後の課題として，向きの評価を含めた評価
手法の考案が考えられる．一方，測定位置計画における環
境の表現には，DEMを利用したが，本文中でも述べた通
り，DEMは，天井等の存在する空間を表現することがで
きない．そこで，今後の課題として，この問題に対処する
必要がある．以上の問題を解決し，屋外環境における広域
の環境情報を獲得することが，本研究の大きな課題である．
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