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画像処理による実環境と環境モデルの比較に基づくロケーションシステム
1.

はじめに

超高齢社会となり，介護福祉や生活支援を目的として
活躍するロボットの開発が急がれている．これらのロボッ
トには環境内を自由に移動し，作業を行うことが望まれ
ている．そのため，ロボットは住居環境などの屋内にお
いて自己位置を推定する必要がある．これまでに屋内で
のロケーションシステムとして，無人搬送車に用いられ
る誘導線（ガイドライン）によるものが実用化されてい
る．しかしながら，ガイドライン等の設備を埋設する必

図 1 Matching Pairs in Initial Position.

要があり，移動経路を変更することは困難である．その

ORB によって得られたキーポイントに対し，FREAK

ため，ガイドラインを必要としないロケーションシステ

特徴量を抽出する．現在のフレーム t と t − 1 の間で

ムが求められている．

FREAK を用いたキーポイント同士のマッチングを行う．
環境モデルと対応付いたある特徴点 k0 を中心に半径 r2
の範囲にあるキーポイントとのマッチングを行い，キー
ポイント周辺の移動量の平均値を算出する．k0 の移動
量はこの平均値と一致するものとし，t − 1 における k0
の座標に平均値を加算し，推測移動先とする．そして，
フレーム t において，推測移動先と最も近い位置にある
キーポイントに k0 は移動したとし，環境モデルとの対
応点を更新する（図 2）．これを各特徴点に対して行い，
カメラ画像中の特徴点を追跡する．また，k0 を中心に半
径 r2 内にマッチングしたキーポイントが存在しない場
合，初期位置における対応付けと同様に，環境モデル中
の 3 次元座標を画像平面上に投影し，投影点から半径 r1
の範囲内かつ最も近いキーポイントに特徴点を更新する．

そこで本論文では，ビルの屋内などの住居環境を対象
として，カメラからの入力画像（カメラ画像）からコー
ナー特徴を抽出し，3 次元環境モデルと比較することで
自己位置を推定するロケーションシステムを提案する．
さらに，提案するロケーションシステムを適用した移動
ロボットシステムを構築する．そして，この移動ロボッ
トシステムを用いた走行実験により，その有効性を示す．

2.

コーナー特徴による自己位置推定

本論文で提案するロケーションシステムは屋内環境を
対象とし，カメラ画像と環境モデルとを特徴点に基づい
て対応付けることで，実環境におけるカメラの位置・姿
勢を推定する．本論文では，ビルや住居などの一般的な
環境において位置が変化しないものとして，窓やドアな
どの四隅部分となるコーナーを特徴点として採用する．
また，特徴点の抽出にはコーナーを高速に抽出すること
が可能な Oriented FAST and Rotation BRIEF (ORB)
を用い，その特徴点の追跡には Fast Retina Keypoint

(FREAK) 特徴量を用いて行う．
2.1.

初期位置における対応付け

初期位置における対応付けは環境モデル中のオブジェ
クトを構成する 3 次元座標を画像平面上に投影し，投影

図 2 Calculations of Movements of Feature Points.

3.

移動ロボットシステム

点とカメラ画像中の特徴点との距離により行う．なお，

開発したロケーションシステムを適用した移動ロボッ

環境モデル内での初期の視点はカメラの初期位置とする．

トシステムを構築した．カメラには光軸方向に回転する

初期位置における対応付けを図 1 に示す．環境モデル

ことが可能なように，サーボモータが取り付けてある．

内のコーナーの 3 次元座標 M (Xw , Yw , Zw ) を画像平面

カメラから入力した画像は 640×480 画素であり，フレー

上に投影した点を m(x, y) とする．このとき，投影点 m

ムレートは 15[fps] である．

からユークリッド距離が半径 r1 以内にある ORB で検

移動ロボットの各車輪にはエンコーダが備えてあり，

出したキーポイントに着目し，m との距離が最小となる

ロケーションシステムにより自己位置の推定を行ってい

キーポイントを求める．このキーポイントを特徴点 k と

る間はエンコーダの情報を用いて目標軌道に追従させて

し，M と対応付けることで，1 つの組とする．ただし，

いる．また，時刻 t におけるロボットの X 軸方向の暫定

半径 r1 以内にキーポイントが存在しない場合には対応

的な自己位置 P Xt0 は式 (1)〜(3) により算出する．ここ

付けは行わない．

で P Xt はロボットの自己位置，LXt はロケーションシ

2.2.

対応点の追跡

環境モデルとカメラ画像との対応点を追跡することに
より，継続してカメラ位置の推定を行う．

ステムによる推定自己位置，∆LXt ，∆EXt はそれぞれ
ロケーションシステムおよびエンコーダによって推定さ
れた X 軸方向の移動量とする．また，α はエンコーダ

とロケーションシステムの重み係数とする．このように
自己位置の推定にエンコーダからの情報と画像処理によ
るロケーションシステムからの情報を併用することで安
定性の向上を図っている．

P Xt0=P Xt−1+∆EXt

(1)

P Xt−1=P Xt−2 +α∆LXt−1+(1−α)∆EXt−1 (2)
∆LXt−1 = LXt−1 − P Xt−2
(3)
Y 軸とカメラの方向についても X 軸と同様に求める.

4.

走行実験

開発したロケーションシステムの有効性を確認するた

(2) ロボットの走行結果
測域センサにより計測した移動ロボットの軌跡を図 6
に示す．図 6 より，ロボットは T Y 軸方向に 20[mm] の
誤差以内で目標軌道に追従していることが分かる．また，
T X 軸方向についても 20[mm] 以内の誤差でロボットは
停止していた．このことから，開発したロケーションシ
ステムはカメラが光軸方向に回転した場合においても自
己位置を正確に推定することが可能であり，その推定さ
れた自己位置から移動ロボットを目標軌道に追従させら
れることが示された．以上のことより，開発したロケー
ションシステムの有効性が示された．

めに，屋内環境において移動ロボットシステムによる走
行実験を行った．自己位置推定に用いるエンコーダとロ
ケーションシステムの重み係数 α は 0.4 とした．

4.1.

直進走行実験

移動ロボットの目標軌道を直線とした直進走行実験を
図 5 Rotation of Camera. 図 6 Path of Mobile Robot.

行った．

4.1.1.

実験条件

実験はビルの廊下で行った．実験エリアには廊下の中
心線上を原点としたエリア座標系 T X - T Y を定義した．
また，実験エリアには測域センサを設置し，外部から移
動ロボットの位置を計測した．
走行実験では移動ロボットを T X 軸に沿って 250[mm/s]
の速さで 3,000[mm] 移動させた．さらに，カメラの光軸
方向の回転に対するロケーションシステムの安定性を確

4.2.

旋回走行実験

旋回を含む目標軌道に移動ロボットを追従して走行さ
せる旋回走行実験を行った．旋回前，旋回後それぞれに
おいて，推定された自己位置に基づいて環境モデル内の

CG オブジェクトを重畳した結果を図 7，8 に示す．図
より CG オブジェクトは実環境に合わせて重畳されてお
り，自己位置が正しく行えていることが分かる．

認するために，ロボットの走行開始 2 秒後からカメラを

5 秒間かけて光軸方向に 10 度を回転させた．
4.1.2.

実験結果

本システムにより推定されたカメラ位置に基づき，環
境モデル中のドア部分を単色で塗りつぶした CG オブ

図 7 Result of superimpos- 図 8 Result of superim-

ジェクトをカメラからの入力画像に重畳合成した結果を

ing CG objects before a posing CG objects after a
turning.
turning.

図 3，4 に示す．図 3，4 より，実環境中のドア部に CG
オブジェクトが重畳合成されており，さらにカメラの傾
きに応じて CG オブジェクトが傾いていることが分かる．
これにより，開発したロケーションシステムはカメラが
光軸方向に回転した場合においても自己位置を正しく推
定していることが分かる．

5.

おわりに

本論文では，コーナー特徴を用いて 3 次元環境モデル
とカメラからの入力画像を対応付けることにより，カメ
ラの位置を推定するロケーションシステムを提案した．
さらに，提案したロケーションシステムを適用した移動
ロボットシステムを構築した．この移動ロボットシステ
ムを用いて走行実験を行った結果，カメラが光軸方向に
回転した場合においても，継続してカメラの位置を正し

図 3 Surperimposing CG 図 4 Surperimposing CG

く推定することが可能であり，その推定された自己位置

Objects (ex. 1).

により移動ロボットを目標軌道に追従させられた．これ

Objects (ex. 2).

らのことから，開発したロケーションシステムの有効性

(1) カメラの回転の推定結果
図 5 にロケーションシステムにより推定されたカメラ
の光軸方向の回転角とサーボモータによりカメラを回転
させた回転角を示す．図より，推定したカメラの回転角
が実際のカメラの回転角とほぼ一致していることが分か
る．これにより，ロケーションシステムはカメラの光軸
方向の回転角を正しく推定できていることが分かる．

を示した．
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