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要旨

本研究では，SLAMで作成した 2次元の環境地図を用いて自律移動をさせる際，目的地のみを指定し走行させたとき，ロボットの位
置修正の過程で誤った位置を推定し，目的地まで到達することのできない問題が発生した．そのため，ロボットの周辺地図を作成し，
二つの地図画像から特徴点を抽出し対応付けを行い，特徴点の距離・角度関係から関係性の高い特徴点を絞り，初期位置の推定を行
うことで，目的地への到達確率を高めた．

１. はじめに

近年移動ロボットは様々な分野で需要が広がっている．案
内ロボットなどの自律走行ロボットは自己位置を見失ってし
まっては目的地までの走行が困難となってしまう．そこで，円
滑に目的地までの移動を可能にするために，初期位置を正確に
知る必要がある．本研究は，初期位置を推定することにより，
SLAM技術で作成した地図を用いて，自律移動ロボットが目的
地へ到達する正確性を高めることを目的とする．

２. SLAM(Simultaneous Localization and
Mapping)

SLAM 技術 1) はセンサにより得られるデータからランド
マークを計測し，オドメトリから得られるロボットの移動後の
相対位置と角度，ランドマークとの相対位置を用いることで自
己位置の同定を行い，それと同時に環境地図がランドマークに
よって作成される (Fig.1(a))．これに対して，本研究で行った
初期位置の推定では，ロボットをその場旋回させることでセン
サから得られる全方位の距離データによりロボットの周辺地図
の画像を作成する．事前に作成された地図画像とロボットの周
辺地図画像から特徴点を抽出し特徴点の位置関係からロボット
の初期位置を推定する (Fig.1(b))．

(a)SLAM (b)初期位置推定

Fig.1 センサデータの取得方法

３. 自律走行ロボットの初期位置推定

3.1 初期位置推定の目的
環境地図上に目的地を指定し自律走行を行わせた際，自己位
置の修正を行う際に誤った位置に修正を行ってしまい，目的地
へ到達することができない問題が発生した．そのため，初期位
置の推定を行うことで目的地までの到達確率を高めることを目
的とした．今回，目的地への自律移動を行う際に，ロボットの
初期位置の推定を行うために，その場旋回によって作成される
地図を用いて事前に作成した環境地図上における自律移動ロ
ボットの位置を推定する．

3.2 特徴点の抽出と対応付け
今回特徴点の抽出では，AOS(additive operator splitting)

と可変コンダクタンス拡散 (variable conductance diffu-

Fig.2 特徴点の対応付け

(a)周辺地図 (参照画像) (b)全体地図 (対象画像)

Fig.3 周辺地図と全体地図

sion,VCD) を採用し，重要な特徴を残したままノイズ除去
し，スケールの普遍性を得ている KAZE2) を，FED(fast ex-
plicit diffusion) と呼ばれる数学的手法を用いて大幅な高速化
を図った AKAZE を使用した．Fig.2 に特徴点の対応付けを
行った例を示す．

3.3 自律移動ロボットの初期位置推定
周辺地図の画像を参照画像 (Fig.3(a))，全体地図の画像を対

象画像 (Fig3.(b))としたとき，参照画像，対象画像の対応付け
された特徴点をそれぞれ Ai，Bi(i=1,2,3,…)とする．参照画像
の対応付けされた特徴点を 3点 A1，A2，A3 を選び，画像デー
タの座標を用いて 2点間の距離 |−−−→A1A2|，|−−−→A1A3|と ̸ A2A1A3

の角度を求める．選ばれた特徴点と対応している対象画像の特
徴点B1，B2，B3についても同様に |−−−→B1B2|，|

−−−→
B1B3|，̸ B2B1B3

を求める．すべての特徴点の組み合わせにおいても同様に求
め，対応する 2点間の距離の差と角度の差がしきい値よりも小
さい特徴点を選択する．このとき参照画像，対象画像から選択
したある 3点の特徴点の組みをそれぞれ (P1，Q1)，(P2，Q2)，
(P3，Q3)とし，x軸正の向き θ=0，

−−−→
P1P2，

−−−→
Q1Q2の角度をそれ

ぞれ θp，θq とすると特徴点をつなげたベクトルは以下で表さ
れる (Fig.4(a)，(b))．

−−−→
P1P2 = (|−−−→P1P2| cos θp, |

−−−→
P1P2| sin θp) (1)

−−−→
Q1Q2 = (|−−−→Q1Q2| cos θq, |

−−−→
Q1Q2| sin θq) (2)
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(a)参照画像 (b)対象画像

Fig.4 回転角度の測定

(a)参照画像 (b)対象画像

Fig.5 自己位置の推定

参照画像上のロボットの位置を O，対象画像上のロボットの
位置を O′ とすると三角形 OP1P2 と三角形 O′Q1Q2 は合同で
あるため，P1O=Q1O

′，P1P2=Q1Q2，̸ OP1P2≠ O′Q1Q2が
成り立つ．

−−−→
P1P2と

−−−→
Q1Q2の角度差を ∆θ とすると

∆θ = θq − θp (3)

であるため，
−−−→
Q1O

′は
−−→
P1Oを ∆θ だけ回転させた同じ大きさの

ベクトルである．
−−→
P1Oの角度を ϕとしたとき，

−−→
P1Oは

−−→
P1O = (|−−→P1O| cosϕ, |−−→P1O| sinϕ) (4)

と表すことができる (Fig.5(a))．
−−→
P1Oを ∆θ だけ回転させたベクトルは，

−−→
P1O = (|−−→P1O| cos(ϕ+∆θ), |−−→P1O| sin(ϕ+∆θ)) (5)

となる．これが
−−−→
Q1O

′と等しいので，

−−−→
Q1O

′ = (|−−→P1O| cos(ϕ+∆θ), |−−→P1O| sin(ϕ+∆θ)) (6)

ゆえに，

O′ = Q1 − (|−−→P1O| cos(ϕ+∆θ), |−−→P1O| sin(ϕ+∆θ)) (7)

となる (Fig5(b))．
O，P1，Q1，P2，Q2 は画像の座標として既知の値であるため，
O′ 座標を以上の式から求めることができる．これにより，対
象画像上における自律移動ロボットの初期位置を推定する．

４. 自律移動ロボットの目的地到達実験

4.1 実験概要
本研究ではヴイストン製自律移動ロボットのメガロ―バ，北

陽電機製 URG測域センサ，ロボットの制御に ubuntu18.04と
ROS melodic3) を使用した．
事前に作成した地図画像と自律移動ロボットの位置から得ら

れた全方位の距離データからロボットの初期位置の推定を行い
その精度を検証する．また，あらかじめ作成した地図画像を用
い，目的地を指定することで自律移動ロボットが目的地へ移動
する際に，初期位置の推定を行わずに移動させたときと，初期
位置を推定し移動させたときの到達確率を求める．

Fig.6 位置関係の同じ特徴点

(a)参照画像における

初期位置

(b)対象画像における

推定初期位置

Fig.7 ロボットの初期位置推定結果

4.2 実験結果と考察
10地点からロボットの初期位置を推定した結果として，6地

点において正解位置に近い推定結果を得られた．Fig.6 に特徴
点の対応関係が正しく求められた例を示す．Fig.7(a)の参照画
像を用いて初期位置を推定した結果を Fig.7(b) に示す．残り
の 4地点においては，正しい初期位置を得ることができなかっ
た．これは，実際の空間における壁の位置が障害物によってセ
ンシングすることができなかったことが原因であると考えら
れる．また，自律移動ロボットの初期位置の推定を行わずに目
的地まで移動させた結果，自己位置の修正時に誤った位置に修
正されたため，ロボットの初期位置が地図画像の中心ではない
場合には目的地まで到達することはできなかった．それに対し
て，自律移動ロボットの初期位置の推定を行い推定初期位置を
初期位置として指定した場合，自律移動ロボットの推定初期位
置を得ることができた 6地点から目的地に到達できた．

５. まとめ

本研究では，地図画像とロボットの周辺地図画像の特徴点の
位置関係からロボットの初期位置を推定することで目的地への
到達率が高まることを確認した．初期位置によって，距離と角
度の関係の近い特徴点が存在しない問題が発生するため，対応
付けされる特徴点の正確性を高めることが今後の課題である．
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