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概要：屋外の大規模な環境における位置推定では，軽量な地図の生成および位置推定の際に高い精度が得
られる地図形式を用いることが重要な課題の 1 つである．本論文では上記課題に対し，輝度付き多次元
正規分布地図を用いた大規模環境向け位置推定手法 NDT-I MCL（Normal Distributions Transform and
Intensity based Monte Carlo Localization）を提案する．提案手法では，輝度情報付き多次元正規分布の
集合を環境地図として用いる．多次元正規分布の集合を地図として用いることにより，解像度が低い軽量
な地図を用いた場合でも高い位置推定精度を維持することが可能となる．加えて，輝度付き多次元正規分
布として拡張することにより屋内外環境で構造的変化が少ない場所においても正確に位置推定することが
可能となる．屋内外環境における評価実験により従来手法である占有格子地図を用いた位置推定手法およ
び多次元正規分布のみを用いた位置推定手法より，低解像度地図を用いた際の位置推定精度，大域位置推
定における位置推定仮説収束時間，構造的特徴が少ない環境での推定精度の観点からそれぞれ性能が向上
することを確認した．
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Abstract: Most of Monte Carlo Localization based approaches rely on an occupancy grid to identify the
position of the sensor in the world. Such maps usually require high resolution map for precise localization.
However, a high resolution map leads to a large ﬁle size. In the wide-area localization, the ﬁle size of the map
causes problem. In this paper, we relax this problem using Normal Distributions Transform and Intensity
(NDT-I). We also propose NDT-I MCL (Normal Distributions Transform and Intensity based Monte Carlo
Localization). NDT-I enables the high-accuracy localization using low resolution map. NDT-I also enables
localization in an area where there are little structural changes. We evaluate our NDT-I MCL approach
both indoor and outdoor. Results show that the use of NDT-I as proposed with our approach improves the
localization in terms of absolute trajectories error and convergence speed.
Keywords: localization, mapping, normal distributions transform, intensity, particle ﬁlter

1. はじめに
近年，センサ技術の進歩により屋内外環境の 3 次元距離
計測データが容易に得られるようになってきた．屋内環境

では Microsoft Kinect センサや Google Project Tango に
よる携帯端末を用いて 3 次元距離計測データを取得でき，
屋外環境では小型 3 次元レーザレンジファインダ [1] を用
いて 3 次元距離計測データを取得できる．
現在，これらの 3 次元距離計測センサを用いた移動体の
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位置推定に関する研究が活発に進められている．距離計測
センサを用いた位置推定手法として，広く使われている方
法の 1 つとして占有格子地図とモンテカルロ法を用いた位
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(a) 参考環境画像
図 3

(a) 参考環境画像

(b) 解像度 0.05 m

(c) 解像度 0.25 m

(d) 解像度 0.5 m

図 1

各解像度での占有格子地図例

Fig. 1 Occupancy grid maps in each resolution.

(b) 2 次元距離計測センサデータ
屋内廊下環境例

Fig. 3 An example of corridors in an indoor environment.

(a) 参考環境画像
図 4

(b) 3 次元距離計測センサデータ
屋外中庭環境例

Fig. 4 An example of garden in an outdoor environment.

て位置推定を行う．この処理が位置推定の精度に影響する．
位置推定精度の低下を防ぐために占有格子地図の解像度
を高くした場合は地図の容量が大きくなる．このため占有
格子地図を用いた位置推定では推定精度と格子の解像度が
トレードオフの関係にある．ある建物内のような限られた
環境での位置推定の場合は地図の容量は比較的問題となら
ないが，屋外の大規模環境において 3 次元の地図を持つ場
図 2

離散化による誤差の概念図

Fig. 2 Conceptual diagram of discretization error.

合は，位置推定のための地図の容量が問題となる．このた
め，地図の容量が小さく，正確に位置推定ができる手法が
必要となる．

置推定手法 [2], [3], [4] がある．占有格子地図（図 1）とは，

占有格子地図を用いた位置推定におけるもう 1 つの課題

地図を等間隔の格子状に分割し，距離計測センサの計測結

として，構造的特徴が少ない場所での正確な位置推定があ

果に応じて障害物の有無や計測・未計測地点等の情報を確

る．たとえば，図 3 (a) に示す屋内廊下環境では，図 3 (b)

率変数により表現する地図である．位置推定の際には，占

に示す距離計測センサデータが得られる．このような場所

有格子地図と，ある時点での距離計測センサのデータを用

では，図 3 (b) 中の Y 軸方向に対しては壁が存在するため

いて対象の位置を推定する．

正確な位置推定が可能であるが，X 軸方向に関しては特徴

占有格子地図を用いた位置推定では，格子の大きさに

が少ないため正確な位置推定が難しい．同様に，図 4 (a)

よる位置推定精度の変化が課題の 1 つである．たとえば，

に示すような少し開けた屋外環境では，図 4 (b) 中の Y 軸

図 1 (b) に示すように，地図の格子の大きさ（解像度）を

方向には建物が距離計測データとして観測できるため正確

0.05 m にした場合は高い位置推定精度が期待できるが，解

な位置推定が可能である．一方で X 軸方向に関しては遠方

像度を図 1 (d) のように 0.5 m にした場合は数 cm 程度の高

に樹木があるのみで，正確な位置推定のための十分な距離

い推定精度を得ることは難しい．占有格子地図の解像度が

計測データを得ることが難しい．よりロバストな位置推定

低い場合に高い精度を得ることが難しい原因について，図 2

のためには図 3，図 4 に示したような環境において正確に

の概念図を用いて説明する．図 2 は図 1 (d) に示した解像

位置推定できる手法が必要である．

度 0.5 m の地図の A の場所を拡大した図である．占有格子

解像度が低い地図を用いた場合の位置推定に関する課

地図では，格子の中心（図 2 中の白丸）を障害物の位置と

題に対し，本論文では多次元正規分布（NDT）を用いる．

して扱う．地図の解像度が低い場合は，ある格子の範囲内

NDT とは Normal Distributions Transform の略であり，

のすべて距離計測センサのデータ（図 2 中の赤丸）が格子

多次元正規分布の集合により環境を表現する．占有格子地

の中心位置（図 2 中の青丸部分）で計測されたデータとし

図では解像度が低い場合，ある一定範囲の距離計測データ
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が格子の中心にあるデータとして扱われ位置推定精度に

外の時間変化，屋内の照明変化による外乱光の影響が大き

影響を及ぼしていたが，NDT ではすべての距離計測デー

く，前記変化に対する対応が難しい．一方でアクティブセ

タを用いて多次元正規分布どうしの位置姿勢の比較を行

ンサであるレーザセンサから取得する輝度情報（レーザ信

う．これにより低い解像度の地図を用いた場合でも，占有

号の受光強度）は計測対象が同一の場合であれば色相と比

格子地図を用いた場合より正確な位置推定が可能となる．

べ時間変化および照明変化による外乱光の影響は少ない．

多次元正規分布（NDT）は Biber らによって提案 [5] され

しかし，季節や天気の変化による計測対象自体のレーザ反

た．当初は高速な 2 次元スキャンマッチのためのデータ表

射特性の変化については課題が残るため，残されている課

現方法として用いられた．その後，Magnusson らにより

題については 4 章で述べる．

3 次元のスキャンマッチ手法として拡張 [6] された．初期

本論文では NDT-I による地図表現と NDT-I 地図を用い

の NDT 地図 [5], [6] は NDT の有無のみの情報を地図に保

た位置推定手法に関する提案を行う．一方で，ロボットの

持し，占有格子地図で広く使われているような確率的な占

分野では地図の動的生成と位置推定を同時に行う SLAM

有率での表現方法はなされていなかった．近年，Saarinen

（Simultaneous Localization And Mapping）[3] 技術が活発

らにより占有格子地図の確率的な考えを NDT 地図に適用

に研究されている．近年，特に注目されているグラフ構造

した Normal Distributions Transforms Occupancy Maps

を利用した SLAM 技術では，構成要素技術を次の 3 種類

（NDT OM）が提案 [7] された．本論文では NDT OM を
拡張した地図を位置推定時に用いる．
構造的特徴が少ない場所での正確な位置推定に関する課
題に対し，本論文では輝度付き多次元正規分布地図（NDT-I）

に分類できる [10], [11]．

• 位置推定技術（フロントエンド処理）
• 地図と位置の関係最適化技術（バックエンド処理）
• 地図表現方法

を用いた大規模環境向け位置推定手法 NDT-I MCL（Nor-

SLAM 技術における本論文の位置付けは，フロントエンド

mal Distributions Transform and Intensity based Monte

処理となる位置推定技術および地図表現方法の改善提案に

Carlo Localization）を提案する．提案手法では NDT に

該当する．既存 SLAM 技術に対しては，フロントエンド

輝度（Intensity）情報を追加し拡張した NDT-I（Normal

処理および地図表現方法の改良技術として本論文における

Distributions Transforms and Intensity）を地図生成およ

提案技術の適用が可能である．本論文の提案技術 NDT-I

び位置推定で用いる．本論文における輝度（Intensity）情

MCL とバックエンド処理を組み合わせた NDT-I SLAM

報とはレーザ信号の受光強度を表し，提案手法では距離計

に関する今後の予定については 4 章で述べる．

測データおよびレーザ信号の受光強度が取得できるセンサ

以下，2 章では NDT および NDT-I について述べる．加

を用いることを前提とする．構造的変化の少ない平坦な場

えて，NDT-I 地図とモンテカルロ法を用いた位置推定手法

所においても輝度情報を利用することにより，アスファル

である NDT-I MCL を提案する．3 章で屋内環境および屋

ト路面や芝生といった輝度情報が異なる場所の区別が可能

外環境において，
「地図解像度と位置推定精度の関係」
，
「大

となる．加えて，路面上に描かれている白線や標識等を区

域位置推定における仮説収束時間」
，
「構造的特徴が少ない

別することが可能となる．輝度情報から区別したこれらの

場所での位置推定」の 3 つの観点から提案手法を評価する．

特徴を位置推定時に利用することにより，構造的特徴が少

最後に 4 章でまとめと今後の課題について述べる．

ない場所でも正確な位置推定が可能となる．距離計測デー
タと輝度情報を組み合わせて位置推定の性能向上を図る試

2. 提案手法

みは原らにより Intensity-ICP 手法 [8] として行われてき

提案手法説明の事前準備として，2.1 節で NDT，2.2 節

た．Intensity-ICP 手法ではスキャンマッチで位置推定を

で MCL について簡単に紹介する．その後，2.3 節で提案

行う際に，距離計測データごとの輝度情報の違いを考慮し

手法である NDT-I MCL について説明する．

推定性能の改善を行っている．我々が想定している 3 次元
距離センサは 1 秒間で約百数十万点の距離計測データが

2.1 Normal Distributions Transform

取得できるため，各距離計測データごとの輝度情報を考慮

NDT を地図表現に利用する手法は Biber らによって提

した 3 次元スキャンマッチの計算負荷は高い．提案手法

案 [5] され，高速な 2 次元スキャンマッチのためのデータ

の NDT-I MCL では各計測データ点ごとの比較ではなく，

表現方法として用いられた．NDT では環境を多次元正規

NDT-I ごとでの輝度情報を利用し位置推定をするため計測

分布の集合として表現する．たとえば，距離計測センサか

データ点群を直接比較する手法と比べ計算負荷が低い．

らデータが得られた場合，一定の範囲ごとの距離計測デー
→
タに対して，位置の平均 −
μ と分散 Σ を計算する．

構造的変化の少ない平坦な場所で利用可能な他の情報と
して色相がある．Johnson らによる Color ICP 手法 [9] で
はスキャンマッチの際に色相を合わせて利用し位置推定を
している．パッシブセンサであるカメラから得た色相は屋
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(a) 1 次元 NDT

(b) 2 次元 NDT

図 7

NDT-I による屋外 3 次元環境表現

Fig. 7 3D terrain expressed by NDT-I.

万点の距離計測データが得られる．本論文では地図生成時
(c) 3 次元 NDT
図 5

および位置推定時には同一種類のレーザセンサから得られ

距離計測センサデータ（赤）および NDT（青）

る距離計測データおよび輝度情報を利用しているものとす

Fig. 5 Range data (red) and Normal Distributions transform
(blue).

る．NDT-I では式 (1)，(2) 計算時に距離計測データの輝度
の平均と分散を同時に計算する．図 3，図 4 で示したよう
な構造的変化が少ない場所では，距離計測データのみで高
い位置推定精度を得ることは困難であった．構造的変化が
少ない場所においても対象の材質が違う場所では輝度が変
化するため，提案手法では距離計測センサのデータに加えて
輝度のデータの違いを考慮して位置推定を行う．距離計測

図 6 ある屋内実環境（左）における 3 次元 NDT 地図（右）

Fig. 6 An example of 3D NDT map (right) in an indoor environment (left).

センサのデータのみでは正確な位置推定が困難な環境とし
て示した図 4 に対して，NDT-I 地図を生成した例を図 7 に
示す．図 7 は，縦約 100.0 m × 横約 100.0 m × 高さ約 4.0 m
の 3 次元環境を，解像度 0.4 m の NDT-I で表現している．

Σ=

1
n−1

n


→
→
→
→
(−
pk −−
μ )(−
pk −−
μ )T ,

(2)

k=1

−
→
p は距離計測データが表す位置，n は距離計測データ個
数である．ある一定範囲内における距離計測データの位置
の平均と分散である式 (1)，式 (2) を 1 つの NDT とする．
図 5 に 1 次元，2 次元，3 次元の場合における 1 つの NDT
例を示す．図 5 において赤い点が距離計測センサからの
データ例，青い箇所が各次元における NDT である．
図 6 にある屋内実環境における 3 次元 NDT 地図の例を
示す．地図において楕円の中心位置が NDT の平均，楕円
の大きさが NDT の分散，楕円の色が高さを表す．図 6 に
おける解像度は 0.5 m である．占有格子地図の地図を用い
た位置推定手法では，図 1 および図 2 で示したように，地
図の解像度を 0.5 m とした場合，数 cm の位置推定精度を
得るのは難しい．一方で，NDT 地図の場合は解像度 0.5 m
を用いた地図でも高い位置推定精度が期待できる．地図の
解像度と位置推定精度の関係については，3 章の屋内環境
評価実験において従来手法の結果とともに示す．
本論文では NDT に輝度情報を追加した，NDT-I を位置推

NDT-I 総数は 23,595 個であった．図 7 では，NDT-I の平
均・分散を楕円の位置と大きさで表し，輝度の強弱を楕円
の色で表している．図 7 の例では，輝度の違い（図 7 中で
は色の違い）によりアスファルト路面と芝生面の境界が区
別可能である．これらの情報が位置推定のために有用とな
る．NDT-I 地図を用いることにより，図 7 のような構造
的特徴が少ない環境においてより精度の高い位置推定が期
待できる．構造的特徴が少ない環境での NDT-I を用いた
位置推定については 3 章で評価する．

2.2 Monte Carlo Localization
提案手法である NDT-I MCL はモンテカルロ法による位
置推定 [3] を基本としている．モンテカルロ法による位置
推定では，推定対象の位置姿勢の事後確率を式 (3) により
再帰的に推定する．

p(xt | z1:t , u0:t−1 )

p(xt | x , ut−1 )p(x | z1:t−1 , u0:t−2 )dx ,
∝ p(zt | xt )
x

(3)

定のための地図として提案する．輝度情報はセンサベンダー

式 (3) において，左辺 p(xt | z1:t , u0:t−1 ) は移動体への制御

ごとに異なる指標で表現されている．本論文で用いる Velo-

入力 u0:t−1 ，およびセンサからの観測 z1:t を入力とした場

dyne 社製の 3 次元距離計測センサでは輝度情報は 0 から

合の，移動体位置姿勢 xt の事後確率分布である．右辺に

255 で正規化されており値の単位はない．距離計測データ

おいて，p(xt | x , ut−1 ) は移動体のモーションモデルであ

は測定精度 ±2.0 cm で約 120 m 先まで取得でき，最大約 130

り，1 ステップの移動体の位置姿勢 x に対して，制御入力
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ut−1 を実行した場合の，時刻 t における移動体の位置姿勢

いる推定位置姿勢を用いて地図の座標系へ変換する（図 8

xt の確率である．p(zt | xt ) は観測モデルであり，位置姿

中の青楕円群）．最後に，式 (4) を用いて，観測データか



勢 xt における観測 zt の尤度を表す．p(x | z1:t−1 , u0:t−2 )

ら生成した NDT-I と地図中の NDT-I（図 8 中の赤楕円

は 1 ステップ前の移動体位置姿勢の事後確率分布である．

群）間の重みを計算する．式 (4) は L2 距離 [12], [13] と呼

モンテカルロ法ではパーティクルと呼ばれる複数の仮説

ばれる尺度を用いている．L2 距離では多次元正規分布や

を用いて移動体の位置姿勢 x の事後確率分布を近似する．

Gaussian Mixute Model（GMM）間の類似度を計算する．

手順は主に以下の 3 ステップで構成される．

式 (4) は L2 距離に対して正規化した輝度情報の項 φ を追



( 1 ) 動作更新：モーションモデル p(xt | x , ut−1 ) に従い全

加し，NDT-I 用の L2 距離となるよう拡張した．

パーティクルの位置姿勢を更新する．

m 
n




d2
φd1 exp − μTij (Rk Σi RkT + Σj )−1 μij
2
j=1 i=1

( 2 ) 重み計算：観測モデル p(zt | xt ) に従い全パーティク
ルの重みを計算する．

−1
,
(4)

( 3 ) リサンプリング：重みの大小に従って新しいパーティ
クルを生成する．

式 (4) において，n は観測データから生成した NDT-I の

( 4 )（ステップ 1 に戻る）

数，m は地図中の全 NDT-I の数，Rk は回転行列，μij は

提案手法において動作更新およびリサンプリングについ

観測データから生成した NDT-I と地図中の NDT-I の位置

ては一般的なモンテカルロ法と同様である．提案手法の

の差分，Σi はその共分散行列，d1 ，d2 はスケーリングパラ

NDT-I MCL アルゴリズムではステップ 2 の重み計算部分

メータである．各 NDT-I 間の L2 距離での重みに対して，

が特に特徴的であるので次節では重み計算ステップを中心

正規化した輝度の差分 φ を掛けたものを観測データ中の 1

に説明する．

つの NDT-I の重みとする．最終的に観測データから生成
した全 NDT-I から計算した重みの和をパーティクル X の

2.3 NDT-I MCL

重みとする．

NDT-I MCL アルゴリズムは 2.2 節で述べたモンテカル

式 (4) の定式化では，m 個の地図上のすべての NDT-I に

ロ法を基本としている．本節では，NDT-I MCL アルゴリ

対して観測の各 NDT-I の重み計算を実施している．しか

ズムにおいて，特に特徴的な部分である NDT-I に関する

し，実際には一定距離以上離れた NDT-I どうしの L2 距離

重み計算のステップについて図 8 に示す概念図を用いて

はほぼ 0 になるため，実装上は図 8 左上の点円で示したよ

説明する．図 8 の橙色円群は，ある時刻 t においてモンテ

うに，重み計算対象としている観測データ中の NDT-I に

カルロ法における動作更新が終了した状態での推定位置お

対して一定距離以内に存在する地図上の NDT-I に関して

よび推定姿勢を表している．このすべての橙色円群に対し

のみ重み計算を行っている．

て重みの計算を行う．
重み計算はすべてのパーティクルに対して同じ処理が

3. 評価実験

行われるため，ここでは図 8 中のパーティクル X に注目

提案手法について，
（1）地図解像度と位置推定精度，
（2）大

する．時刻 t において，センサから距離計測データと輝度

域位置推定における収束時間，
（3）構造的特徴が少ない環

データが得られた場合，それらの観測データに対して式

境での位置推定精度，の 3 つの観点から評価を実施した．

(1)，(2) を用いて NDT-I を計算する．次に，観測データ

評価実験（1）および（2）では，Orebro University がオー

から生成した NDT-I の位置をパーティクル X が保持して

プンデータとして公開している Robot Operating System
（ROS）*1 のログデータ*2 を用いた．この，ROS ログデータ
には，移動体に搭載されたレーザレンジファインダの観測
データ，移動体オドメトリデータ，外部デバイスによる移
動体の位置のデータが格納されている．本評価では外部デ
バイスによる位置のデータを，移動体の位置の真値として
扱う．図 9 に実験環境全体図と真値の軌跡を示す．図 9
は約 15 m × 20 m の屋内環境である．評価実験（3）では
図 13（左）に示す屋外環境において評価を実施した．

3.1 地図解像度と位置推定精度
第一の実験として，地図解像度と位置推定精度の関係につ
図 8 重み計算概念図

*1

Fig. 8 Concept of weight calculation.

*2

c 2016 Information Processing Society of Japan
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評価実験環境および移動体軌跡（赤矢印）

Fig. 9 Experimental environment and ground truth (red ar図 10 地図解像度と位置推定精度の関係

rows).

Fig. 10 Localization accuracy according to resolution.

いて評価した．実験では，地図解像度を 0.10 m から 0.40 m
まで 0.05 m 刻みで変更した場合の Absolute Trajectory

Error（ATE）[14] による精度を評価した．
ATE では，初めに真値の全軌跡および推定値の全軌跡
を最小二乗法を用いてマッチングさせる．その後，各軌跡
内の同一時刻における真値と推定値の位置の誤差を計算す
る．ATE の具体的な定義式を式 (5)，(6) に示す．


AT Ermse (F1:n ) :=

n

1/2

1
||trans(Fi )||
n i=1

,

(5)
図 11 収束時間

式 (5) において n は全軌跡中の推定位置の数，Fi は各時刻で

Fig. 11 Convergence time.

の誤差を表す．trans は並進位置のみを評価対象とするこ
とを意味する．各時刻における誤差 Fi は式 (6) で定義する．

Fi := Q−1
i SPi ,

(6)

動体から少し距離が離れると NDT-I を計算するための十
分な観測データ量を得ることができず，位置推定時に観測
データが破棄されていた．提案手法では図 10 に示すよう

式 (6) において Qi は時刻 i における真値の位置，Pi は時

に解像度が低い場合でも位置推定精度の低下が少ないため

刻 i における推定値の位置，S は軌跡 Q，軌跡 P 間の変換

適切な解像度を選択することによりこの問題は回避できる．
提案手法は解像度を下げた場合でも，位置推定精度への

式である．
比較対象の従来手法として，占有格子地図とパーティクル

影響が少ない結果となった．このように，提案手法では解

amcl *3 を

像度が低くファイルサイズの小さな地図でもある程度の推

用いた．ROS amcl はオープンソースとして公開されてい

定精度が得られるため，屋外の大規模環境での地図生成お

る．第一の実験では，大域位置推定は行わず初期パーティ

よび位置推定で特に有用である．

フィルタを用いた位置推定手法を実装した ROS

クルは真値の周辺 1.0 m にランダムに配置した．
図 10 に評価結果を示す．図 10 において，青実線が提

3.2 大域位置推定における収束時間

案手法 NDT-I MCL 評価結果，赤実線が従来技術である

第二の実験として，大域位置推定における，パーティク

ROS amcl 評価結果，エラーバーは ATE の標準偏差を表

ルの収束時間について評価した．実験では，図 9 で示し

す．地図解像度が 0.15 m〜0.4 m の範囲において提案手法

たログデータを用いて大域位置推定を実施し，パーティク

である NDT-I MCL は地図解像度が下がっても位置推定精

ルが真値付近に収束するまでの時間を調べた．本実験で

度の低下はほとんど見られず ROS amcl より良い結果が得

は，全仮説の推定位置の平均値が真値から距離 1.0 m 以内

られた．一方，占有格子地図を用いた ROS amcl では地図

になった時刻を収束時刻と定義し，同一の初期条件で大域

解像度を下げた場合に位置推定精度が低下した．地図解像

位置推定を 100 回実施した．占有格子地図を用いた手法に

度が 0.1 m の場合においてのみ提案手法の精度が大きく低

対する提案手法の優位性は第一の実験で示したため，第二

下している．これは，観測データから NDT-I を計算する

の実験からは比較対象の従来手法として Saarinen らが提

段階に原因があった．現在は，一定の範囲内にある閾値の

案している多次元正規分布を用いた位置推定手法 [15] を用

個数以上の観測データが得られた際に NDT-I を計算する．

いる．Saarinen らの手法は我々の提案手法と異なり輝度情

十分な観測データが得られなかった範囲は，NDT-I が計算

報は考慮していない．

されず位置推定時に利用されない．解像度が高い場合は移
*3

ROS amcl, http://wiki.ros.org/amcl

c 2016 Information Processing Society of Japan
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は 3 次元レーザセンサのデータを小型移動体から周囲 10 m
四方に制限し，周辺の建築物がレーザセンサで観測できず
ほぼ地面しか観測できない状況において位置推定を実施し
た．観測距離が制限された 3 次元レーザセンサデータお
よびオドメトリデータを用いて位置推定を行い，真値との

ATE による精度を評価した．比較対象の従来手法は，第二
の実験と同様に Saarinen らの位置推定手法 [15] とした．
図 12 屋内評価実験環境における 3 次元 NDT-I 地図

Fig. 12 3D NDT-I map in the experimental environment.

図 14 (b)，図 15 (b) に本実験における位置推定軌跡の
結果，図 14 (c)，図 15 (c) に ATE による平均二乗誤差
（RMSE）
，標準偏差（STD）
，誤差最小値（MIN）
，および
誤差最大値（MAX）を示す．図 14 (b)，図 15 (b) より，

Saarinen らの手法では図 14 (a)，図 15 (a) で示した真値軌
跡と比べて，特に x 軸方向に大きく推定誤差が出ている．
これは，構造的特徴がほとんど観測できないまま位置推定
図 13 屋外評価実験環境（左）および NDT-I 地図（右）

を行ったため，正しい位置を推定できなかった．一方，提

Fig. 13 Experimental environment (left) and NDT-I map

案手法である NDT-I MCL では，Saarinen らの手法と比

(right).

べ真値の軌跡に近い軌跡となっている．これは図 13 右図
の NDT-I 地図から分かるように，提案手法では NDT 特

つきが出ている．一方，提案手法ではほぼすべての実験に

徴量に加え輝度情報を考慮しているため，構造的特徴が少

おいて従来手法よりすばやく仮説が真値付近へ収束して

ない環境においても，正しく位置推定ができた．図 14 (c)，

いる．

図 15 (c) より本実験環境においては，従来手法と比べ平均

原因の 1 つとして，建物の形状特徴に加えて提案手法で
は輝度情報を考慮していることがある．たとえば，図 12
は評価実験環境（図 9）における提案手法による 3 次元

NDT-I 地図であり，楕円の色は輝度の違いを表す．図 12

二乗誤差，標準偏差，最大誤差がそれぞれ改善した．

4. まとめ
本論文では，輝度付き多次元正規分布地図を用いた位置

より，構造的特徴に加えて床面，ドア付近（図中黄緑部）

推定手法を提案し，地図解像度と推定精度，大域位置推定

の NDT-I の輝度情報が明確に違うことが分かる．これら

における収束時間，構造的特徴が少ない環境での位置推定

の情報が大域位置推定時に利用され，すばやく収束可能に

精度，の観点から評価を実施した．評価より，提案手法は

なった要因の 1 つであった．

既存手法より上記観点において優れた性能結果となった．

収束時間の速さは特にユーザ等のナビゲーション時に重

以下に本論文の要点および今後の課題をまとめる．

要である．大域位置推定がすばやく実施できなければナビ

• 低解像度の地図を用いた場合でも，NDT-I 地図による

ゲーションを開始する前に，環境内を移動することが必要

位置推定手法は占有格子地図を用いた位置推定手法よ

となる．

り高い位置推定精度が得られる．この特性は，屋外の
大規模な環境における位置推定システムにおいて特に

3.3 構造的特徴が少ない環境での位置推定精度
第三の実験として，壁等の構造的特徴が少ない環境での

有用である．

• NDT-I MCL による位置推定では距離データに加え，

位置推定精度について評価した．実験では，始めに図 13

輝度データの分布も考慮し位置推定を行っている．こ

に示す屋外環境において小型移動体を用いて 3 次元レーザ

れにより，大域位置推定においてパーティクルの迅速

センサデータ，オドメトリデータ，リフレクターを用いた

な収束が可能となる．さらに，構造的特徴が少ない環

位置計測装置による位置データを取得した．図 13（右）は

境でも路面素材の違いや路面上白線等の情報を利用し

実験環境の NDT-I 地図であり各楕円の色が輝度の高低を表

ロバストに位置推定できる．

す．3 次元レーザセンサには Velodyne HDL-64E を用いた．

今後の主な課題として，NDT-I の改良，地図表現の改

リフレクターを用いた位置計測装置は SICK 社の NAV350

良，悪天候による計測対象の輝度情報変化への対応，およ

navigation scanner を利用し，本実験では NAV350 の位置

び季節変化等の時間変化に対する地図の陳腐化への対応を

データを真値として扱う．走行パターンは直線折り返し

あげる．

（図 14）と蛇行折り返し（図 15）の 2 種類の走行パター

NDT-I では地図の軽量化のため，輝度付き多次元正規

ンに対して評価した．実験では，壁等の構造的特徴が少な

分布で距離計測データを抽象化している．この抽象化に

く位置推定が困難な状況を模擬するために，位置推定時に

よって実環境で正確に表現できない場面も存在する．たと

c 2016 Information Processing Society of Japan
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(a) 車輪オドメトリおよび真値

(b) 位置推定軌跡

(c) 位置推定精度

図 14 直線折り返し走行

Fig. 14 Straight running. Odometry and ground truth (left), localization results (middle), accuracy (right)

(a) 車輪オドメトリおよび真値

(b) 位置推定軌跡

(c) 位置推定精度

図 15 蛇行折り返し走行

Fig. 15 Tortuously running. Odometry and ground truth (left), localization results
(middle), accuracy (right).

えば，ある NDT-I の領域に表裏が異なる素材でできた壁
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