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情報は 3D 点群だが，オブジェクトの有無が環境を一定間

1. はじめに

隔で区切ったセルごとに保持される占有格子地図で表現す

視覚障がい者誘導用ブロック（点字ブロック）や白杖は

ることで，経路探索処理を単純にすることができる．占有

視覚障がい者に対して，分岐点・進行方向・障害物を知ら

格子地図は，開発する案内システムが「左」，「右」のよう

せ，視覚情報なしでの歩行をサポートする．しかし，それ

に 2 次元的な案内のみを想定しているため，2 次元平面に

らは歩行の安全確保が目的であり，目的地までの経路情報

投影される．

を提供することはない．また，白杖の走査範囲は利用者の

3.2 点群から占有格子地図への変換

足元に限られ，上半身に接触するような障害物を認識でき

SLAM から得られる点群は 3 次元空間における環境のオ

な い ． そ こ で ， Simultaneous Localization And Mapping

ブジェクトを表現しているため，占有格子地図を利用する

（SLAM）によって得られる自己位置と環境地図を利用し

ために，点群を 2 次元平面へ投影する必要がある．また，

て，目的地までの道のりと目前の障害物に対する回避経路

床面や天井面など障害物にはならない点群も保持している

をアナウンスする視覚障がい者向け案内システムを開発し

ため，ウェアラブルカメラの位置から高さ方向で一定範囲

た．SLAM は利用者が装着したウェアラブルカメラを利用

外の点群を不要な点群として排除し，床面や天井面を除い

して実行される．本稿では，利用した技術と開発したシス

た点群のみが占有格子地図に投影される必要がある．

テムについて報告する．

3.3 環境情報の分類

2. SLAM システム

開始時から累積している環境地図情報は，占有格子地図へ

SLAM から出力される，現時点での周辺環境情報と動作
変換され，それぞれ以下 2 つの情報として保持・処理され

2.1 SLAM について
SLAM は，自己位置推定と環境地図生成を同時に行うア
ルゴリズムである[1]．その中でも，現時点までに取得した

る．


環境情報を占有格子地図へ変換したもので，ウェアラ

自己位置推定結果の軌跡と，各推定位置から観測した周辺

ブルカメラから即時的に得られる障害物を示し，その

環境（オブジェクトの 3D 点群表現）をリアルタイムに算

時点での回避経路の探索に使われる（局所的経路探

出するオンライン SLAM[2]を応用する．位置の軌跡とそれ

索）．実際は「地図」ではなく，周辺の状況であるた

ぞれにおける周辺情報は，すべてを統合して環境全体のオ
ブジェクト情報，すなわち環境地図とみなすことができる．
2.2 SLAM の利用方法
本システムでは，現在に観測できる周辺環境と，今まで
の観測が蓄積された環境地図を異なる情報として扱い，周
辺環境情報と環境地図情報と命名する．それぞれの情報は，
現時点で障害物を回避するための局所的な経路と，目的地
へ案内するための大域的な経路の生成に利用される．

局所的占有格子情報：自己位置から一定範囲内の周辺

め，局所的占有格子情報と命名する．


大域的占有格子地図：環境の原点（案内開始時に決め
る）から見た環境全体の点群情報，つまり SLAM か
ら出力される環境地図情報を占有格子地図へ変換し
たもので，案内時は，スタート時に生成する目的地ま
での大まかな経路の生成に使われる（大域的経路探
索）．この占有格子地図は取得後，システムに保存さ
れ，次回以降の案内に利用される．以下地図とも呼ぶ．

3. 経路探索と案内

3.4 経路案内
以上で示した 2 つの経路探索を組み合わせて算出される

3.1 環境情報の表現
SLAM システムから出力される周辺環境情報と環境地図
Application of online SLAM using camera image to navigation system for
visually impaired people
†1 YUUKI ENDO, KAZUMA OZAKI, AKIHIRO YAMASHITA and
KATSUSHI MATSUBAYASHI National Institute of Technology, Tokyo College.

1 つの経路をシステムで利用する．
まず，現在地（出発地）と目的地が入力され，予め保存
されている大域的占有格子地図に対する経路探索によって，
大域的経路が算出される．案内は主にこの経路に従って行
われる．案内中，局所的占有格子情報から見つかる（大域
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的）経路上の障害物に対しては，局所的経路探索が実行さ

きる．一意な自己位置推定として，先行研究[3]は RFID と

れ，元の経路へ戻るように迂回する経路が計画される．以

高精度 GPS を使った手法を提案している．

上に示した処理の組み合わせによって，目的地までの案内
と，突然現れる障害物への警告が実現される．図 1 におい
て，S（出発地）から G（目的地）まで伸びる曲線が大域

5. 動作例

的経路で，障害物を迂回するように利用者から伸びている

以上のシステムを経路上に障害物を置いた簡単な環境で

曲線が局所的経路である．局所的経路は障害物が実際に観

動作させた．障害物として設置した箱を避ける経路が生成

測されてから計算される．

されていることが図 2 の実験結果から読み取れる．図 2 に
おける点の集合体は，SLAM から出力された点群であり，
シミのようなものは，占有格子地図によるコスト値を示し
ている．

図1

図2

案内経路の生成例

一方，大域的占有格子地図が用意されていない場合，出
発地と到着地を結んだ直線の経路と案内時に取得できる局
所的占有格子情報に対する経路探索に対する案内が実行さ
れる．環境地図情報は SLAM システムによって蓄積され，
大域的占有格子地図が計算されるので，途中で引き返す場
合には，大域的な経路案内が可能となる．

経路探索の出力結果

6. まとめ
本研究では，視覚障がい者向けナビゲーションシステム
を実現するために，ウェアラブルカメラを用いた SLAM を
占有格子地図へ変換し，固有番号に対応付けることで，環
境情報として利用できる仕組みを構築した．簡単な実験か
ら，実環境における視覚障がい者向けナビゲーションシス
テムの実用可能性を示した．

4. 案内の対応付けと地図の自動生成
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