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Abstract: We propose a framework to build an integrated map using spatial information acquired
by multiple mobile robots. In order to gather information from multiple robots effectively and to
handle multiple coordinate reference systems dynamically, we adopt a common communication
protocol, called MISP. And, we adopt a graph based SLAM method to optimize an integrated
map. The proposed framework is tested with real rescue robots, in which our system shows
effective integration of information acquired by multiple robots.
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はじめに

震災やテロなどの災害時の情報収集は，減災および
人命救助のための重要なタスクである．迅速な情報収
集をより安全に行うために，人間に代わって遠隔操縦
型探査ロボットに情報収集させることが期待されてい
る．実際に救助活動を行うレスキュー隊員が利用する
災害現場の環境地図を作成するためには，複数台のロ
ボットが収集したデータを集約し，一つの地図として
統合する必要がある．
本稿では，複数台ロボットが収集したセンサ情報に
基づく統合地図の構築を目的とし，地理情報システム
(GIS) を用いた情報の集約，及び，Simultaneous Localization and Mapping(SLAM) 技術を利用した参照
座標系変換による統合地図へのマッピングを行うフレー
ムワークを提案する．
本稿は以下の構成を取る．2 節で GIS による情報集
約について述べる．3 節で SLAM 技術を利用した参照
座標系変換について述べる．4 節で実際のレスキュー
ロボットを用いた実験について述べる．最後に，5 節で
まとめとする．
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複数台の探査用ロボットによる情報収集において，
GIS は必要不可欠である．本稿で想定する探査用ロボッ
トの主な役割は，効率的な救助活動を補助するための
情報を収集することである．しかし，各ロボットは環境
情報の断片しか提供しないため，それらの情報を集約
するデータベースシステムが必要となる．災害情報で
は位置と時間の情報が重要であるため，それらを統合
するデータベースシステムは GIS の一種である．デー
タベースによって扱われる情報構造は，災害時に必要
なさまざまな情報を表現できなければならない．また，
複数台のロボットが収集する情報を GIS へ集約するた
めに，共通の通信プロトコルが必要となる．さらに，統
合地図作成のためには，複数台の移動ロボットが持つ
それぞれの参照座標系を動的に扱えなければならない．
以上の要件を満たすプロトコルとして，本稿では減災
情報共有プロトコル (Mitigation Information Sharing
Protocol : MISP)[2, 3] を採用する．
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減災情報共有プロトコル

MISP は WFS(Web Feature Service)[7] に基づいた
XML のプロトコルであり，WFS と関連する GML(Geography
Markup Language)[8]，XML Schema などの各種標準
を用いた柔軟性の高い仕様を備えている．既に標準化

図 2: DaRuMa の構造.

図 1: MISP の基本機能.
され広く使われている規格を採用することで，今後作
成されるシステムとの互換性を高めることが目指され
ている．
MISP の基本機能を図 1 に示す．MISP によって，地
理表現，時刻表現を構造化して柔軟に扱うことが可能
となるだけでなく，データの入力，検索，修正，削除な
どの，一般的なデータベース管理システムで行われる
データ処理が可能となる．また，XML Scheme によっ
てデータ形式を定義，登録することが可能であるため，
災害時に必要となる情報を表現するためのデータ設計
を動的に行うことができる．

2.2

DaRuMa

MISP サーバの実装の一つとして，地理情報データ
ベースシステム DaRuMa(DAtabase for Rescue Utility
Management) の開発が進められている．本稿で開発す
る地図構築システムでは，情報を集約する GIS として
DaRuMa を採用する．
DaRuMa は MySQL サーバと Java で実装されたミド
ルウェアで構成されている (図 2)．Java ミドルウェアは，
通信処理，MISP と SQL の翻訳などを行う．DaRuMa
はオープンソースソフトウェアとして開発されており，
自由に利用可能である1 ．

2.3

データ設計

移動ロボットが収集するセンサデータの情報量は膨
大であり，オンラインでの情報集約と地図生成を可能
とするには，収集された情報量を何らかの方法で削減
1 http://daruma.sourceforge.jp/

または圧縮しなければならない．本稿では，ロボット
が収集する情報を検索用メタデータとデータの実体と
に分けて扱うことで，効率的なトランザクション処理
を可能とする．また，観測されたデータの実体を既存
フォーマットで扱うことで，データベースへの登録処
理にかかるコストを削減する．
本稿では，ロボットが収集する環境情報として，測
域センサで観測された点群データによる 3 次元形状を
主に用いる．以下，これを 3 次元スキャンデータと呼
ぶ．3 次元スキャンデータ以外にも，画像データなどの
さまざまな情報を DaRuMa へ格納することが可能であ
るが，本稿では扱わない．

2.3.1

ロボットの位置姿勢の表現

本稿で扱う移動ロボットは起伏の大きい地形を走破
することを想定している．そのため, ロボットの位置姿
勢情報として, 三次元位置座標 (X, Y, Z)，および, オイ
ラー角による姿勢情報 (Roll, P itch, Y aw)，の 6 自由
度の情報を用いる．ロボットの位置姿勢情報はジャイ
ロオドメトリによって推定される．
推定された位置姿勢情報は，各ロボットが持つグロー
バルな参照座標系での値である．この参照座標系では，
ロボットが起動した時点での位置を座標系の原点とし，
ロボットが向いている方向を X 軸正方向，左手方向を
Y 軸正方向，上方向を Z 軸正方向とする．ただし，観
測データが DaRuMa へ登録される際は，常に新しい参
照座標系のデータとして登録される．よって，観測ご
とに新しい参照座標系が DaRuMa へ登録されることに
なる（図 3）．これによって，ある位置姿勢情報を任意
の参照座標系へ，他の参照座標系とは独立に変換する
ことが可能となる．

2.3.2

3 次元スキャンデータの表現

本稿では，点群データは単純な頂点情報の塊として
扱い，点群の塊ごとにロボットの位置姿勢と関連付けて

グする方法として, グラフ修正法を用いる [4]．

3.1

図 3: 観測データごとに異なる参照座標系.
データベースへ登録する方法を採用する．3 次元スキャ
ンデータに含まれる頂点情報は，測域センサデバイス
からの相対位置座標として観測される．そのため，頂点
情報を実際のロボット参照座標系の座標値として扱う
には，観測された 3 次元スキャンデータとともに，対応
するロボットの位置姿勢情報がデータベースへ登録さ
れなければならない．3 次元スキャンデータは，観測時
点のロボットの位置姿勢に基づいた変換を施し，いず
れかの参照座標系の座標値へ変換してから利用される．
移動ロボットとデータベースとの間で 3 次元スキャ
ンデータを扱う際には，データベースへの頂点情報登
録にかかるコストと，通信量と情報量のトレードオフ
を考慮しなければならない．本稿では，3 次元スキャン
データに含まれる個々の頂点情報をデータベースへ登録
せず，点群データを既存の 3 次元形状データフォーマッ
トで表現する方法を採用する．3 次元スキャンデータの
情報量を圧縮する方法として，DEM(Digital Elevation
Map), Voxel などの方法がよく利用される．これらの
方法は情報量の制御が容易であり，計算の高速さ，実
装の容易さなどの利点がある．一方で，量子化による
情報量の欠落によって，3 次元形状マッチングの精度が
著しく低下してしまう．
地図統合においては 3 次元形状マッチングの精度を優
先することが望ましい．そこで，本稿では，相対値によ
る点群データを PLY フォーマット2 で表現し，観測さ
れた点群データをリソースが許す限りそのままの形で
登録する方法を採用する．PLY フォーマットで表現さ
れた点群データは，既存の圧縮アルゴリズムで圧縮され
た後，Base64 エンコードされた文字列として DaRuMa
へ登録される．
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統合地図の生成

本稿で開発する地図構築システムでは, オドメトリに
よるロボット位置姿勢を修正し統合地図上へマッピン
2 http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/dataformats/ply/

グラフ修正法

グラフ修正法では, 観測されたロボットの位置姿勢を
グラフのノードとする．ノード間の関係がグラフのエッ
ジとなる．本稿では，2 つのノード間の相対位置関係
とその誤差分散を拘束条件と定義する．誤差分散が大
きいほど，位置姿勢情報の信頼性が低いことを意味す
る．この拘束条件は単方向であるため, グラフは有効グ
ラフとなる．
ロボットの位置姿勢の修正を 3 次元形状マッチングの
みで試みる場合, 観測誤差などの影響のために，統合地
図へのマッピングにおいて十分な精度が得られないこ
とがある．これに対して, グラフ修正法では, あるノー
ドに対して複数の拘束条件を付与でき, それらの拘束条
件を考慮した修正を施すことが可能となる．さらに, グ
ラフ修正法では,3 次元形状マッチング以外のさまざま
な拘束条件を与えられる．本稿で提案する地図構築シ
ステムでは，3 次元形状マッチングに加えて，オドメト
リによる推定位置と人間の観察に基づいた教示情報を
拘束条件として利用する．

3.2

グラフ修正法のアルゴリズム

グラフ修正は以下の 3 ステップで実行される．

1. ノードの生成
2. 拘束条件の生成
3. ノード位置の最適化
ノード位置の最適化実行後，統合地図上へのマッピング
に十分な精度が得られていない場合，修正されたノー
ド位置を新たな入力としてステップ 2 と 3 を繰り返す．
この繰り返し処理では新しいノードは生成されず，既
存ノードの位置が修正されるのみである．
一方，ノード位置の最適化実行後に観測データが得
られた場合，それに対応した新しいノードが生成され
る．これらの新しいノードに大して修正が必要であれ
ば，ステップ 2 と 3 を実行する．
本稿で開発する地図構築システムでは，終了条件は
機械的に判断されず，人間のオペレータによって判断
されることを想定している．よって，ノード位置の最
適化ステップの実行は，人間のオペレータによって決
定される．

図 4: 拘束条件の例.

3.2.1

図 5: 最適化実行後のノード位置の変化.

ノードの生成

2.3.1 節で述べたように，本稿ではロボットの位置姿
勢として 6 自由度の情報を扱う．よって，ある時刻 t に
おけるノード p(t) は, 以下のように表される:

推定したロボットの位置姿勢情報に対して一定の傾
向で誤差が混入された場合や，あるノードを中心とし
て全ノードを単純に回転させるような変換が要求され
る場合，少数の拘束条件を与えるだけでグラフ修正法
によって統合地図として十分な精度を得られる．

p(t) = (x, y, z, roll, pitch, yaw)t
本稿では，オドメトリに基づいた位置姿勢の観測デー
タを初期入力ノードとする．
観測された位置姿勢情報に加えて, 参照座標系内の原
点位置を特別なノードとして扱う．原点位置を表す特
別なノード porigin は, 以下のようにすべての値が 0 の
ノードとして扱われる:

porigin = (0, 0, 0, 0, 0, 0)

t

これによって，ロボットによる観測データと既知のラ
ンドマーク物体とをノードの接続関係として関連付け
ることができる．

3.2.2

拘束条件の生成

3.3

使用する拘束条件

本稿で使用する 3 種類の拘束条件について述べる．

3.3.1

オドメトリによる拘束条件

ロボットが推定した位置姿勢情報に基づいてノード
間の相対的な位置関係を定義する．DaRuMa へ登録さ
れたデータ，または，修正後のノード位置情報を用い
る．この拘束条件は，時間的に連続したノード間での
み生成される．時間的に古い方のノードを原点とする
参照座標系において，もう一方のノードの相対的な位
置姿勢を求めることで拘束条件が得られる．通常，オ
ドメトリによる拘束条件では誤差分散を大きめに設定
しておく．

本稿で扱う拘束条件は，以下の 3 種類に分類される．

• オドメトリによる拘束条件

3.3.2

• 3 次元形状マッチングに基づく拘束条件

3 次元形状マッチングによって，ノードの位置関係
を修正することができる．3 次元形状マッチングでは，
参照ノードと入力ノードの任意のペアを選択し，形状
マッチングを行う．形状マッチング手法として，Iterative Closest Point(ICP) や Normal Distribution Transform(NDT) などが知られている．いずれも，異なる時
刻で計測した三次元形状の適合具合を示す評価関数を
用意し，評価関数を最大化または最小化する座標変換
パラメータを推定する手法である．推定は繰り返し計
算で行われるため，計算コストは一般に大きくなる．本
稿では，実行速度で優位な NDT を採用する．
3 次元形状マッチングによる拘束条件では，参照ノー
ドを原点とする参照座標系において，修正された入力

• 人間の観察に基づく教示情報による拘束条件
拘束条件は任意の時点で追加/削除することができる．
図 4 に拘束条件の例を示す．各拘束条件の詳細は 3.3 節
で説明する．

3.2.3

ノード位置の最適化

ノード位置の最適化では，与えられた拘束条件に対
してノード位置の同時確率を最大化するようなノード
位置の変位量を求める．これは，巨大な連立方程式を
解く問題として帰着される [4]．

3 次元形状マッチングによる拘束条件

ノードの位置姿勢を求めることで相対的な位置関係を
得る．
3 次元形状マッチングは任意のノード間で実行可能
である．しかしながら，実用上，すべての組み合わせ
での形状マッチングをオンラインで実行することはで
きない．本稿で開発する地図構築システムでは，時間
的に連続なノード間では自動で形状マッチングを行い，
それ以外の組み合わせでの形状マッチングは人間のオ
ペレータが選択実行する．

3.3.3

人間の観察に基づく教示情報による拘束条件

参照用の地図データが利用可能である場合，その特
徴に合わせてノードの位置合わせを行うことで，統合
地図の精度を大きく向上させることができる．また，オ
ドメトリや 3 次元形状マッチングで十分な精度が得ら
れなかった場合に，人間の観察に基づいて修正を加え
ることで統合地図の精度の低下を防ぐことができる．
人間がマニュアル操作で与える拘束条件は，統合地
図におけるグローバル参照座標系に対する位置姿勢と
して与えられる．よって，porigin を仮想的に設定し，ロ
ボットが観測したいずれかのノードを porigin に対して
関連付けることで，ロボット参照座標系を統合参照座
標系へマッピングすることができる．
本稿では，参照用地図データと人間の観察の信頼性
は高いと想定し，マニュアル入力による拘束条件では
誤差分散を極めて小さく設定する．
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実ロボットによる実験

提案する地図構築システムを用いて，実ロボットが
観測した 3 次元スキャンデータによる統合地図を生成
する実験を行った．

4.1

る．darumaviewer は，人間の観察に基づく拘束条件を
入力するためのインタフェースとなる．darumaviewer
によって取り出される 3 次元スキャンデータに対応す
るロボットの位置姿勢情報は，観測された生データで
ある．darumaviewer は外部の SLAM プログラムと通
信し，グラフ修正による参照座標系変換情報を生成す
る．実験では，参照用データとして建物の図面を利用
した．図面を画像データとして darumaviewer へ取り
込み，3 次元スキャンデータによる特徴との対応を人
間のオペレータの観察によって判断する．

実験設定

2 台のロボットを無線操作し，建物内の複数階を走破
させる．使用したロボットは，共同研究機関である東
北大学，千葉工業大学などが開発する Kenaf と Quince
である．各ロボットは常時 3 次元スキャンデータを収集
しており，時刻，位置姿勢情報などのメタデータとと
もに定期的に 3 次元スキャンデータを DaRuMa へ登録
する．一回に登録される点群データは 5 万〜10 万個程
度で，登録の時間間隔は 5〜10 秒である．各ロボット
が収集するデータは，ロボットから直接 DaRuMa へ，
あるいは，ロボットの操作 PC 経由で DaRuMa へ送信
される．
ロボットから DaRuMa へ登録されたデータは専用の
ビューワプログラム darumaviewer によって取り出され

実験結果

4.2

2 台のロボットによる統合地図生成の例を図 6 と図 7
に示す．図 6 は 2 台のロボットの移動経路を 2 次元平
面上に投影した様子である．図 7 は、 移動経路に加え
て点群データを 3 次元表示した様子である．図に示す
ように，2 台のロボットが観測した 3 次元スキャンデー
タによる統合地図を生成することで，周囲の 3 次元形
状を認識できるようになることが分かる．

5

まとめ

本稿では，GIS による情報集約のためのプロトコル
設計，SLAM 技術を利用した参照座標系変換によって，
複数台の移動ロボットが収集する 3 次元スキャンデータ
から統合地図を生成するフレームワークを提案した．フ
レームワークを実現した地図構築システムを用いた実
験を行い，実ロボットによる統合地図生成に成功した．
今後の課題として，人間のオペレータによる作業を
支援するための半自動化，3 次元スキャンデータのよ
り効果的な視覚化などの改善が必要である．
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