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� 緒言

近年，地震やテロ発生時などに，二次災害による被害を
軽減しつつ，効率的な探査を行うため，災害現場の初動探
査を行うレスキューロボットの研究開発が盛んに行われて
いる���．レスキューロボットの主な役割は，要救助者の
探索や現場状況の把握であり，各種センサによる環境情報
の取得や，三次元環境地図の構築などが期待されている．
その中で筆者らは，赤外線カメラによる温度情報取得に着
目した．暗闇が予想される災害現場の探査において，被災者
や火災源を早急に発見するためには，赤外線カメラの使用が
有効である．実際，被災者探査技術を競う������	�
���

というロボットコンペティションにおいても，多くのチー
ムが，赤外線カメラをロボットに搭載し，熱源を持つ模擬
被災者の探査を行っている��．しかし，カメラによって
獲得する画像は二次元情報であり，さらに，カメラを搭載
したロボットは移動しているため，熱源までの距離感が掴
めないという問題がある．
このような背景のもと，筆者らは過去に，測域センサ

（レーザ距離センサ）により獲得した三次元距離情報と赤外
線カメラにより獲得した温度情報を統合することで，三次
元温度分布マップを構築する手法を提案した���．この手法
により，災害現場の環境形状と温度情報を一目で把握可能
となり，より効率的な探査活動に繋がることが期待できる．
一方，広域の三次元環境地図を構築するためには，ロ
ボットの自己位置推定が重要となるが，不整地移動ロボッ
トでは，自己位置推定に誤差が生じやすいという問題があ
る．そこで，ロボットが逐次獲得する三次元計測情報にス
キャンマッチングと呼ばれる手法を適用して，各計測地点
間の相対距離を算出し，自己位置の推定を行う手法が提案
されてきた���．しかしながら，歩行者がいるような動的
環境においては，マッチングがうまく機能しないことが知
られている．この問題に対しては，三次元計測情報から移
動体を除去した後に，スキャンマッチングを適用するとい
う手法が有効である���．また，筆者らは過去に，高周期
で三次元距離情報を取得可能なスキャナを開発し，開発し
たスキャナを用いて移動体を検知する手法を提案した���．
この手法を用いて三次元計測情報から移動体を除去した
後，スキャンマッチングを適用することで，動的環境にお
いて安定したマッチングが期待できる．
そこで本研究では，三次元温度分布マッピング手法と移
動体を考慮したスキャンマッチング手法を用いることで，
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動的環境において広域の三次元温度分布マッピングを行う
システムを構築する．さらに，本研究では，迅速な探査を
可能にするため，ロボットを走行させながらマッピングが
可能となるよう，旧手法を拡張することとした．
本稿では，まず，移動ロボットを用いた三次元温度分布
マッピングシステムについて述べ，次に，動的環境におけ
るスキャンマッチング手法について述べる．最後に，提案
手法の有効性を確認するために行った予備実験ならびに広
域環境でのマッピング実験について報告する．

� 三次元温度分布マッピングシステム

筆者らは過去に，測域センサによって獲得した三次元距
離情報と赤外線カメラによって獲得した温度情報を統合す
ることで，三次元温度分布マップを構築する手法を提案し
た．しかしながら，この手法では，マッピング時にロボッ
トが静止している必要があった．そこで本研究では，迅速
な探査を可能にするため，各センサ情報取得時のオドメト
リ情報を利用して，ロボットが走行しながらでもマッピン
グ可能となるように旧手法を拡張した．なおロボットは，
本研究室で所有する小型移動ロボット�
���（図�）を使
用し，オドメトリについては，本研究室の岡田らが開発し
た三次元オドメトリを使用した�$�．以下に，拡張した三
次元温度分布マッピング手法の手順を示す．
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��� アルゴリズム

三次元温度分布マップは，三次元スキャナによって獲得
した計測点に，温度値を付加することにより作成する．温
度値は，計測点を温度分布画像上に投影した時の対応する
画素値を用いる．計測点に対応する温度分布画像上での投
影座標を求めるためには，計測点の基底となるスキャナ座
標系と温度分布画像の基底となる赤外線カメラ座標系の位
置関係を求め，適当な座標変換によって計測点をカメラ座
標系で表現することが必要となる．つまり，図に示すよ
うに，三次元距離情報取得時のロボット座標系を

�
�����，

温度分布画像取得時のロボット座標系を
�

���，
�

���か
ら見たカメラ座標系を

�
����とした時，

�
�����で表され

た計測点%を適当な座標変換によって
�

����で表現する．
このように計測点をカメラ座標系で表現することにより，
カメラ画像上での投影座標を求めることができ，対応する
画素値を計測点に付加することが可能となる．以下に，具
体的な手順を述べる．

��� 三次元距離情報の取得

三次元距離情報を取得する手段としては，筆者らの所属
する研究室で開発した三次元スキャナを用いた���．本ス
キャナは，二次元測域センサを斜めに傾けた状態で回転さ
せることにより，三次元的にスキャンを行う．二次元測域
センサには，北陽電機&株'社製の()%*+�,&+(-*�./0'
を利用した．また本スキャナは，水銀接点のロータリーコ
ネクタを使用することで，測域センサを搭載した回転台を
無限回転させることができ，回転速度は最大�1.�!	#�ま
で自由に設定することが可能である．

��� 温度分布画像の取得

赤外線カメラで広範囲の温度分布画像を取得するため，
スマートモータを利用したカメラ旋回機構を製作した．赤
外線カメラには，23�45��赤外線テクノロジー&株'社製
の赤外線カメラモジュール60.1�.-を用いた．表�に赤
外線カメラの主な仕様を示す．ただし，垂直方向の画角を
広く取るため，垂直方向の画角が�.度となるように光軸を
回転軸としてカメラを7.度回転させて旋回テーブルに取り
付けることとした．
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検出器 二次元非冷却センサ
画像データ画素数 �!"#$%×!&"#'%
素子ピッチ !��(μ�
測定波長 )～*&μ�
�+' ("°×�,�(°
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��� 三次元距離情報と温度分布画像の統合

図�に三次元温度分布マッピングシステムの概要を示す．
本システムは，三次元距離情報取得モジュール，温度情報
取得モジュール，距離情報と温度情報の統合モジュールか
ら成り，各モジュールは独立に処理を行う．
三次元距離情報取得モジュールは，スキャナにより三次
元スキャンを続ける．ここで，スキャナの回転台が一回
転する間のスキャンを三次元スキャンと定義する．本モ
ジュールは，三次元スキャン終了時にスキャン終了シグ
ナルを発信する．また，本研究室の徳永らが開発した逐次
三次元環境取得システム�$�により，ロボット移動中にス
キャンが可能であり，獲得する距離情報は，三次元スキャ
ン開始時のロボット座標系で表現される．
温度情報取得モジュールは，旋回機構を有する赤外線カ
メラにより，*7.度から7.度まで�.度間隔で&�'旋回動作，
&'目標角度で静止，&�'画像取得，を繰り返すことで広範
囲の温度分布画像を取得する．画像取得時には，同時にオ
ドメトリデータを取得する．また本モジュールは，各角度
の画像情報とオドメトリ情報を保持するバッファを持ち，
画像を取得した際に対象角度の情報を更新する．
統合モジュールは，まず，三次元距離情報取得モジュー
ルからスキャン終了シグナルを受け取り，三次元距離情報
を取得する．次に，温度情報取得モジュールから各角度に
おける最新の温度分布画像を取得する．最後に，各画像に
ついて��節で述べた手法を適用し，三次元距離情報に温
度情報を付加していく．

� 動的環境におけるスキャンマッチング

動的環境においてスキャンマッチングを行うためには，
移動体の影響を考慮する必要がある．筆者らは過去に，三
次元距離情報から移動体を検出する手法を提案しており，
今回はこの手法を利用し，移動体と判定された計測点を除
外してスキャンマッチングを行うこととした．本章では，
移動体検知手法について概要を述べ，詳細については文献
���に譲るものとする．
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提案手法では，スキャナによって逐次獲得した三次元距
離情報を5�<
8形式に変換した後，時間方向に比較するこ
とで移動体の検出を行う．5�<
8形式とは，三次元形状を
均一サイズの直方体&�!��'の集まりで表現するものである．
以下に具体的な手順を示す．
�回目の三次元スキャンで得られた5�<
8を� &�'とする．� &�'は，
各�!��に対する計測情報��	
	�&�'から成る．��	
	�&�'は，論理型
の変数であり，位置&�� �� �'の��!�に対して，計測が行われてい
れば��	
	�&�' = �	
�，行われていなければ��	
	�&�' = ����

で表現される．� &�'に対して直近の#回分のスキャンデータ
を用いて移動�!��の検出を行う場合，��	
	�&�' = �	
�の�!��
に対し，��	
	�&� � �'，��	
	�&� � '，．．．，��	
	�&� ��'
を参照し，それらがすべて����ならば移動�!��，一つでも
�	
�があれば静止�!��とする．つまり，過去#回分の三次
元スキャンで一度でも計測が行われていれば静止�!��，一
度も計測が行われていなければ移動�!��と判定する．この
ようにして対象5�<
8に対して移動体判定を行った後，各
計測点をポイントクラウド形式で表現し直すことで，移動
体検出を行う．

� 実験

��� 予備実験

����� 実験条件

提案手法の有効性を確認するため，歩行者のいる環境で
三次元温度分布マップを構築し，移動体を考慮したスキャ
ンマッチングを適用する予備実験を行った．実験環境は図
�に示すように，廊下に歩行者�，歩行者，座っている被
災者が存在する．ロボットは図のように走行しながら温
度マップを作成した．移動体検知には�.��#�×�.��#�×
�.��#�の5�<
8を用い，比較する過去のスキャンデータ数
は#=とし，スキャンマッチングには一般的に広く用い
られている"�%マッチング手法�1�を用いた．

����� 結果と考察

まず，スキャンマッチングを適用する前の温度分布マッ
プを図�に示す．図中の座標軸は，ロボットスタート時の姿
勢であり，見やすさのため，天井と床の表示は省いた．図か
ら被災者の温度が高いことが見て取れ，ロボットを走行さ
せながら正しくマッピングができていることが確認できた．
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次に，移動体検知を行った結果を図�に示す．図中の青い
部分が静止物体，赤い部分が移動物体と判定された点群で
ある．移動体検知では，歩行者を移動体として検知できて
いるが，観測地点から遠い部分やロボットの走行に伴って
新たに計測された部分についても移動体として判定されて
いる．しかしながら，移動体のみならず，ロボットの走行
に伴って新たに計測された部分については，スキャンマッ
チングに悪影響を及ぼすため，これらをまとめて除去する
ことで，安定したマッチングの実現に繋がると考えられる．
次に，移動体を考慮してスキャンマッチングを適用した
結果を図$に示す．図�と比べると，マッチング適用前とほ
とんど変化が見られない．これは，オドメトリの誤差が非
常に小さかったためであると考えられる．一方，移動体を
考慮せずにマッチングを適用した場合には，結果が収束せ
ず，マッチング不可能という結果となった．
以上の結果から，ロボットを走行させながらの三次元温
度分布マッピングの有効性を確認した．また，動的環境に
おいてスキャンマッチングを行う場合には，移動体を除去
することが必須であり，提案手法によるマッチングが有効
であることを確認した．

��� 広域環境でのマッピング実験

����� 実験条件

次に，本研究室の居室三部屋および廊下を含む広域環境
において，被災者が三人おり，探査中に人がロボットの脇
を通り過ぎるというシナリオを想定し，三次元温度分布
マップを構築する実験を行った．実験環境の簡略図を図1
に示す．被災者�は!��#�に，被災者は廊下に，被災者
�は!��#にそれぞれ存在する．被災者�の近くには電気
ポットが置かれており，熱を発している．さらに，ロボッ
トが!��#から!��#�へ向かう途中に歩行者がロボットの
脇を通り過ぎる．
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����� 結果と考察

構築した三次元温度分布マップの俯瞰図を図7に示す．さ
らに，被災者�，，�についてマッピングされた様子と，
赤外線カメラによって獲得した画像を図�.，��，�にそ
れぞれ示す．それぞれの図より，被災者についてほぼ正確
に温度マッピングがされており，被災者の位置や状態を一
目で確認することができる．一方，図ではわかりづらい
が，歩行者の背後の壁に一部高温となっている部分が見ら
れた&図��'．これは，温度画像に歩行者が写りこみ，歩行
者が通り過ぎた後にもその背後に歩行者の温度がマッピン
グされてしまったためである．この問題に対処するために
は，温度画像取得時に移動体が写りこんだ場合，その部分
の温度値を信用しないようにするなどの処理が必要である
と考えられる．

� 結言

本研究では，三次元測域センサと旋回機構付赤外線カメ
ラを搭載した移動ロボットを用い，動的環境において広域
の三次元温度分布マッピングを行うシステムを構築した．
これにより，三次元距離情報と温度分布画像を，ロボット
のオドメトリ情報を考慮した上で統合することができ，ロ
ボットを走行させながら温度マッピングが可能となった．
さらに，獲得した三次元距離情報から移動体を検出し，移
動体を除去した上でスキャンマッチングを行うことで，動
的環境においても安定したスキャンマッチングを行う手法
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を提案した．
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