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Abstract— This paper describes a novel method to represent an environmental map for daily assistive
robots. It is assumed that 3D information of around environment is constructed by collecting datasets
gradually measured, we propose an effective map representation named TCCM which is an extension of Multi
Level Surface Map. The method copes with temporal sequence explicitly, and map updating is efficiently
performed. Several experiments in daily environment are presented, and the results indicates the effectiveness
of our method.

1. はじめに
日常環境において物品の取り置きなどの生活支援を

行うロボットにとって，対象物を含めた環境形状を把
握する機能は重要である．本稿では，距離センサを搭
載したロボットが，自身のワークスペースに関する計
測データを時々刻々と蓄積していく状況下で，環境形
状を効率よく表現する方法について述べる．
現状で，ワークスペース全範囲の距離データを一度

に信頼性高く取得できるセンサは存在しない．既存の
センサを用いる場合は，一回の計測で観測できる範囲
が限られるため，広範囲の情報を得るにはセンサ自体
を動かすことが必要である．そのような条件下で環境
マップを構築しロボットの行動生成へ役立てるために
は，センサデータを時系列で扱える枠組みが必要であ
る．また，表現の効率化の観点では，計測情報を適切
に圧縮し，データ量の削減することも有用である．
以上を踏まえ，本研究では，環境形状を多数の四角

柱の集まりとして表現し，それらを時系列で扱うこと
のできる新しいマップ表現法を提案する．提案方式は，
Triebelら [5]によって提案されたMLSM(Multi-Level

Surface Map)から着想を得ている．この表現形式を，
上に述べたような問題設定に沿うように拡張する．本
方式は，各時刻で取得されてくる距離データを一つの
部分マップとして保存しておき，それらを集めて一つ
の統合マップを生成する．この統合マップをロボット
の行動生成等に用いる．利点として，マップの更新を
高速に行うことが可能であり，2.5次元マップと比べて
環境形状の表現力が高く，ボクセルマップ等と比較し
てメモリ消費量が少ないことなどがある．

2. 時連結多段マップ TCCM

本研究で提案する表現形式に基づくマップを TCCM

(Time-series Composite Cuboid Map) と称する．な
お，本稿で四角柱と称するものはMLSMにおけるサー
フェスに対応する．

Fig.1 Map representation

2·1 MLSMと TCCMの要素表現

TCCMは Multi-Level Surface Map (MLSM) [5]か
ら着想を得ている．MLSMでは，二次元の基準平面を
格子状のセルマップとし，それぞれのセルには複数の
高さ情報を入力できるようにする．これにより，トン
ネルなど上下方向に空間がある場所にも対応できるた
め，2.5次元マップ [1] [3] よりも高い表現能力を持つ．
一方で，ボクセル形式に基づく方法 [2] [4] と比較し，
メモリ消費量を少なく抑えることができ，かつ垂直方
向の解像度を無限にできる．
MLSMの基本構成を Fig.1(a)に示す．計測点がある

セルに投票されると，その z座標が µとして設定され
る．さらに，計測誤差を見積もった変数 σと奥行き値
dが情報として付加され，一つのサーフェスが構成さ
れる．一方で我々は，Fig.1(b)に示すように，MLSM

のサーフェスをより簡略化し (top, depth) = (u, d)の二
変数で表す．なお，Triebelらは，あるサーフェスの底
面と別のサーフェスの上面との距離が閾値以下となっ
た場合に二つのサーフェスをつなげる処理を行ってい
る．しかし本方式では，四角柱が直接重なりあわない
限り接続処理は行わないこととし，四角柱同士の関係
をより厳密に扱う．
一つの四角柱に複数の計測点が投票された場合の扱

いは以下のようである．まず，センシングにより得た



Fig.2 Addition of cuboids

計測点 pi = (xi, yi, zi)が所属すべきセルを特定する．
その z 値を各セルにおける一つの高さ情報 u とみな
し，一つの四角柱を定義する．また，センサの計測間
隔等を考慮した厚み d を設定する．この四角柱の内部
に新たな点 pj が投票された場合，以下に従い四角柱
の更新を行う．

(u, d) =

{
(zi, d+ zi − zj) zi > zj

(zj , d+ zj − zi) otherwise,
(1)

2·2 TCCMのコンセプト

ある時刻 tにおいてセンサから得られた一セットの計
測点群から，一つのマップmtを構築する．以後，このマ
ップを部分マップと呼ぶ．一方で，部分マップを時系列に
沿って必要数 (n個)だけ合わせたマップを構築する．以
後，このマップを統合マップと呼び，Mt(=

∑t
i=t−n mi)

と記す．
TCCMにおける四角柱の構造体は，C++の表記に

従えば以下のように定義できる．

s t r u c t TCCM {
i n t pnum;
f l o a t u , d ;
l i s t <int> msn l i s t ;

} ;

ここで，pnumは四角柱に投票されている計測点数
を記録するものであり，u，dは前述したように四角柱
の上面高さと厚みを表す．最後のmsnlistは，部分マッ
プでは利用せず，統合マップ内の四角柱が保持するも
のである．ここには，その四角柱がどの部分マップの
四角柱から構成されたかを，部分マップのシリアル番
号 (1 ... n)として記録しておく．
以上のように一計測ごとに部分マップを作ることで，

データ量が大幅に削減できる．また，次節に述べるよ
うに，環境マップの効率的な更新が可能になる．この
結果，多数のマップ，例えばセルサイズの異なるマップ
を保持しておくといった余裕ができるようになり，環
境表現のレパートリーが増やせるといった利点もある．

2·3 統合マップMt の生成方法

統合マップの生成方法として，以下の二つを提案す
る．（１）現在時刻 tの部分マップが生成されるごとに，

Fig.3 Subtraction of cuboids

過去の n個の部分マップをすべて足し合わせる（全加
算），（２）現在時刻 tの部分マップを統合マップへ加
えた後，時刻 t − nの部分マップに相当する四角柱群
を統合マップから差し引く（入れ替え）．

2·3.1 部分マップの全加算

すべての部分マップを足し合わせて統合マップを生
成する方法は，シンプルであり実装が容易である．一
方で，時刻が変わる度に n個の部分マップを加算する
必要があり，次に述べる入れ替え方式と比較し，処理
の効率が悪い．
以下で，基本加算操作について説明する．まず二つ

の部分マップが含む四角柱群を統合マップ用のセルへ
コピーする．そして，四角柱 Aが四角柱 B と重なる
ことがあればそれらを融合する．重なりには４つのパ
ターンがある．

1. 四角柱Aが四角柱Bと同じ高さか，上に存在する
2. 四角柱Aが四角柱Bと同じ高さか，下に存在する
3. 四角柱 Aが四角柱 B を完全に含む
4. 四角柱 Aが四角柱 B に完全に含まれる

それぞれの加算パターンを Fig.2に示す．

2·3.2 部分マップの入れ替え

統合マップを効率的に生成する方法として，減算を
取り入れた方式を提案する．基本的には，最新の部分
マップを統合マップに加算した後，最も古いマップを
その統合マップから取り除いていく．ただし，減算の
場合は計算前後の整合性が取れている必要があるため，
前処理として，古い時刻の情報より新しい時刻の情報
を優先するように，過去の部分マップを変形しておく．
処理手順は以下のようである．

1. 前処理：部分マップの変形

統合マップの一つの四角柱は，複数の部分マップ
の四角柱が重ね合わさって構成される．この場合
に，古い時刻の四角柱を統合マップから単純に差
し引くと，それより新しい時刻での計測点が存在
する部分も削り取ってしまうことがある．

これに対処するため，時刻の異なる四角柱の共通
部分をあらかじめ取り除く処理を行う．まず，最
新の部分マップmtが入力される．次に，統合マッ
プMtが持つ四角柱を順に読み出し，mtの四角柱



と重なる部分があるかどうかを調べる．もしあっ
た場合に，それが持つmsnlistから構成元の部分
マップ番号を参照し，最新部分マップmtの四角柱
と重なる領域については，構成元の部分マップの
四角柱を変形して重複部分をなくす (Fig.3右下)．

以上により，部分マップが一切重なり合わずに統
合マップが構築されるようになる．この処理は，計
測データが実在する部分領域を削り取ることにな
るため，個々の部分マップに着目する限りは，不
整合が起きている．しかし，古い部分マップに新
しい部分マップを重ね合わせた状態では情報に欠
落は起きておらず，ロボットが統合マップを衝突
検知等に利用する段階では問題にならない．

2. 部分マップの加算

2.3.1 と同様の手順で，統合マップに最も新しい部
分マップを加算する．

3. 統合マップの減算

統合マップから，最も古い部分マップmt−n との
共通部分を減じる．1. のマップ変形処理により，
取得時刻の異なる部分マップが重なり合うことは
なくなっているため，最も古い部分マップの存在
する分だけ，統合マップの四角柱を消去すればよ
い．Fig.3に示すように，減算には３つのパターン
がある．

1. 統合マップの四角柱が部分マップの四角柱の
上部にある

2. 統合マップの四角柱と部分マップの四角柱が
一致している

3. 統合マップの四角柱が部分マップの四角柱を
内部に含む

1．の場合は，四角柱の dを変更する．2．の場合
は，uと dの両方が変更の対象となる．3．の場合
は，上下二つに分割する必要があるため，統合マッ
プを構成する四角柱が一つ増える．

この方式は，単純なマップ同士の加算を行う場合と
比べて四角柱の変形回数を大幅に減らすことができる．
そして，後の実験で示すように，統合マップの生成に
要する処理時間が部分マップの数にほぼ依存しないと
いった利点があり，効率が良い．

3. 処理速度の検証
水平走査が可能な測域センサ [6]を上下揺動機構と組

み合わせた揺動センサシステムを構成し，等身大双腕
型ロボットの頭部に搭載した．ロボット直立時のセン
サ揺動中心は高さ 1550 mm である．なお，このロボッ
トは二輪駆動型の車体に腰軸一自由度，首に三自由度
を有し，揺動機構の高さと向きを変更可能である．

3·1 設定

Fig.4に，二種類の対象環境を示す．

Fig.4 Experimental conditions

物品が載せられたテーブル

天板の高さが 700 mm のダイニングテーブルを設
置し，いくつかの物体をその上に置く．ロボット
はそのテーブルの前面に立ち，揺動中心を斜め下
向き 45 deg として，揺動振幅 30 deg でテーブル
上の計測を行う．

物品が入れられた引き出し

幅 900 mm，奥行き 300 mm, 高さ 1200 mm の
五段タンスを設置し，その三段目にいくつかの物
体を入れておく．ロボットはそのタンスの前面に
立ち，引き出し操作を行い，その中身を観測する．
腰軸，首軸を動かして揺動中心が引き出し内部に
向くようにし，揺動振幅 30 deg で計測を行う．

この環境において物体操作タスクを考えたとき，アー
ム手先とセンサとの距離が最大 1m 程度離れうること
から，マップの生成範囲を前方 1500mm,横幅 2000mm

とした．センサシステムが一回の揺動にかける時間は，
ワークスペース内において幅 50mm 以上の物体を検知
することを基準に決定し，1575msecに設定した．この
条件下では，60 deg の半揺動のうちに 15 から 18 回
程度の計測を行うことができる．

3·2 実験結果

この状況下で取得した 5000スキャンについて，統合
マップを生成する処理をオフラインで行った．プログラ
ムは C++ で書かれ，実行環境は 2.4GHz Dual Core

CPU, 仮想 Linux OS 上である．Fig.5 の上のグラフ
は，2.3節で述べた二種類の統合マップ生成方式につい
て，統合マップの生成に要した部分マップの数と，統
合マップを構成する四角柱の数の関係を示したもので
ある．マップのセルサイズはそれぞれ一辺 10mm から
40mm までの 4 種類を試した．センサが同じ部分を複
数回計測した場合にその結果は一つの四角柱として表
現されるため，動的物体の少ない環境であれば，四角
柱の総数はある時点で頭打ちになるはずである．グラ
フからもこの事実が読み取れる．
Fig.5の下のグラフは，5000回の統合マップ生成を

行った場合の処理時間をプロットしたものである．上
のグラフと同様，横軸はひとつの統合マップに含まれ
る部分マップの数である．この結果から判るように，全
加算方式によれば，統合マップに利用する部分マップ
の数が増えるほど，処理時間は線形の傾きを持ちなが
ら増加していく．一方で，入れ替え方式によれば，部



Fig.5 Processing time for map generation

Fig.6 An extended graph of processing time for map
generation

分マップの数が増えたとしても，処理時間はほぼ変化
しない (Fig.6は，Fig.5下のグラフの一部を拡大した
ものである)．また，Fig.5上のグラフより，セルサイ
ズが同じならば生成される四角柱の数はほぼ同数にも
かかわらず，入れ替え方式の方が処理時間が短い．

Fig.7に，生成されたTCCMの例を示す．左列がテー
ブル，右列が引き出しの結果を示している．四角柱の
色付けについては，緑色が濃いほど地面からの距離が
小さく，赤色が濃いほどその距離が大きいことを示す．
マップのセルサイズを一辺 20mm に設定した場合に
は，新たに計測データを取得するごとに，現在時刻の

Fig.7 Experimental results of TCCM representation

部分マップ生成と，過去 40 の部分マップから統合マッ
プを生成する処理を平均 1.5msec 程度で行うことがで
きた．これらの統合マップは，毎時 600 から 2000 程
度の四角柱で構成されていた．
なお，筆者らの経験では，本実験のような条件下で

密な統合マップを構成するためには，30から 40スキャ
ン程度を合わせれば実用上は充分であった．

4. おわりに
本稿では，時々刻々と取得されていくセンサデータ

を対象にしたマップ表現法について述べた．環境形状
を多数の四角柱の集まりとして表現し，それらを時系
列で扱うことのできる枠組みを整え，実ロボットを用
いた実験により，有用性を示した．
今後の課題として，本研究で利用したものと異なる

計測範囲を持つようなセンサについても，提案手法の
適用可能性を評価することがある．
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