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Abstract: In recent years, in the field of robot vision, the laser rangefinder (LRF) and the color camera are
widely used for the environment recognition. However, in many researches, the range and the camera images
are integrated by using special equipments or the limited conditions which can disregard the blind spots or the
occlusion regions of the sensors. Therefore, in this research, we propose the integration algorithm of the range and
the camera images in which the occlusion regions of sensors are taken into consideration. Further, we constructed
the sensor system which consists of a color camera and a horizontal line-scanning laser rangefinder which can
rotate vertically, and conducted the integration experiments of a range and a color images captured by these
devices.

1 序論

近年，ロボットのための多様なセンサデバイスの利
用に関する研究が数多くなされており，特に，カメラと
レーザ距離計（LRF: Laser Rangefinder）を用いる移動
ロボットの環境マッピングや三次元物体の認識に注目が
集まっている．カメラによって情景の色や輝度の情報を
獲得し，それらの解析によって対象物の発見や識別を行
う手法が現在までに数多く提案されており，ステレオビ
ジョンがその代表的な手法である．しかし，距離情報の
獲得にカメラ画像を利用する場合，対象物のエッジの抽
出を行う処理などに関して有利であるが，環境光の変化
に影響を受けやすく，さらにステレオ視による距離計測
には対応点の発見に関する計算コストが高いことや，計
算結果にあいまいさが生ずるという面で不利である．一
方，LRFは一般に環境光に影響を受けにくく，ステレ
オ視よりも高速で高精度の距離計測が可能であるが，環
境の色情報が獲得できないことや，物体の赤外線反射率
に計測結果が影響を受けるため固形物のエッジや赤外線
を吸収する物体の計測が難しいなどの面で不利であり，
さらに，三次元点の集合を用いる対象物の認識は一般的
に計算コストが非常に高い．したがって近年，カメラに
よって環境の色相やテクスチャ等の情報を，LRFによっ
て環境の奥行き情報や物体の三次元形状の情報を獲得
し，さらにこれらを統合することによって各センサを独
立に駆動するよりも高速かつ高精度に環境計測を行うこ
とを目指した研究が多くなされている 1–6)．
一方，異なる座標系を持つ複数異種のセンサ情報を同
一の座標系に統合する場合には以下のような問題が生
ずる．

• 計測データ形式が異なる．
• 計測情報の次元数や幾何学的性質が異なる．
• 計測範囲や計測解像度が異なる．
• センサ座標系の原点が異なるので，全てのセンサか
らは計測できない領域が生ずる．

これらの問題に対して，多くの研究では各センサ座標系
の原点を光学装置を用いて一致させる手法やセンサの配
置を工夫して原点間距離を十分に小さくし，センサの視

差や死角を無視するという手法 2,5, 6)を用いるが，これ
らの手法ではセンサの配置や対象物の計測距離が制限さ
れることや，センサ数の増加に対する手法の拡張性の点
で問題がある．そこで本稿では，異種センサの計測デー
タを上述の問題を解決して統合する手法を提案し，さら
に，移動ロボットの環境認識用センサとして広く用いら
れている LRFとカラーカメラを用いて提案手法の実験
を行った結果を示す．

2 センサシステム
本研究で用いるセンサシステムの概観を Fig.1(a)に

示し，それらの関係の模式図を Fig.1(b)に示す．ここで
(XLYLZL)，(XCYCZC)，(U, V )はそれぞれ LRF座標
系，カメラ座標系，スクリーン座標系である．本研究で
は (XLYLZL)座標系を基準として距離画像とカラー画
像の統合を行い，その結果として色情報を持つ環境の距
離画像（CRI: colored range image）を構成する．

2.1 カラーカメラ

カメラによって 24bitRGBカラー画像 p(u)が獲得さ
れる．ここで p(u)はNu[pixel]×Nv[pixel]の画素 u ={
(u, v)T ∈ R2

∣∣u = 1, · · · , Nu; v = 1, · · · , Nv

}
における

色や輝度の値によって構成される画像である．以降の実
験ではNu = 640, Nv = 480とした．センサシステムの
約 600[mm]前方に一辺が 150[mm]の立方体を置いて撮
影した画像の例を Fig.2(a)に示す．

2.2 LRF

本研究における実験には，二次元水平面をスキャン
し対象物までの距離を計測する LRF（LMS200，SICK
Inc.）を用いた．この LRFの最大計測距離は 8191[mm]，
角度分解能は 0.25[deg]，スキャン範囲は 100[deg]と設
定してある．また，この LRFを用いて 3次元的な距離
計測を行うために，0.05[deg]の角度分解能を持つギア
ドステッピングモータによって LRFを垂直方向に回転
するサスペンションユニット 7) を作成した．このよう
な構成の LRFによって水平計測角度 θm と垂直計測角
度 φn における計測距離 dmn から計測点の三次元位置
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Fig. 1: センサシステム．(a) センサシステムの構成．
LRF（中央）と，カラーカメラ（右），ステッピング
モータ（左）を組み込んだサスペンションユニットから
成る．(b) LRF座標系とカメラ座標系，スクリーン座標
系の関係．

xL
mn が以下のように得られる．

xL
mn =




xL
mn

yL
mn

zL
mn


 =




dmn cos θm

dmn sin θm sin φn

dmn sin θm cosφn


 (1)

ここで，以降の実験において計測に用いた角度は以下の
通りである．

θm = r ·m + 40[deg] (m = 0, 1, · · · , Mm) (2)
φn = r · n− 50[deg] (n = 0, 1, · · · ,Mn) (3)

ただし r(= 0.25[rad])は LRFの計測角度分解能，m,n
はそれぞれ水平，垂直方向の計測点番号を表し，以降の
実験ではMm = 400,Mn = 400とした．また，40[deg]，
−50[deg]はそれぞれ水平，垂直方向の計測範囲角のバ
イアスである．Fig.2(a)と同じ対象物の LRFによる計
測結果を OpenGL8) を用いて処理したものを Fig.2(b)
に示す．

2.3 カメラ座標系と LRF座標系

本稿では簡単のため，カメラ画像のひずみやカメラお
よび LRFの各種内部パラメータは較正済みであるとし，

(a) (b)

Fig. 2: 計測画像の例．(a) カメラ画像（640 × 480 画
素），(b) LRFの計測結果（401× 401点）をポリゴン
処理し，距離に応じた 256段階のグレースケールで表現
した．

またカメラモデルとしてピンホールカメラモデルを用
いる．
まず，任意の LRF計測点座標 xL

mnに対応するカメラ
座標系の座標点 xC

mn は以下のように与えられる．

xC
mn =

(
xC

mn yC
mn zC

mn

)T
= R(xL

mn − l) (4)

ここで l = (lx ly lz)T は (XL YL ZL) 座標系と
(XC YC ZC)座標系の原点の平行移動ベクトルを表し，
R は XC 軸， YC 軸， ZC 軸まわりの回転変換行列の
合成R = Rx(ψx)Ry(ψy)Rz(ψz) である．また xC

mnの
カメラスクリーン座標系への投影変換 F は以下のよう
に表される．

F
(
xC

mn

)
= −

(
f · xC

mn/zC
mn + Nu/2

f · yC
mn/zC

mn + Nv/2

)
(5)

ただし f はカメラの焦点距離である．したがって式 (4)
と式 (5)より，LRF座標系の点は以下の式によってスク
リーン座標系の画素 (u, v)と対応付けられる．

u = (u, v)T = round
[
F

{
R(xL

mn − l)
}]

(6)

ただし round[·]はまるめ関数である．

3 カメラ画像とLRF計測データの統合

3.1 LRF計測データの信頼性

LRFによる距離計測は照射したスポット光が対象物
に吸収される場合やエッジなどの部分で乱反射する場
合には正確に行われず，その計測点はブラックスポット
と呼ばれる計測欠落点となる．また Fig.4(a)に示すよ
うな角度 w が π に近い場合には，計測点間の距離 lが
大きく開くため，その区間の対象物の形状を知ること
ができない．さらに，大きく傾いた面に照射されたス
ポット光は反射されにくく，計測誤差が大きくなる傾向
があるため，一般に w ' π となる計測データは信頼性
が低い．したがって Fig.4(a)に示すような任意の計測点
xL

mnまでの距離 dmnに対して，隣接する計測点までの距
離 dm±1,n±1が以下の範囲にあるときのみ，統合処理に



計測点 xL
mn を用いることを考える．すなわち Fig.4(a)

の角度と辺の長さの関係において正弦定理を用いると
dm±1,n±1 = dmn · sinw/ sin(r +w)が導かれるので，角
度 wの大きさに 0 < w < wmax という制限を設け，そ
れに対応する dm±1,n±1 の範囲

0 < dm±1,n±1 <
sin wmax

sin(r + wmax)
dmn (7)

に含まれる計測データのみを信頼することにする．以降
の実験ではセンサシステムと計測環境の位置関係を考慮
して wmax = 178[deg]とした．この処理によって計測
距離が急激に変化する計測データ，すなわち計測の信頼
性の低い LRFの計測データを除くことができる．

3.2 対応点探索

次に，以下の処理によってLRF計測データをスクリー
ン座標系に対応付ける．まず距離データと画像データの
対応付けを表現するために，画像と同じ要素数を持つ
行列，

M =
(
m(0,0), · · · , m(Nu,Nv)

) ∈ R2×Nu·Nv (8)

を用意しこれを対応マップと名付ける．次に，距離デー
タ xL

mn に対応するスクリーン座標の画素 u = (u, v)T

を，

u = min
dC

mn

(
round

[
F

{
R(xL

mn − l)
}])

(9)

と求める．ただし dC
mn は式 (7)の条件に適合する xL

mn

のカメラ座標系の原点からのユークリッドノルム

dC
mn =

∥∥R
(
xL

mn − l
)∥∥ (10)

である．この処理によって対応画素が発見された場合
には，対応マップの要素m(u,v) に距離データの添字を
m(u,v) = (m, n)T として与え，スクリーン座標の画素番
号と距離データ番号を対応付ける．このとき，画像デー
タと距離データの解像度が異なることが要因となって，
距離データと対応付けられないm(u,v) が存在すること
に注意されたい（3.4で詳細に述べる）．以上の処理に
よって Fig.2(a), (b)のカラー画像と距離画像について
対応マップを作成し，それを参照して描画した CRIを
Fig.3に示す．これより対応マップの利用によって解像
度の異なる画像データと距離データの統合が行われたこ
とがわかる．しかし，画像データの二重の対応付けが行
われている部分が立方体の背後に見られ，また一部に色
が対応付けられていない部分も見られる．以下の項で，
これらの誤った対応付けを除去する処理について述べる．

3.3 オクルージョン領域
複数異種のセンサ情報の統合には，全てのセンサによ

る計測ができない領域，すなわちオクルージョン領域と
よぶ領域について考慮する必要がある．例えば，センサ
数が nの場合には計測可能な領域とセンサの組み合わせ
は 2n 通り存在し，本研究で扱うセンサシステムには四
種類の領域が存在する．すなわち，1;カメラと LRFが

(a) (b)

Fig. 3: 距離画像とカメラ画像の統合結果．(a)正面から
見た図，(b)立方体に接近して見た図．オクルージョン
領域などに誤対 応が見られる．
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Fig. 4: カメラと LRFの幾何学的関係．(a) LRFのレー
ザ照射点と角度の関係，(b) オクルージョン領域．

計測可能な領域，2;カメラのみ計測可能な領域，3;LRF
のみ計測可能な領域，4;カメラと LRFが計測不能な領
域の四種類である（Fig.4(b)）．これらの中で 3.2の処
理によって適切に色情報の対応付けがなされない領域は
2と 3であり，これらの領域が本センサシステムのオク
ルージョン領域である．これらの領域において各センサ
データ情報の誤った対応付けが発生するため，それを判
定し除去する必要がある．そのために我々はカメラのス
テレオ視におけるオクルージョンの判定手法 9) に倣っ
て，LRFとカメラのオクルージョン領域の重複対応を
除去するアルゴリズムを構築した（表 1）．このアルゴ
リズムは，対応マップ上の各要素に距離データの番号が
昇順で対応付けされていない場合には矛盾する対応付け
と見なし，それらを全て削除する．

3.4 対応欠落の補償

対応マップ作成のための上述の一連の処理では対応付
けが欠落する場合がある．その模式図を Fig.5に示す．
この図は複数の距離データが重複して一つの画素に対
応付けられる場合に対応付けが欠落する様子を表してい
る．この図において (u, v)はスクリーン座標系の任意の
画素であり，対応する距離データを Pn

(u,v)，カメラ座標
系の原点から Pn

(u,v) までの距離を dn
(u,v) と表している．

また n = 1, 2, · · · は画素 (u, v)に対応する距離データが



表 1: オクルージョン領域の誤対応除去アルゴリズム

Given : 対応点探索の済んだ対応マップM
Step1: m(i,j+1) −m(i,j) < 0となる部分を j の値

を増加しながら探索．見付かれば Step2
へ．見付からなければ i := i + 1として
Step1へ．i = Nv であれば終了．

Step2: m(i,j−k) −m(i,j+1) < 0となる部分を kの
値を減少しながら 0 ≤ j − kの範囲で探索．
m(i,j) からm(i,j−k) までの対応付けを削除．
j := j + 1として Step1へ．

以上のアルゴリズムは対応マップの行方向の誤対応除去を行うもので

あり，m(i,j) はm(i,j) の第一成分を表す．また :=は代入を表す．列

方向への適用は m(i,j) をm(i,j) の第二成分とし，j を i に，Nv を

Nu に読みかえるとよい．
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Fig. 5: 対応付けが欠落する様子．P 1
(u,v)～Pn

(u,v)は同一
画素に対応付けるべきであるが，3.2の処理では P 1

(u,v)

しか (u, v)と対応付けが行われない．

複数ある場合に，それらを d1
(u,v) ≤ d2

(u,v) ≤ · · · となる
ようにつけた添字である．上述の対応マップ作成のため
の一連の処理において，距離データからスクリーン上の
同一画素への複数の対応が生じる場合にはオクルージョ
ン領域への対応付けを除くためにカメラ座標系の原点か
らの距離が最も近い距離データ点のみの対応付けを行う
ため，Fig.5に示す P 1

(u,v)のみに色情報の対応が与えら
れる．そこで，xL

mnの八方向の周囲のデータ xL
m±1,n±1

の半数以上が画像データとの対応付けを持つ場合には，
それらの対応付けされた画素の色情報を平均し xL

mn の
色情報とする処理によって対応付けの欠落を補償する．

上述の全ての処理を行って対応マップを作成し，CRI
を生成した結果を Fig.6に示す．Fig.3と比較して，オ
クルージョン領域におけるデータの誤対応が，ほぼ除去
されていることがわかる．

(a) (b)

Fig. 6: オクルージョン領域を考慮した統合結果．(a)正
面から見た図，(b)立方体に接近して見た図．

4 まとめ

本研究では移動ロボットの環境認識用センサとして広
く用いられているカラーカメラと LRFについて，それ
らの視差により生ずるオクルージョンを考慮して計測
データを統合する手法を提案した．
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