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二次元市街地図を用いた初めて訪れる場所における自己位置推定
— 二乗損失相互情報量による手法 —
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In this paper, we present a novel approach to 2D street map-based localization.
Precise localization beyond GPS accuracy is an important aspect of mobile robot navigation.
Recently, localization using the map built by robots has been widely used with great
success. However, such methods limit robot navigation to environments whose maps
are prebuilt. We aim to achieve localization in environments unfamiliar to robots using
existing 2D street maps. Finding an exact match between sensor data and the street map
is complicated because, unlike maps built by robots, street maps lack detailed information
about the environment (such as height and color). Existing methods coping with this difﬁculty
employ prior knowledge on the environment. In contrast, our proposed approach is to ﬁnd
statistical dependency between sensor data and the map, and localization is achieved through
maximization of a Mutual Information-based criterion. Because our method does not use any
prior knowledge, it is more suitable for unfamiliar environments. We show the effectiveness
of our method through extensive experiments using real-world data sets.
Key Words : Localization, Navigation

1. 緒

言

る．また，ロボットを新しい環境に持っていった際に

自己位置推定は移動ロボットのナビゲーションに
おける重要な課題の一つである．屋外での自己位置
推定法としては GPS が広く知られているが，一般的
(1)

な GPS では精度が不十分であり ，RTK-GPS など高
精度な測位方法を用いたとしても周囲の建物などの
影響を受けて精度が低下する問題は残る．そのため，
移動ロボットのナビゲーションには事前に構築した
詳細な地図に基づく自己位置推定が用いられている
(2) (3) (4)

．しかし，これらの方法では事前にロボット

を手動で走行させてデータを収集しロボット専用の
地図を構築するという人手を含む作業が必要であり，
広範囲の地図を構築するためには大きな費用がかか

直ちに運用を開始することができない．これらの問
題に対し，我々は既存の二次元市街地図を用いた自己
位置推定手法を提案する．既存の市街地図を再利用
することで，ロボット専用の地図を構築・維持する必
要が無くなり，またロボットが初めて訪れる場所での
自己位置推定が実現できる．
既存の市街地図を用いる上での大きな課題は地図
と走行時に得られるセンサデータとの対応付けであ
(5)

る ．二次元市街地図では境界線や領域のみで環境が
表現され，詳細な情報（例えば道路の色や縁石の高
さ）は地図から得ることができない．そのため地図
とセンサデータを直接比較できず，対応付けが困難
となる．一方，従来の自己位置推定では，地図にはセ
ンサの生データまたは低レベル特徴量が含まれ
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(6) (1)

，

走行時に得られるセンサデータと直接比較すること
ができるため，この問題は存在しなかった．
従来の市街地図を用いた自己位置推定手法では，上
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述の対応付け問題は解決されず，故に機能および適用
範囲に大きな制限があった．例えば Floros らの手法
(7)

ではロボットが常に道路上に存在するものと仮定さ

れている．そのため，カーナビゲーションシステムに
おける GPS の代替として有望ではあるものの，自律
走行に直接適用するためには十分な精度は得られな
(8)

い．また，Morales らの手法 では，道路がレーザー
スキャナの観測により検出可能であることが仮定さ
れているため，整備された車道であれば有効と考えら
れるが，都市歩道環境など道路境界が多様な環境に
(9)

は直接適用できない．また，Hentschel らの手法 で
は道路境界ではなく，建物の境界のみが用いられる．
建物の壁はレーザースキャナで比較的容易に検出で

Fig. 1: Left: an example of maps used in proposed method.
Right: internal representation of the map. Different colors
indicate different IDs.
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きるため対応付けも容易となるが，地図によっては建
物の形状が与えられていない，もしくはその精度が

Map segments

高くない場合がある．また近くに建物がない環境で
はそもそも適用できない．

Irie らによる手法(5)(10)は多様な物体に関する対応付

る特徴と地図とを対応付けする．しかし，これらの事
前情報や事前学習が仮定できない環境，例えば見知
らぬ国で道路の色や道路境界に存在する物体の種類

報が付加されていることが必要である．
本稿では，対応付けの難しさを解決しつつ，従来手
法の制限事項を大幅に緩和する新しい自己位置推定
手法を提案する．提案手法は相互情報量による画像の
位置合わせ

(11)

に着想を得たものであり，センサデー

タと地図とを統計的指標により直接対応付けるため，
従来法のような事前情報は不要である．元の相互情
報量は雑音の影響を受けやすいため，提案手法では
(12)

二乗損失相互情報量

と呼ばれる変形版を使用する．

提案手法の利点を以下にまとめる．

• ロボットが必ず道路上に存在するという制約が
不要．

• 道路境界に特定の物体（例：縁石）が存在すると
いう仮定が不要．

• 道路の色やテクスチャ，あるいは縁石やガード

レールの高さなど物体特徴に関する事前の学習
が不要．

• 地図中に必要な情報は境界線および区切られた
領域のみであり，
「道路」
「建物」などの意味ラベ

Yn

建物であるか等を区別しないためである．
提案手法の基本的なアプローチは文献

(13)

にて述べ

たが，本稿ではより詳細な説明と自己位置追跡への
応用手法を追加し，広範な実験を行った結果を報告
する．

2. 提

などが未知の場合には適用できない．また，この手法
では地図には「歩道」
「車道」
「建物」といった意味情

䞉䞉䞉

ルが不要．これは地図上の領域が道路であるか

る．この手法では地図中の物体の存在確率を事前情
学習させておくことにより，センサデータから得られ

Y3

Y2

Fig. 2: Model of the world. Sensor data and street map have
implicit dependency through objects in the world.

け問題に対処した，我々の知る限り唯一の手法であ
報として与え，また道路や道路境界の特徴を事前に

Y1

案

手

法

提案手法はセンサの種類に依存しない汎用的な自
己位置推定法である．本章では提案手法を数理的に
説明し，具体的な実装については 4 章にて述べる．

2·1 環境モデルと地図表現
ロボットが環境中
の n 箇所から収集したセンサデータ (X1 , ..., Xn ) を用
いて自己位置推定を行う問題を考える．地図として
は図 1 に示すような，境界線が示されている市街地
図を想定する．提案手法では準備として，地図の各閉
領域および各境界線に固有の ID（本稿ではセグメン
ト ID と呼ぶ）を設定する．セグメント ID の設定例
を図 1 右に例示する．ここで，セグメント ID（Y ）は
環境に存在する物体種別（Z ）に依存して定められて
いると仮定する．言い換えれば同一セグメント ID が
割り当てられた領域に同一物体が存在することを仮
定する（例：ID が 3 の領域には縁石が存在する）．一
方，ロボットが環境から得るセンサデータ X は当然，
観測される物体の種別 Z に依存するため，セグメン
ト ID Y とセンサデータ X との間には物体種別 Z を
介した間接的な依存関係が存在する．この依存関係を
例示したものが図 2 である．自己位置推定は各セン
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サデータ Xi が得られた地点のセグメント ID Yi を正

で用いる二乗損失相互情報量（Squared-loss Mutual

しく推定する問題とらえることができる．X と Y を

Information, SMI）の定義を式 (2) および (3) に示す．

正しく対応付けられれば，上述のモデルによりそれ

p(x, y)
dxdy
(2)
p(x)p(y)
)2
(
∫∫
1
p(x, y)
− 1 dxdy
SMI(X,Y ) :=
p(x)p(y)
2
p(x)p(y)
(3)

らの間に依存関係が観測されるはずである．

2·2 相互情報量を規準とした自己位置推定

自

己位置推定は画像の位置合わせと類似した側面を持
つ．通常の（ユニモーダルな）画像の位置合わせには

MI(X,Y ) :=

正規化相関が最大となる位置を探索する手法などが
用いられる．この手法は 2 枚の画像輝度値の間に線
形な相関があるという仮定に基づいており，正規化相
関を最大化することは線形な依存関係を最大化する
ことに相当する．一方，マルチモーダル画像の位置合
わせ（例えば医療用 CT 画像と MRI 画像の位置合わ
せ）では輝度値の間に必ずしも線形な依存関係があ
るわけではない．そのため相互情報量を指標として，
非線形な依存関係を最大化する手法が用いられる

(11)

．

提案手法ではこの考えを自己位置推定に適用し，地
図のセグメント ID とセンサデータとの間の非線形な
依存関係を捉えることにより対応付けを行う．
提案手法の手順について述べる．まず，ロボットは
センサデータを収集し，環境中の n 箇所から特徴量
を抽出する（{x1 , . . . , xn }）．各特徴量の次元を d とお
く．センサデータが得られた場所とロボットとの相対
的な位置関係は既知であるものとする．続いて，特徴
量と地図とをロボット位置姿勢仮説 w を用いて幾何

∫∫

SMI も MI と同様に確率変数間の依存関係を示し，
X と Y が統計的に独立であることは SMI(X,Y ) が 0
であることの必要十分条件である．さらに MI に比べ
SMI は下記のような利点がある(12)．
• 対数の計算がないため，外れ値に対して頑健で
ある

• 計算効率の良い推定方法が知られている
SMI の応用例には半導体透過画像の位置合わせがあ
る

(14)

．

3·2 Least-square Mutual Information
本手法
では SMI の推定に least-square mutual information

(LSMI）(15)を用いる．本節では LSMI の計算方法に
ついて簡単に述べる．式 (3) を計算するに当たり，ナ

イーブな方法は各要素 p(x), p(y), p(x, y) を推定して上
式に代入することであるが，それでは各要素の推定に
おける誤差が組み合わさることにより，全体の誤差が
増幅される恐れがある．LSMI ではその代わり密度比

的に対応付ける．特徴量 xi が得られた地点に対応す
る地図セグメント ID を
(w)

(w)

(w)
yi

r(x, y) =

として，n 個の x と y の

対 {(x1 , y1 ), ..., (xn , yn )} を得て，これを入力データ
対として用いる．

特徴量と地図のセグメント ID を確率変数 X と Y (w)
で表す．入力データ対は同時確率 P(X,Y (w) ) からラン

p(x, y) log

で，推定の精度や数値的安定性を高めている．LSMI
では，密度比関数 r を式 (5) に示す乗法カーネルモデ
ルに当てはめて推定する．

rΘ (x, y) :=

に類する規準 f を最大にするロボットの位置姿勢 w
を探索することでロボットの位置を推定する．
w

(1)

提案手法では f として相互情報量の変形版である
二乗損失相互情報量を用いる

(12)

．二乗損失相互情報

(4)

を個々の密度の推定を経由せずに直接推定すること

ダムに生成されたものであると仮定し，相互情報量

ŵ = argmax f (X,Y (w) )

p(x, y)
p(x)p(y)

b

b

Θl,l ′ K(x, x̃l )L(y, ỹl ′
∑∑
′

l=1 l =1

(w)

)

(5)

パラメータ Θ は b × b の行列であり (b ≤ n)，Θ l,l ′ は

その各要素である．カーネル関数の中心 (x̃1 , ..., x̃b お
(w)

(w)

よび ỹ1 , ..., ỹb ) は入力データ対から非復元抽出で無
作為に b 個取り出したものを用いる．

量の定義および推定については 3 章にて述べる．本

カーネルモデルの基底関数にはガウス関数がその

稿では二次元平面上での自己位置の追跡，すなわちナ

性質の良さからしばしば用いられる．提案手法では

ビゲーション時に初期値が与えられた上で自己位置
を逐次的に推定する問題を扱い，初期値が不明な状態
から大域的に自己位置推定する問題は対象外とする．

3. 二乗損失相互情報量の推定
3·1

相互情報量と二乗損失相互情報量

従来

の相互情報量（Mutual Information, MI）と提案手法

式 (6)，式 (7) に示すように K にガウスカーネルを，y
は離散値であるため L にデルタカーネルを用いる．
)
(
||x − x̃||2
(6)
K(x, x̃) = exp −
2σ 2

1, if y = ỹ
L(y, ỹ) =
(7)
0, otherwise
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Θ を以下の式により二乗誤差を最小にす
LSMI では，Θ̂

1

るように学習する．

∫∫

(rΘ (x, y) − r(x, y))2 p(x)p(y)dxdy

3

Segmnent ID

ݔଵ ݔଶ ݔଷ ݔସ ݔହ

(8)

…

…

Θ) :=
J(Θ

Θ)
minΘ J(Θ

2

(9)

期待値を標本平均により近似し，さらに過学習を防
ぐため ℓ2 正則化項を追加することにより，式 (9) の

y1

(w)

= 1

(w)
y2
(w)
y3
(w)
y4
(w)
y5

= 2

Robot pose w = (wx; wy ; wµ )

= 2
= 2
= 3

:::

最小化問題を下記の離散シルベスター方程式に帰着
させる．

1
1 T
ΘL T L + λ Θ̂
Θ = KT L
K K Θ̂
n2
n

(10)

ここで K , L は n × b の行列であり，その各要素は

(w)
K i,l = K(xi , x̃l ), L i,l = L(yi , ỹl ) で与えられる．最終
的に SMI の推定値は

LSMI =

1
1
K Θ̂
ΘL T ) −
tr(K
2n
2

(11)

Fig. 3: Examples of associating sensor data with street maps.
Top: features stored in a local grid map are matching with a
map. Bottom: segment IDs in the map (left) is projected onto
image plane (right).

によって得られる（tr は行列のトレースを表す）．

とする．局所格子地図と市街地図とをロボット位置

LSMI ではカーネル関数のガウス幅 σ と正則化パ
ラメータ λ を入力データに応じて適切に定める必要

姿勢 w = (wx , wy , wθ ) を用いて重ねあわせた時，xi に
対応する市街地図の ID を yi

があるが，これらのハイパーパラメータは交差確認法

データ対

により自動的に選択することができる．本手法では K

照)．これに式 (1) を適用し，SMI が最大となるロボッ

分割交差確認法を用いる（本稿の実験では K = 5 と

ト座標 w を探索する．

した）．K 分割交差確認法では入力データを K 個の

(w)

として対応付け，入力

(w)
(w)
{(x1 , y1 ), ..., (xn , yn )}

を得る (図 3 上段参

4·2 単一画像からの自己位置推定

単眼カメラ

集合に等分し，一つの集合を取り出してテストデー

を用いる場合で，正確な三次元情報が無い場合での

タに用い，残りの K − 1 個の集合を入力データとして

自己位置推定法について述べる．ここではカメラと

パラメータ Θ を推定する．取り出したテストデータ

ロボットの間の相対姿勢が既知であるものと仮定す

を用いて式 (9) の二乗誤差を評価する．この手順をテ

る．得られた画像から色やテクスチャを画素単位で

ストデータと入力データを入れ替えて K 回行い，二

抽出し，i 番目の画素に関する特徴量を xi とおく．ま

乗誤差の平均が最小になる σ と λ を複数の候補の中

た特徴量とセグメント ID を対応付けるため地図を画

から選択する．

像平面に投影し（図 3 下段），i 番目の画素に投影さ
(w)

4. 実

れたセグメント ID を yi とすることで対 xi , yi

装

を得

る．入力データ対が得られた後は前節と同様にロボッ

本章では提案手法の三種類の実装方法について述
べる．最初の二つは観測と地図の対応付け方法に関

ト姿勢の探索を行う．

4·3 パーティクルフィルタによる位置追跡

パー

するものであり，三つ目は対応付けの結果をオドメト

ティクルフィルタは移動ロボットの自己位置推定に広

リなどと統合して自己位置追跡を行う手法である．

く用いられている

4·1 局所格子地図のマッチング
三次元データ
が得られるセンサ (例えばレーザースキャナやステレ
オカメラなど) をロボットに搭載しているものと仮定

移動量予測と外界センサによる観測をパーティクル

する．まずセンサデータを収集し，SLAM 等の処理

提案手法をパーティクルフィルタと統合して自己位置

により，ロボットの現在地付近の三次元局所地図を得

追跡に利用する手法を述べる．

る．そこから色，テクスチャ，高さ，形状などの特徴

(3)

．オドメトリによるロボットの

フィルタにより統合することで，ロバストな自己位置
追跡が実現できることが知られている

4·3·1 定式化

(16)

．本節では

ロボットは走行中一定時間ごと

量を抽出し二次元平面の局所格子地図に投影・格納

に予測ステップを行う．ロボットは前回の予測ステッ

する．

プの時刻 t − 1 から現在時刻 t までの移動量 u(t) をオ

作成した局所格子地図は n 個の格子で構成される
ものとし，i 番目の格子に格納されている特徴量を xi
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ドメトリなどにより推定し，それに基づく提案分布
(t−1)

(t)

wi ∼ P(w(t) |wi

, u(t) )

(12)

(t)

に従って位置仮説を生成する．wi は i 番目のパーティ
クルの時刻 t における位置仮説である．

実験に使用した地図を図 4 に示す．地図は Google

Map を画像として保存したものを加工し，格子地図
を生成して用いた．Google Map 画像中の道路などの
領域と境界線を人手により抽出し，Flood-ﬁll アルゴ
リズム

更新ステップでは，パーティクルを観測に基づき評
価および重み付けし，重みに比例する確率で復元抽

(17)

を用いて閉領域を検出し各々に重複無くセ

グメント ID を付与した．また，領域を囲む境界線に
はそれらが接する領域毎に固有の ID を付与した．

出する．提案手法では，各パーティクルのロボット位

この実験では自己位置推定は 2 自由度（道路の向き

置仮説を用いて SMI を計算し，それらをパーティク

に対して垂直方向の変位と方位）についてのみ行った．

ルの重み

この理由は一般的な市街地図は道路の進行方向に対し

Wi = SMI(X,Y (wi ) )

(13)

として与えることでパーティクルフィルタの更新を行
う．これらの予測と更新のステップを繰り返すことに
より，ロボットの位置を逐次的に追跡する．

4·3·2

交差確認の間引きによる処理時間短縮

ては特徴が少なく，自己位置推定が難しいためである．
式 (1) の最大化は総当り探索により行った．探索の範
囲は自己位置の真値を中心として左右方向は 0.2m 刻
みで −2m から 2m，方位は 2deg 刻みで −20deg から

20deg とした．

LSMI の推定本体の計算量は小さいが，交差確認は

提案手法と二つの手法とで性能を比較した．一つ

パラメータを組み合わせで探索するため計算コスト

は事前情報と物体認識に基づき対応付けを行う従来

が高い．これはナビゲーションの際などに，オンライ

手法

ンで自己位置推定を行う上で問題となる．一方，ロ

に基づき対応付けを行う方法である．道路認識に基

ボットの移動量が小さい場合は地図やセンサデータ

づく手法は今回の比較のため新規に実装したもので

の変化が小さいため，必ずしも毎回交差確認を行う

あり，Kong らの手法

により道路境界を認識し，検

必要は無く，数回に一度でも十分と考えられる．そこ

出された道路境界が地図の境界線と最も良く一致す

で，交差確認を間引くことにより計算量を削減する

る位置を探索する．

手法を提案する．
パーティクルの状態ベクトル s を拡張し，ハイパー

であり，もう一つは事前情報無しの道路認識

(18)

自己位置推定の精度比較を表 2 に示す．提案手法は
二つの比較手法に比べて高い推定精度を示した．提案
手法で異なる特徴量を用いた場合の比較から，輝度勾

パラメータ σ および λ を追加する．

si = (wi , σi , λi )

(10)

(14)

配情報よりも色情報がより有効であることがわかる．
結果の例を図 5 に，LSMI 値のプロット (最右列) と

初回の更新では，全てのパーティクルについて交差

ともに示す．各手法の推定結果は，各推定位置におい

確認を行い，選択されたパラメータを各パーティク

て地図の道路境界線を投影したものを赤線で示した．

ルの状態ベクトルに保存しておく．2 回目以降では間

境界線や道路と道路外の特徴の差が明白な例 (a) では

引き率を定義し，ランダムにパーティクルを抽出し

いずれの手法でも成功した．LSMI のプロットからは

て交差確認を省略する．例えば間引き率 70%の場合

真値付近に LSMI 値の極大点が明白に現れているこ

は，全体 30%のパーティクルについてのみ交差確認

とが分かる．(c) や (d) のように道路境界以外に強い

を行い，残りのパーティクルについては前回選択され

エッジが観察できる画像では道路認識の失敗が多く見

たハイパーパラメータを使用する．この方法により，

られた．(e) のような点字ブロックは道路境界と混同

毎回の更新ステップの処理時間を一定に保ちつつ，処

されることにより失敗することがあった．この例では

理時間を短縮できる．

LSMI の最大が真値付近に現れ，点字ブロックと道路
境界が重なる位置に 2 番目に大きい極大点が現れた．
現状の提案手法では難しい例が (f) と (g) である．(f)

5. 実

験

5·1 単一画像からの 2 自由度自己位置推定
SMI
が自己位置推定の指標として有効であることを検証す

は地図に誤差が含まれる例であり，画像左手の道路境

るため，単一画像からの自己位置推定実験を行った．

ため，対応付けの障害となった．(g) はオクルージョ

界は実際は直線だが，地図では曲線で示されている

評価には千葉県習志野市の市街環境で収集した 37 枚

ンが障害となった例である．歩道を覆うブルーシート

の画像を用いた．入力データとしては表 1 に示した

と画像右手の車両の色が近いことによりブルーシー

色及び輝度勾配を特徴量として用いた．自己位置の真

トと車両が同一セグメント ID となるような位置が推

値は画像取得時の GPS ログを参照し人手にて与えた．

－ 161 －

Table 1: Features used in single image localization experiments

Category

Feature

Dimension

Color
Gradient

R, G, B
Sobel magnitude, orientation

3
2

Fig. 4: Left: map used in the experiments. Blue circles indicate
locations where images were captured. Right: robot used to
collect data. It is equipped with a Velodyne HDL-32e laser
scanner, a gyro and a GPS receiver.

定された．従来手法でもこの例は失敗したが，これは
事前の学習で歩道が青い例が与えられていなかった
ためと考えられる．

5·2 自己位置追跡実験

最後に提案手法をパー

ティクルフィルタに統合し自己位置追跡の実験を行っ
た．この実験では 3 自由度（二次元位置と方位）のロ

Fig. 6: Top: result of position tracking experiments. The red
trajectory shows the result of our method without reduction
of cross-validation procedures. The green trajectory shows
the result with 80% of cross-validation reduction. Bottom:
enlarged plots around start and end.
2

ボット位置姿勢の軌跡を推定した．習志野市の歩道に
Processing Time [sec]

設定した約 150m の経路において電動車椅子ロボット
（図 4）を手動で走行させ，レーザースキャナ，オド
メトリ，RTK-GPS（参照用）のデータを収集し，オ
フラインで実験を行った．パーティクルフィルタの更
新には 4·1 節の手法を適用した．レーザースキャナに
より得られた点群を累積することで，毎秒 1 回の周
期で局所的な三次元点群地図を構築し，各点の高さ

散を計算し二次元の特徴量 X として入力に用い更新
ステップを行った．局所地図の格子は地図の解像度に
合わせ一辺が 23.5cm の正方形とした．
推定結果を図 6 に示す．オドメトリによる推定は
誤差の累積により歩道を逸脱しているが，提案手法

交差確認の間引きを行った場合の性能を評価した．
図 7 に異なる間引き率でのパーティクルフィルタ更新
処理時間の変化を示す．間引き率 80%では間引き無
しに比べ，平均処理時間が 1.7s から 0.4s に短縮され
た 1 ．また，図 6 に示すように，それぞれの推定軌跡
1 実験に用いたプログラムは

MATLAB で実装し，処理時間はデス

0.5

0

20

40

60

80

Cross validation reduction rate [%]

Fig. 7: Comparison of processing time of the update step of
the particle ﬁlter. Error bars indicate standard deviations.

の差は小さく，大きな精度の低下はみられなかった．
これによって提案手法がナビゲーション時にオンライ
ンで実行できる見通しが立てられた．

ではオドメトリの累積誤差を修正し，正しくロボット
の位置を追跡することができた．

1

0

を地面に投影することで，二次元局所格子地図を生
成した．格子地図の各セル毎に点の高さの平均と分

1.5

6. 考察および今後の展望
提案手法は従来手法とは異なり事前情報を用いな
いにも関わらず従来手法より優れた性能を示した．こ
の要因は次のように考えられる．従来手法での事前情
報は例えば P(X|Z = wall), P(Z = wall|Y = 歩道境界)
といった確率で与えられていたが，これらの確率は事
クトップコンピュータ（CPU: Core-i7 990X）上で計測した．カー
ネル数 b は 20，パーティクルの数は 50 とした．
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Table 2: RMS errors of 2DoF localization experiments.
Method
Existing method (10)
Road boundary matching
Proposed method (Color only)
Proposed method (Gradient only)
Proposed method (Color+Gradient)
Input

Map

Environment Dependent Prior Info
Used
Not used
Not used
Not used
Not used

Ground truth

Position (m)
0.72
1.08
0.75
0.78
0.61

Proposed method Existing method

Orientation (deg)
11.0
8.4
6.0
8.0
6.1

Road detection

Plot of LSMI
2

0.45
0.4

1

(a)

0.35
0.3

0

0.25
0.2

-1

0.15
0.1

-2
-20

-10

0

10

20

2

0.3
0.25

1

(b)

0.2

0

0.15

-1
-2
-20

0.1
0.05

-10

0

10

20

2

0.2
0.18

1

(c)

0.16
0.14
0.12

0

0.1
0.08

-1

0.06
0.04

-2
-20

-10

0

10

20

0.02

2
0.5

1

(d)

0.4
0.3

0

0.2

-1
-2
-20

0.1

-10

0

10

20

2

0.25

1

(e)

0

0.3

0.2
0.15

0

0.1

-1
-2
-20

0.05
0

-10

0

10

20

2

0.14
0.12

1

(f)

0.1
0.08

0

0.06
0.04

-1
-2
-20

0.02
0

-10

0

10

20

2

0.25
0.2

1

(g)

0.15

0

0.1
0.05

-1

0

-2
-20

-10

0

10

20

Fig. 5: Exemplary results of localization experiments. Localization results are shown by superimposing the road boundaries to the
images (red lines). Red triangles in the map images indicate ground truth positions. The Road detection column shows results of
road detection by Kong’s method (18). Rightmost column shows estimated SMI values with respect to position errors (horizontal
axis [m]) and orientation errors (vertical axis [deg]).

前に収集した訓練データに基づいている．そのため

比関数を推定することにあり，推定する関数が複雑で

訓練データを収集した環境と対象環境との違いが誤

あったり高次元であったりすると推定精度が低下する

差要因となる．環境の違いが無い場合は与えた確率

可能性がある．図 5(g) のような失敗例に対処するた

は平均的には正しいことになるが，環境の局所的な

めには，より多くの特徴量を用いる必要があろうが，

領域について（すなわち，1 回の自己位置推定で用い

単に特徴量を増やすと推定すべき密度比関数が高次

るデータに対して）は必ずしも正しいとは限らない．

元となり推定が難しくなるためトレードオフの関係

これに対し提案手法では確率密度比

P(X,Y )
P(X)P(Y )

を毎回入

力データから推定して用いるため，この問題の影響
を受けない点が有利であると考えられる．

にある．これへの対処としては次元削減法を利用す
る方法が考えられる．
市街地図には従来の自己位置推定で用いられる地

一方，提案手法の弱点は限られたデータから密度

図と比べ誤差が大きいが，広視野のセンサを用いて
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広範囲の局所地図（図 3 参照）を用いることで地図
の誤差の影響を軽減することができると考えられる．
また，図 5(f) のような特に大きな誤りに対処するには
観測を変形させることも含めて対応付け探索を行う
方法が考えられる．ただし，探索空間が広がることに
より増大する計算コストがさらなる課題となり得る．
その他の課題としては地図の道路境界表現があげ
られる．道路境界線は一般の地図には太さ（あるいは
幅）が示されていないが，今回の実験では道路境界物
体から得られる特徴を利用するために，道路境界に
一定の太さがあるものと仮定して地図セグメント ID
を割り当てた．しかし，現実に存在する縁石や生垣な
どには様々な大きさがあり，道路境界幅の取り扱いは
今後の検討課題の一つである．

7. 結

言

本稿では市街地図を用いた新たな自己位置推定手
法を提案した．提案手法では，センサデータと地図
との対応付けの難しさの問題を，SMI を指標として
データ間の依存関係を発見することで対処した．従
来手法とは異なり，事前情報を与えたり事前の学習を
行ったりする必要がないため，初めて訪れる環境に適
した手法である．
提案手法の有効性は実環境データを用いた自己位
置推定実験により検証された．パーティクルフィルタ
と統合し，処理時間の面でも実際的なナビゲーション
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