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Abstract: Nowadays, there is a growing necessity of robots for welfare in this aging society. In this research, we
develop a service robot which can bring a user-specified object from a refrigerator to a user by a dialog with him or her.
This paper describes two of the functions that are necessary for that robot: one is the function to recognize objects in the
image by using a dialog with a user; the other is the one to manipulate objects by using force and tactile sensors under the
uncertainty of vision information.
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1 はじめに

現在，サービスロボットの研究が数多く行われている
が (例えば [1])，そのようなロボットの機能の中でユー
ザに指示されたものを持ってくるという機能は非常に重
要なものの一つである.

この機能にとって必要な要素の 1つとして，画像中か
ら指定した物体を認識することが挙げられる．画像を用
いた物体認識については様々な研究が行われているが，
本論文の対象とする冷蔵庫のシーンは，背景色に似てい
る物体や，別の物体によって隠蔽されている物体がある
ため，画像処理のみを用いた自動的な認識が困難な場合
がある．このような場合には，画像情報以外の情報を用
いて物体認識を行う必要がある．高橋らは，りんごや本
等の物体を人との対話やジャスチャを用いて認識する研
究 [2]を行っているが，対象とするシーンはそれ程複雑
ではないので，物体の切り出しができるものとして物体
を選択するために人との対話を用いている．本研究では
より複雑なシーンに対して，認識そのものに必要な情報
を人との対話によって取得して，そのようなシーンに対
する物体認識を達成することを目指す．
また，このシステムでは，認識した物体を操作するこ

とが必要であるが，実際に物体の把持動作を行う際には、
画像処理から得られる物体形状や位置が常に正確である
とは限らない．そこでセンサ情報を利用し，物体との接
触状態を解析することでより確実に物体を把持・操作す
ることを可能にしている．

2 システム

本論文で述べるサービスロボットはセンサ情報を基に
物体操作をするロボットハンドに画像認識機能と音声認
識機能を組み合わせたものである. 人はカメラに映る画
像をモニタで見ながら取ってきてもらう物体を対話によ
り指示し ,色情報や形状からその物体を検出し三次元位
置情報を算出する. 得られた位置情報と力センサ, タッ
チセンサの情報を基にアームによる物体把持動作を行な
い, 把持した物体を人の手へ直接渡す. 物体を指示する
際,必要ならば対話を繰り返し対象とする物体を絞り込

む. このときシステムは色や缶の名前等の対応情報を学
習し ,今後の検出能力の向上に役立てる.
本研究に用いたシステムの外観を図 1に示す. センサ

情報はロボットコントローラで処理され, PCではロボッ
トコントローラから送られる位置情報や画像・対話情報
を処理し ,結果をロボットコントローラへ送り動作命令
を実行する. また,対話から人への物体の手渡しに至るま
での過程を図 2に,システムの処理の流れを図 3に示す.

図 1:システムの概要

(a)画像処理結果 (b)動作の開始

(c)センサ情報を利用した

物体把持

(d)人への手渡し

図 2:システムの動作の流れ



図 3:システムの処理の流れ

3 物体認識
ユーザの指定する物体をユーザの元に持ってくるには，
画像からその物体を認識する必要がある．ここでは，冷
蔵庫内の缶・瓶・ペットボトルについて，物体を名前や
色で指定した場合，ユーザが冷蔵庫内に何が入っている
かを尋ねた場合の 2つの場合についての認識方法につい
て述べる．

3.1 初期領域の抽出
各物体の認識は，まず物体の候補となる初期領域を抽

出しておき，次にその領域の形状や周囲のエッジの位置
を用いて検証することによって行う．ここでは，先に述
べた 2つの場合に対する初期領域の抽出方法について述
べる．

3.1.1 物体名指定による方法
物体名を指定された場合には，あらかじめ物体毎に学

習しておいた代表色 (YIQ空間での領域)に当てはまる
領域を抽出する．また，マンセル表色系の色を指定され
たときには，色相・彩度等を調べてその色の範囲に当て
はまる領域を抽出する．抽出された領域の内，背景と見
られる領域や小領域を削除して初期領域を取得する．

3.1.2 指定無しで全ての物体を認識する方法
ユーザが冷蔵庫内に何が入っているかを尋ねた場合に

は，位置・物体名ともに指定されていないので，冷蔵庫
全体を YIQ成分のヒストグラムを用いた領域分割法 ([3],
[4]参照)によって領域分割していき，先ほど同様，背景
と見られる領域や小領域を削除して初期領域を取得する．

3.2 各物体の認識
物体の候補となる初期領域が抽出されると，次に，そ

の領域が認識対象の物体であるかどうかを調べる必要が
ある。ここでは，缶・瓶・ペットボトルの各物体に対す
る認識方法について述べる．
缶は円筒形の物体であるため，斜め上から見下ろすと

画像上では上面が楕円として写るので，楕円の抽出を缶
の認識における 1つの条件とする方法が考えられるが，
冷蔵庫内を見渡すためには，ある程度水平に近い角度で
見る必要があるために，楕円の短軸が長軸に比べて非常
に短くなるので，認識に利用することは難しい．そこで，
缶を縦長の長方形として近似して，得られた領域の上下
左右の端にエッジが存在して，領域の縦横比が適当であ
れば，缶として認識する．図 4は，缶の認識例である。
瓶は，本体部分とその先にある細い首部分の 2組の側

面の線分が特徴的である．そこで，得られた領域の境界
を取得して，各境界点上での方向・曲率を計算して，方
向が垂直に近くかつ曲率が小さい一連の点を垂直線分と
して抽出する．その線分から本体部分と首部分の線分を
選択して，それらの間隔や位置関係が適当であれば瓶と
して認識する．図 5は，瓶の認識例である．

ペットボトルは，キャップ・ラベルとその下の透明な
容器 (もしくは中の液体が見える部分)から成っている．
ラベルの領域が得られると，上方のキャップをエッジに
よって抽出して，続いてラベルの下の部分の下端と左右
の端を抽出する．これらが抽出されて，各部分の位置関
係や大きさが適当であれば，ペットボトルとして認識す
る．図 6は，ペットボトルの認識例である．

(a)原画像 (b)認識結果

図 4: 缶の認識例

(a)原画像 (b)認識結果

図 5: 瓶の認識例

(a)原画像 (b)認識結果

図 6: ペットボトルの認識例

3.3 物体の 3次元位置の取得

これまでに述べた方法によって，画像上での物体の位
置が求められるが，実際にその物体を取ってくるには，
物体をつかむ点の 3 次元位置が必要となる．カメラの
キャリブレーション [5]を行っておくことで，画像上で
の物体の位置が分かれば，世界座標系でどの直線上に物
体が存在するかが分かるが，直線上のどの点にあるかを
知るには，1自由度分の拘束条件が必要である．本研究
では，あらかじめ棚の高さを与えることによって，画像
上での物体の下端の位置，即ち物体と棚との接点を求め
ることができる．物体を把持する点は，物体の下端では
なく中心なので，更に物体の上端の 3次元位置を求めて，
下端との平均を取ることで把持する点を取得する．



4 対話を用いた物体認識
ユーザの指定する物体の候補が複数存在するときや，
画像処理のみでは自動的に認識できないような場合に
は，ユーザとの音声による対話によって物体認識を進め
ていく必要がある．今回は，ここでは，具体例を交えつ
つその手法を説明する．なお,音声認識には ViaVoiceを
用いる.

4.1 候補の絞込み
図 7はある物体の認識例である.システムにはあらか

じめ,その物体名には缶とペットボトルの物体が存在す
ることと,それぞれの物体の色情報を学習させてある. 図
7(b)で抽出された領域に対して,缶あるいはペットボト
ルの認識を行ない,抽出された物体に対して,学習してあ
る色情報とを比較し , 信頼性の高いものを表示する (図
7(c)). システムは「缶が 2個,ペットボトルが 1個見つ
かりました.どちらにしますか?」とユーザに伝え,ユー
ザは位置,あるいは缶かペットボトルかを指定すること
で,候補を一つにすることができる. 図 7(d)は,ユーザが
「上の缶を取って」と指定した例である. また,ユーザが
ある物体 Aを指定している時に,システムが間違って別
の物体 Bを物体 Aと認識した場合には,ユーザが「右の
缶は物体 Bです」とシステムに伝えることで,システム
は「物体 Aと物体 Bは似ている」ということを学習す
る. 以後物体 Aを抽出する時には,物体 Aと物体 B両方
の色情報と比較して,物体 Bの方が似ていれば物体 Aと
して抽出しない. システムはこのような, 間違える度に
正しい認識が行なえるようになる,という学習機能を備
えている.

(a)原画像 (b)指定物体の色に

当てはまる領域

(c)指定物体の候補 (d)認識結果

図 7: 物体名指定による物体認識の例

4.2 隠蔽された物体の認識
冷蔵庫内には数多くの物体が収納されているため,物

体同士の隠蔽がしばしば生じる. このようなシーンを自
動で認識して,隠蔽された物体を抽出することは困難で
ある. 例えば ,隠蔽されている物体を A,隠蔽している物
体を Bとした時に,ユーザから「物体Aを取って下さい」
と言われても, 抽出できない. システムの「どのへんに
ありますか?」という返事に対し ,ユーザが「物体 Bの後

ろです」と指定すると,まず物体 Bを今までの方法で認
識して,物体 Aを物体 Bの両横から隠蔽されていること
を前提としてエッジ情報を利用して抽出することができ
る. この時,物体 Aの左後ろと右後ろの両方に物体が見
つかることがあるが,この場合はそれぞれの物体の領域
内に物体 Bの色に当てはまる領域が存在するかどうか
を調べて,存在した方の領域を指定した物体の領域とし
て認識する.
図 8は，隠蔽された場合の認識例である．この場合も

両側に缶のエッジが見つかっているが，左側の缶の領域
に指定した缶の色に当てはまる領域 (図 8(c)の左側の缶
にある白い領域)が存在するので，左後ろに隠蔽された
缶が指定された缶であることが分かる．

(a)原画像 (b)前景の缶の認識

(c)隠蔽された缶の認識 (d)認識結果

図 8: 隠蔽された物体の認識例

5 物体操作
5.1 センサ情報を用いたハンド制御システム

画像処理から得られる物体形状や位置は常に正確であ
るとは限らない. そのため物体がハンド内に収まる前に
指に当たってしまったり, 隣接する物体に当たってしま
うと確実に把持できない可能性がある. そこでハンドに
取り付けた力センサ・タッチセンサの情報を用い,より
確実な物体の把持・操作を実現する. センサはハンドに
図 9のように取り付ける.

図 9: 力センサとタッチセンサ
力センサはハンドに加わる力を検知し ,物体が把持可

能かどうか判断する. 物体を人へ手渡す際にも利用する.
タッチセンサはハンドの両指先と内部に付ける. 指先の
センサでは物体との接触情報より物体表面の傾きを調べ,



物体把持に利用する. 内部のセンサは物体を把持してい
るかどうかを判断する.
対象物のまわりに障害物がない場合の把持は容易であ

る. 他の物体が隣接している場合は, 事前にハンドと物
体との可能な接触関係と解析し遷移ネットワーク [6]を
作成し ,各接触状態に対するハンドの状態を求めておく.
ここでは行動を決定する際の状態変数として両指のセン
サ入力状態に加え,一つ前と現在の接触位置から求めた
物体表面の傾きを考える. 本論文では画像から求まる物
体の位置の誤差が物体の半径以下と仮定する.
二物体が隣接する状態での把持計画考える. 可能な隣

接パターンは図 10の示す 6通りである. 各パターンにつ
いて,可能な接触状態と対象物把持のためのハンドの動
作を解析することにより,図 11の遷移ネットワークを構
築した. 状態を (M,N), 各状態からの動作を Am, Ar, Al,
Ar’, Al’とする. 各記号の意味は以下の通りである.
� M:タッチセンサの入力情報. 左指からの入力を-1,右
指からの入力を 1とする.

� N:傾き情報. ハンドの動作平面でハンドの左指から
右指に向かう方向を X, ハンド向く方向を Yとし ,
傾きが正の場合を 1,負の場合を-1,情報がない場合
は 0とする.

� Am:画像から得られた物体位置への移動.
� Ar:ハンドを後退させ右へ微小長さ動かし ,再び前進.
設定した距離を進む間にタッチセンサへの反応がな
ければ対象物は把持可能な状態である.

� Al:ハンドを後退させ左へ微小長さ動した,再び前進.
設定した距離を進む間にタッチセンサへの反応がな
ければ対象物は把持可能な状態である.

� Ar’:ハンドを右へ物体の半径長さ動かし ,再び前進.
� Al’:ハンドを左へ物体の半径長さ動かし ,再び前進.

図 10: 二物体隣接のパターン

図 11: 接触関係の遷移ネットワーク

図 12は隣接パターンが図 10(1)の場合の把持行動の
例である. (a)は状態 (1,0)であり傾き情報がないので,動
作 Arを実行. (b)で得る傾き情報から接触物体は対象物
ではないので,動作 Al’により経路を修正. (c)で再び状
態 (1,0)となり動作Arを実行,その後状態 (1,1)を繰り返
す. 設定した距離を進む間にタッチセンサの入力情報が
入らなければ対象物は把持可能な状態 (d)である.

図 12: 他の物体が隣接している場合のハンド動作例

5.2 扉の開閉とユーザへの手渡し
画像情報とセンサ情報を用いて冷蔵庫の扉を開閉する.

扉を開ける際は画像情報より取っ手の位置を検出し ,セ
ンサ情報を用いハンドを取っ手に引っかけ扉を開く. 取っ
手のおよその位置や開閉のためのハンドの起動はあらか
じめ与えておく. 扉を閉める動作は扉を開いた際の位置
情報とセンサ情報を用いる. また物体把持後, 指示した
ユーザの位置まで移動させる. ユーザが物体を把持した
ことを力センサで検出し ,ハンドを開く.

6 おわりに
対話を利用して複雑なシーン中の物体を認識し ,さら

にセンサ情報を用いて物体を操作することにより,ユー
ザの指示した物体を冷蔵庫中から取り出して手渡すこと
の出来るロボットシステムを実現した. 現在は, 認識結
果の候補を画面に表示するなど ,ユーザが画面を見てい
ることを前提として対話を利用した認識を行なっている
が,今後は画面を見ることが出来ない場合でも,音声によ
る対話により認識を行なうことを考えている. また, 現
在のシステム全体を移動ロボット上に設置し ,離れた場
所からものをとってくる機能を実現する予定である.
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