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Abstract— This paper describes registration and recognition of objects for a robot which finds an object by user interac-
tion and brings it to the user. The object model consists of the size, the representative color, and the secondary features.
The system registers them so that it may recognize the object from any direction. When the new object is added, the
system adds necessary features to distinguish from the other objects. Thus the system recognizes objects by interaction
less troublesome to the user. We experiment with real refrigerator scenes.
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1. 序論
現在，サービスロボットの研究が数多く行われてい

るが，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．そのためには，画像中から指定した
物体を認識することが必要である．本論文では冷蔵庫
内の缶，瓶，ペットボトルを認識対象とするが，冷蔵
庫内のシーンでは，照明条件や物体の隠蔽等により画
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．
渡辺ら 1)は植物図鑑から説明文を用いて花や果実を

認識するシステムを提案している．Wachsmuthら 2)は
ユーザの発話の内容に一致する特徴を画像から抽出す
ることで，物体を認識する方法を提案している．しか
し，これらの手法は，認識が失敗したときに再認識を
試みる手法を備えていない．一方，高橋ら 3)は，ユー
ザとの対話やジャスチャを用いて成功するまで認識を
試みる手法を提案している．しかし，対象とするシー
ンが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，主に物体を選択するためにユーザとの
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，認識の補助となる情報をユーザとの対話によっ
て取得して，物体認識を達成することを目指す．
一方，対話によってユーザを必要以上に煩わさせな

いためには，ある程度までは自動で物体を認識できる
ことが望ましい．そのためには，認識に必要な物体の
情報を事前に登録しておかなければならない．そこで，
本論文では，主に物体のモデルの登録方法について述
べる．対話を用いた物体認識やマニピュレータを用い
た物体の操作については 4)で述べられているので，そ
ちらを参照されたい．

2. 物体のモデルの登録
あらゆる方向から物体を認識するためには，その物
体を多方向から見て，方向毎に特徴を抽出して登録す
る必要がある．ここでは物体の特徴として，物体の大
きさ，代表色，及び 2次的特徴 (代表色以外の一様領域
の色，場所，大きさ)を扱う．この内，物体の大きさと

代表色は，物体の領域を切り出すのに必要な特徴であ
るので，いずれの物体についても登録しておくが，2次
的特徴については物体同士の区別がつくような最小限
度のものだけを登録しておく．よって，ある物体を登
録するときに，同じ代表色を持つ物体が存在しないの
であれば，大きさと代表色のみを登録しておき，そう
でければ同じ代表色を持つ各物体に対して，区別可能
な 2次的特徴を登録する．以下では，それらの登録方
法について述べる．

2�1 投影画像の作成

物体の特徴は多方向から見た画像より抽出すること
になるが，効率化のために代わりに１枚の投影画像を
用いて特徴を抽出する．ここで言う投影画像とは，物
体の表面の模様を中心軸から物体に外接する仮想的な
円筒に投影して，長方形平面に展開したものである．近
似的な投影画像は，以下の手順によって作成される．

1. 物体をマニピュレータで回して (Fig.1(a))，8方向
から撮影する (Fig.1(b))．

2. エッジを用いて物体の範囲を求めて，物体の中心
90度分の断片画像を作成する (Fig.1(d))．

3. 隣接する断片画像を重ね合わせて，それらの共通
部分が最も良く合うように位置合わせをする．

以上の手順により，Fig.1(f)のような投影画像が作成
される．

2�2 物体の特徴の登録

一般に，物体の大きさは方向毎に違って見える．し
かし，物体が軸対称であり物体の大きさが方向に依存
しないと仮定すると，物体の高さや直径は投影画像か
ら計算すれば良い．
一方，代表色や 2次的特徴は見る方向に依存するの

で，ある方向から見たときに投影画像上で見える範囲
(以下，単位区間と呼ぶ)を少しずつずらしながら特徴
を抽出する．但し，これらの特徴はある区間内では変
化しないので，同じ特徴をもつ範囲を一つの区間とし
て定義して，区間毎に特徴を登録する．例えば，Fig.2
の投影画像があったとすると，代表色が白色の区間 I1
と青色の区間 I2とに分かれる．それから必要があれば



2次的特徴を抽出するが，区間内で異なる特徴が抽出
された場合には，その区間を各々の特徴に対応した複
数の区間に分ける．後は，各区間が他の物体と区別可
能になるまで，2次的特徴の抽出と区間の分割を繰り
返す．
次に，これらの方向に依存する特徴の具体的な抽出

方法について述べる．まず代表色を求めるために，投
影画像を YIQ成分のヒストグラムを用いて一様領域に
分割して，単位区間毎に最も大きい領域の平均 µと分
散 σ2 を計算する．領域の色は照明条件によって変化
するので，代表色には範囲 [µ �σ ; µ +σ ]を割り当てる
(Fig.3(a))．それから，2次特徴が必要な場合には，単位
区間毎に，代表色以外の一様の領域から最も大きい領
域の色・位置 (縦位置のみ)・大きさに適当な範囲を与
えて登録する (Fig.3(b))．それだけでは他の物体と区別
がつかない場合には，面積の大きい順に必要な数だけ
領域を抽出して登録する．

(a)マニピュレータによる
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(c)断片画像 (d)投影画像

Fig.1投影画像の作成

Fig.2区間の例

(a)領域分割画像と代表色

(下の帯)

(b) 2次的特徴 (矩形)とそ

の対応区間 (下の帯)

Fig.3投影画像の作成

3. 物体認識
ユーザが物体の具体的な名前やクラス (コーヒーやお
茶等)を指定する場合には，以下の手順で認識を行う．

1. 指定物体の代表色に当てはまる領域を，物体の候
補領域として抽出する (Fig.4(b))．

2. 候補領域に対して，領域の形状や周囲のエッジを
用いて物体の種類 (缶，瓶，ペットボトル，未知物
体)を認識し，物体の領域を求める (Fig.4(c))．

3. 既知物体として認識されれば，物体の領域と指定
物体のモデルを比較し，一致すれば指定物体とし
て認識する (Fig.4(d))．

手順 3に関しては，手順 1で代表色を用いているの
で，登録されている 2次的特徴を物体の領域から抽出
することでモデルと比較する．また，手順 3を行った
結果，登録されている全ての特徴が抽出された領域が
存在しなければ，最も多くの特徴が抽出された領域を
物体の候補としてユーザに提示する．以上の手順で認
識できなかった場合には，ユーザとの対話によって補
助的な情報を得て，それを元に再び認識を試みる 4)．

(a)原画像 (b)候補領域

(c)物体の領域 (青枠) (d)認識結果 (赤枠)

Fig.4物体の認識

4. 今後の課題
現在，缶，瓶，及びペットボトルのみを扱っている

が，今後は果物やタッパーウェア等の物体に拡張する
ことが課題である．
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