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Abstract— This paper describes an interactive vision system for a robot which finds an object specified by a user and
brings it to the user. The system first registers object models automatically. When the user specifies an object, the system
transforms the color of the model to adapt for a current lighting condition and tries to recognize it automatically. When
the recognition result is shown to the user, the user may provide additional information via speech such as pointing out
mistakes. Based on the advice, the system tries again to recognize the object. Experiments using real-world refrigerator
scenes are shown.
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1. 序論
近年，高齢化社会の到来によりサービスロボットの

必要性が高まっている．そのようなロボットの機能の
中で，ユーザに指定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である．物体を取ってくるため
には，ロボットが指定された物体の位置を知る必要が
あるが，その一つの方法として物体にバーコードのよ
うなラベルを貼っておいてそれを検出するという方法
が考えられる．しかし，そのような方法では，ユーザ
にラベルを貼る手間をかける上，ロボットからラベル
が見えないような状況では位置を知ることができない．
本研究では，そのようなラベルを用いずに，指定物体
を画像中から認識することでその位置を求める．
高橋ら 1)は，画像を用いて物体認識して持ってくる

サービスロボットの研究を行った．しかし，部分的に
隠蔽された物体の認識や照明条件が変化したときに物
体モデルの色を適切な色に変換するのが困難な場合が
ある．
画像情報と言語情報を組み合わせた試みとしては，植

物図鑑の花や果実を，図に添付された説明文を利用し
て認識するシステム 2)や，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
システム 3)が提案された．しかし，いずれも認識が失
敗したときにそこから再度認識を試みて成功させるこ
とは行っていない．一方，高橋ら 4)は，言語とジェス
チャによるやり取りを通して，りんごや本を認識する
ロボットの研究を行った．ロボットはユーザがジェス
チャによって指し示した方向を見て，音声で指定され
た物体を画像から認識し，複数の物体が発見された場
合には，ユーザとのやり取りによって物体を選択する．
しかし，物体が発見されなかった場合に再認識を試み
ることは行っていない．
本論文では，冷蔵庫から必要なものを取ってきても

らうサービスロボット (Fig.1(a))について述べる．ユー
ザは手元のディスプレイを見ながら，音声でロボット
に指示を出す (Fig.1(b))．ここで，必要以上にユーザを
煩わせないために，最初は，あらかじめ登録された物
体モデルを用いて可能な限り自動で認識を試みる．但

し，物体モデルの撮影時の照明条件 (Fig.1(c))と認識時
の冷蔵庫内の照明条件 (Fig.1(d))とは異なるので，モデ
ルをそのまま用いることはできない．そこで，あらか
じめ冷蔵庫の照明条件に関する環境モデルを学習して
おいて，認識時の照明条件に合わせてモデルの変換を
行う．得られた認識結果は，ディスプレイと音声を用
いてユーザに伝えられる．指定した物体が検出できな
かった場合や，ディスプレイで結果を見たユーザが間
違いを指摘した場合には，ユーザとの音声によるやり
取りを通して認識の補助となるような情報を得て，そ
れを元に物体認識を試みる．また，本論文のサービス
ロボットは，マニピュレータを用いた物体の操作も行
うが，その詳細については文献 5)6)を参照されたい．

(a)使用する
ロボット

(b)ユーザの
使用環境

(c)物体撮影
時の照明

(d)冷蔵庫内
の照明

Fig.1システムの概要と照明条件の問題
2. 物体モデルの登録と環境モデルの学習
本システムは，自動物体認識を行うために，あらか

じめその物体のモデルを登録しておく．物体モデルは，
その物体をどの方向から見ても認識できるような特徴
を含んでいる必要がある．物体の特徴は，物体の実際
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，位置，面積)である．ロボットはユーザに物
体名を教えてもらい，その物体をマニピュレータに手
渡してもらうと，その物体をカメラで撮影して特徴を
自動的に登録する．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，物体の登録や認識を
容易にするために，2次的特徴については物体同士の
区別がつくための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
つ物体が他に存在しなければ，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，
これらの特徴の登録方法について述べる．



2�1 投影画像の作成
物体をどの方向からでも認識できるようにするために

は，多方向から見た画像より特徴を抽出する必要がある
が，効率化のために代わりに１枚の投影画像 (Fig.2(d))
を作成して特徴を抽出する．ここで言う投影画像とは，
物体に外接する仮想的な円筒にその表面の模様を中心
軸から投影して，その円筒を長方形平面に展開したも
のである．また，物体を撮影するときの照明条件やカ
メラの絞りの変化によって，物体の色の変化やハイラ
イトが生じることもあるので，投影画像の作成の際に
はそれを補正する必要がある．
ここでは，撮影時の照明条件の補正を行うために，以
下のような色の線形変換を考える．
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ここで，[R;G;B]T は変換前の色，[R̂; Ĝ; B̂]T は変換後
の色，ai j は変換パラメタを表すものとする．モデル
撮影時には，変換パラメタを推定するためにモデル
の撮影場所に参照白色 (Fig.2(a)の赤枠)を用意してお
き，観測された参照白色 [Rre f ;Gre f ;Bre f ]

T が基準の白
色 [Rmax;Gmax;Bmax]

T
= [255;255;255]T になるような変

換パラメタを求める．しかし，参照白色を用いて求ま
るパラメタは 3個しかないので，式 (1)の変換パラメ
タの内，最も重要な対角成分の変換パラメタのみを考
慮した以下の変換を考える．2
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これより変換パラメタは以下のように求まる．

a11 =
Rmax

Rre f
; a22 =

Gmax

Gre f
; a33 =

Bmax

Bre f
(3)

これにより，式 (2)と式 (3)の変換パラメタを用いて，
画像の RGB成分の補正を行う．
また，物体をある方向から撮影した一枚の画像から

は，物体中心から 180deg部分が観測可能であるが，左
右の端の方では歪みが大きく十分な解像度が得られな
いので，投影画像の作成には中心付近のみを利用する．
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 45degずつ回して，8方
向から撮影する (Fig.2(a))．

2. 参照白色を用いて画像の色の補正を行う．
3. エッジを用いて物体の範囲を求めて，正面から見
て左右各々60deg分，全体で 120deg分の断片画像
を作成する (Fig.2(c))．

4. 断片画像から，周囲より輝度の高い領域をハイラ
イトの候補として抽出する (Fig.2(c)の緑領域).

5. 隣接する断片画像を重ね合わせて，それらのハイ
ライト候補の領域を除く共通部分が最も良く合う
ように位置合わせをする．

6. 重ねた断片画像に対してモザイキングをする．こ
の際，ハイライトの領域は，同じ位置に重なった
他の断片画像の色を用いる．

これより，Fig.2(d)のような投影画像が作成される．
また，ペットボトルや瓶についても同様にして投影画
像を作成することができる．

(a) (b) (c) (d)

(a)ある方向から見た物体, (b) 参照白色 (赤枠)を用い

た補正, (c)断片画像 (緑:ハイライト), (d)投影画像
Fig.2投影画像の作成

2�2 物体の特徴の登録
画像上での物体の大きさは，カメラからの距離によっ

て変化するので，実際の物体の大きさを登録しておく
必要がある．本研究では，登録時にマニピュレータで
既知の距離に物体を置くことができるので，その距離
を用いて画像上の物体の大きさから実際の物体の大き
さを求めることができる．また，回転非対称の物体は
見る方向によって大きさが変化するので，物体の大き
さに範囲を与えて登録しておく．
代表色や 2次的特徴も，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．区間の設定方法や 2次的特徴の追加方針の詳細に
ついては，文献 7)を参照されたい．
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，Fig.3(b)
のように投影画像を YIQ成分のヒストグラムを用いて
一様領域に分割して 8)，単位区間毎に最も大きい領域
の色を代表色とする．ここで分割に YIQ成分を用いた
のは，輝度成分である Yと色成分である I,Qに分けた
方が，RGBよりも明確なヒストグラム上の分割点が得
られるためである．代表色の色空間上での範囲 Rrepは，
投影画像上での代表色の領域内の画素値が RGB空間内
で正規分布すると仮定して，以下のように定義する．

Rrep = f~c 2 R3
j(~c�~µ)T Σ�1

(~c�~µ)� k2
g (4)

ここで，R3は RGB空間，~µは領域内の画素値の平均，
Σはその共分散行列，kは信頼区間の大きさを決定する
ものであり，ここでは 90%の信頼区間に対応する値の
1.64とする．

2次特徴が必要な場合には，単位区間毎に，代表色以
外の一様色領域から，最低限の面積を持つものを選び，
既に登録された特徴の色との差が大きい領域を優先し
て選択して，その領域の色・位置・面積に代表色のと
きと同様にして範囲を与えて登録する．それだけでは
他の物体と区別がつかない場合には，必要な数だけ領
域を選択して登録する．Fig.3(c)に登録された特徴の例
を示す．この図では，上帯が代表色,中帯が一つ目の 2
次的特徴の色，下帯が二つ目の 2次的特徴の色を表す．

(a)領域分割画像 (b)登録された特徴
Fig.3特徴の抽出



2�3 環境モデルの学習
モデル作成時の照明条件と認識時の冷蔵庫内の照明条
件は異なるため，認識を行う前にモデルの色を変換する
必要がある．ここでは，モデルの色~cm = [Rm;Gm;Bm]

T

を変換前の色，冷蔵庫内で観測される物体の色 ~co =

[Ro;Go;Bo]
T を変換後の色として考える．2�1節でのモ

デルの撮影時の色変換は，その時 1回だけの観測を用
いて行う必要があったので，式 (2)を用いた．しかし，
モデルの色~cmと冷蔵庫内での物体の色~coについては，
認識を行う度にその観測が得られるので，最初の観測
が得られたときには，式 (2)のように対角成分のパラ
メタのみを求め，新た観測が得られる毎に，式 (1)の変
換パラメタを，重要な順 (例えば定数項 ai4，対角成分
以外の比例項の順)に追加していく．4組の~cmと~coが
得られると，式 (1)の 12個の変換パラメタを求めるこ
とができる．それ以降は，観測が得られる度に，最小
自乗法によって変換パラメタを更新する．
しかし，Fig4にあるように，同じ冷蔵庫内でも天候
や時間帯によって照明条件が変化するので，認識時の変
換パラメタは毎回推定する必要がある．そこで，冷蔵庫
の扉や枠 (Fig.4の赤枠内の領域)の色~cr = [Rr;Gr;Br]

T

を見て，変換パラメタを推定することを考える．簡単
のため，式 (1)の変換パラメタが以下のように表され
るものとする．

ai j = αi jRr +βi jGr + γi jBr +δi j (5)

ここで，αi j～δi jは，変換パラメタの推定パラメタであ
る．これらの 48個の推定パラメタは，様々な照明条件
下で物体の色と冷蔵庫の扉の色を観測して，~cm, ~co, ~cr

の組を 16組以上与えることで，最小自乗法により求め
ることができる．これについても，観測が少ない間は
変換パラメタを一定としておいて，観測が得られる度
にパラメタを追加していく．
認識時には，冷蔵庫の扉の色とこの推定パラメタを

用いて変換パラメタを求め，その変換パラメタを用い
てモデルの色を変換することになる．Fig.4の M1,M2
は，モデルを照明条件 1,2のそれぞれの照明条件に合
わせて変換したものである．

Fig.4照明条件に対する色の変換

3. 自動物体認識
自動物体認識としては，以下の 2つの場合を扱う．
1. 物体の名前やクラス (お茶やコーヒー等)を指定さ
れたときに，その物体を認識する

2. 冷蔵庫の中に何が入っているかを尋ねられたとき
に，冷蔵庫内の全物体を認識する

いずれの場合においても，システムは以下の手順に従っ
て認識を行う．

1. モデルの色を冷蔵庫内の照明に合わせて変換する
2. 物体の候補領域を抽出する
3. 物体の領域を決定して物体の種類 (缶・瓶・ペット
ボトル)の照合または決定を行う

4. 抽出された領域を物体モデルと照合する

3�1 候補領域の抽出
物体名が指定された場合は，物体の代表色をモデル

から検索して色を変換した後，その色の範囲に入る領
域を抽出する．このような色を用いた領域の抽出方法
では，物体以外の領域が抽出されることがあるので，物
体としてはあまりにも大きすぎる領域や微小領域は不
適切な領域として除外する．抽出の結果を Fig.5(b)に
示す．
冷蔵庫内の全物体を認識する場合には，冷蔵庫内の

領域全体を一様色領域に分割して，先の場合と同様に
不適切な領域を削除して候補領域を得る (Fig.5(c))．

(a)原画像 (b)指定物体に
対する候補領域

(c)全物体に
対する候補領域

Fig.5候補領域の抽出

3�2 物体の種類の認識
缶は画像上では長方形近似して考える (Fig.6(a))．候

補領域周辺の上下左右 4本のエッジが抽出されて，そ
のエッジに囲まれた領域のアスペクト比が缶として適
切であれば，缶として高い評価値を与える．瓶には首の
部分と本体部分の 2組の垂直線分が存在する (Fig.6(b))．
候補領域周辺で，それぞれに対応する垂直線分が抽出
されれば，瓶として高い評価値を与える．ペットボト
ルはキャップ・ラベルとその下の容器部分の 3つの部
分からなる (Fig.6(c))．ラベルが候補領域として抽出さ
れて，その上下でキャップと容器の部分に対応するエッ
ジが抽出されれば，ペットボトルとして高い評価値を
与える．これらの詳細な認識方法については，文献 6)

を参照されたい．
指定された物体を認識する場合には，候補領域毎に

上で述べた評価値を用いて物体の種類を照合する．評
価値がある程度高いものはその種類として認識し，評
価の低いものは次善候補としておく．全物体を認識す
る場合には，候補領域毎に全種類に対する評価値を計
算して，最も高い評価値を与える物体の種類として決
定する．

Fig.6物体の種類のモデル
3�3 物体モデルとの照合
指定物体を認識する場合には，まず物体の大きさを

チェックする．ここで登録された実際の物体の大きさ
から画像上での物体の大きさを知る必要があるが，こ
れはロボットが冷蔵庫に近づく際に冷蔵庫までのおお
よその距離が分かるので，それを元に計算することが
できる．次に，指定物体に登録された区間から抽出さ
れた領域の代表色に合う区間を検索してくる．もしそ
の区間に 2次的特徴が登録されていなければ，抽出さ
れた領域をその物体として認識する．そうでなければ，
各区間で登録された 2次的特徴を抽出する．ここで，あ
る区間で登録された全ての 2次的特徴が抽出されれば，



抽出された領域をその物体として認識する．全ての 2
次的特徴が抽出される区間が存在しない場合には， 2
次的特徴が最も多く抽出された物体の候補とする．冷
蔵庫内の全物体を認識する場合には，全ての物体モデ
ルの内，抽出された領域の代表色と一致する物体モデ
ルに絞って，先の場合と同様の方法で 2次的特徴を抽
出することで照合を行う．

Fig.7は物体モデルとの照合例である．この例は，ユー
ザが左上の黄色の缶 (グレープフルーツジュース)を指
定した場合である．代表色を用いて缶の領域を抽出す
ると，Fig.7(b)のように指定物体に加えて下の棚の黄色
の缶 (レモンティー)も抽出される．しかし，次に指定
物体の 2次的特徴を照合すると左上の缶だけから特徴
が抽出される (Fig.7(c)の緑の領域)ので，左上の缶を
指定物体として認識することができる．

(a)原画像 (b)缶として認識
された領域

(c)認識結果 (緑
領域:2次的特徴)

Fig.7物体モデルとの照合

4. 対話を用いた物体認識
自動認識に失敗したときには，ロボットはユーザと

の音声による対話を通して，認識の補助となるような
情報を取得する．音声認識には，IBM社の ViaVoiceを
用いる．以下では，いくつかの対話のケースを挙げる．
Case 1: 物体は見つからなかったが，次善候補が見つ
かった場合
ロボットは Fig.8(a)のように指定物体が同じ色の他の
物体と重なって，物体としては大きな候補領域が得ら
れたと考える (Fig.8(b))．ここでユーザから二つの物体
が重なっていることを伝えられると，それを元に再度
認識を試みる (詳細は 4�1を参照)．
Case 2: 次善候補も見つからなかった場合
Fig.9(a)の黄色の缶のように部分的に隠蔽された物体
は，見える部分が小さいので，次善候補としても見つ
からない場合がある．そこで，ユーザに指定物体のお
およその位置を尋ねて，別の物体に隠蔽されているこ
とを伝えられると，それを元に認識する (詳細は 4�1を
参照)．
対話の詳細については，文献 9)を参照されたい．

4�1 部分的に隠蔽された物体の認識
指定物体が同色物体と重なっている場合には，ロボッ

トは最初に隠蔽している物体の領域を抽出する．ロボッ
トは冷蔵庫内を斜め上から見下ろすので，画像上では
隠蔽している物体の下端は隠蔽されている物体の下端
よりも下側に投影される (Fig.8(a))．そこで，物体の下
端に対して直線を当てはめ，その傾きによって左右の
物体の位置関係が分かるので，その位置関係を元に隠
蔽している物体の残りのエッジを抽出する (Fig.8(d)の
実線)．もし，隠蔽されている物体が指定された場合に
は，既に分かっている物体のエッジを元に，残りの輪
郭を登録された物体の大きさで推定して，物体の領域
を求める (Fig.8(d)の破線)．
指定物体が異なる色の物体によって隠蔽されている

場合，ロボットは最初に隠蔽している物体を自動で認

(a)原画像 (b)自動認識
の結果

(c)位置関係
の認識

(d)認識結果

(d)において，実線:隠蔽している物体, 破線: 隠蔽され
ている物体

Fig.8重なった二つの同色物体の認識
識する (Fig.9(b))．次に隠蔽している物体の両側に対し
て指定物体の代表色の領域を探索して，それが見つかっ
た側で垂直線分を抽出する (Fig.9(c))．最後に，残りの
エッジを抽出してそれらに囲まれた領域を指定物体と
して認識する (Fig.9(d))．

(a)原画像 (b)隠蔽して
いる物体

(c)垂直エッ
ジの抽出

(d)認識結果

(d)において，破線:隠蔽されたエッジ
Fig.9隠蔽された異なる色の物体の認識

5. 結論
本論文では，どの方向からでも認識できる物体モデ

ルの登録の方法と照明条件に対応する環境モデルの学
習について述べた．ロボットはモデルに基づいて自動
物体認識を試み，認識結果をユーザに提示する．認識
が失敗したときには，ユーザとの対話により認識の補
助となる情報を取得して，それを元に再び認識を試み
る．今後の課題は，以下の通りである．
� より多くのシーンに対する実験
� 果物やタッパウェア等の登録と認識
� 移動ロボットへの実装
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