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論文概要 

本論文では、生活環境内で動作するロボットを考えた場合で問題となる、使いやすい人-
ロボット間インタフェースと、ロボットにおける周囲環境の学習問題を解決するためのシ

ステムを提案する。 
人にとって自然なコミュニケーション技法である音声対話をロボットとのやりとりに用い

ることで、操作者に無理のないインタフェースを実現するとともに、視覚情報処理のみで

は対応しきれない部分を音声による誘導を使うことで補完し、周辺環境の学習をロボット

に行わせることが、そのねらいである。 
 
本論文ではまず、第１章では、序論として研究の背景、およびそこに生じる問題点を整理

し、その関連研究、解決法について論じる。第２章では本論文が提案する、対話と視覚情

報処理を用いた周辺環境学習システムについて、要点とその効果、および主要モジュール

の役割・機能について述べる。第３章では実際にシステムを動作させた実験の内容を示し、

得られた結果に対する考察も行う。第４章は結論とする。 
 

Abstract 
 
There is a growing demand for robots working in our living environment. Such robots 

should be adapted to each user's environment easily. This paper proposes a 
learning-based method using speech and vision, to solve this problem. 

In early stages, we need to control the robot to reach target objects by motion 
commands through speech. Later, however, we can move it just by uttering the object 
name, since it has learned the positions by vision detecting the landmarks in the 
environment. Experimental results using a prototype robot confirm the usefulness of 
the method. 
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第1章 はじめに 

本章では序論として、研究の背景や、そこに存在する問題点、およびその解決方法を整

理し、本研究の目的を述べる。 
 

1.1  背景背景背景背景 

ロボットといえばたいていの人が思い浮かべるのは、機械的な概観を持ちながらも人と

同じ生活空間に存在し、行動するものである。だが実際のところ、つい数年前までは現実

のロボットといえば、工場内で製品が作られる過程の一端を担う作業用のものが大半であ

った｡稼動状況、場所はごく限定され、こなす業務はつねに一定であり、およそ一般に想像

しうる「ロボット」とはかけ離れた存在であった｡ 
しかし現在では、SONY社が開発・発売した”AIBO”（アイボ）をはじめ、生活環境に投
入することを目的としたロボットが登場し始めている。また、NEC研究開発のパーソナル
ロボット”R100”においては、人がロボットに命令を下す手段として「対話」を用いている。
人にとって自然なコミュニケーション手段である対話を用いることによって、複雑なコマ

ンドや操作方法を学ぶことなく、ロボットを使うことが可能となるのである。 
このように、現在研究・開発されているロボットの多くは、生活環境内で動作すること

を前提として作られており、一般のロボットのイメージに、少しずつ近づいてきていると

いえる。人に有益なロボットの生活環境への介入は、人の生活をより豊かにするものと考

えられる。 
 

1.2  問題点問題点問題点問題点 

人の生活をより豊かにするロボットの登場が望まれていることは前節で述べたが、それ

にもかかわらず、現実には生活環境内で動作するロボットはいまだに少ない｡また、そうい

ったロボットのほとんどがペットロボットとして存在するものであり、人の手助けをする

「実用的なロボット」は一般にはほとんど出回っていない｡その理由は、生活環境内でロボ

ットが動く際に、考慮しなければならない様々な問題点が存在するからである。以降では、
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「生活環境内で、物を取ってきてくれるロボット（以下生活支援ロボット）」を想定し、そ

れが生活環境に投入される際の問題点を挙げる。 
まず、工場内で働く作業用ロボットは基本的に位置は固定され、周囲環境が常に一定の

場所に置かれる。これに対し、生活支援ロボットを考える場合には、「移動」「警戒」とい

う能力が必要となる。人の要求に応じて生活環境内を動き回れなければならないし、部屋

に置かれたものにはもちろん、同じ部屋の中を動く人にも衝突することは許されない。こ

れの実現には、目的の方向に進める移動能力はもちろんのこと、常に周囲に注意をはらう

警戒能力も必要とされる。 
また、常に人の営みによって変化する環境に適応できる能力が必要となる｡もし、はじめ

に見た部屋の状態を記憶し、それをもとに全ての行動を行っていたとしたら、部屋の中で

人が物を移動させたり、新しい物を入れたり、あるいはロボットの置かれる部屋が変わる

ことで、ロボットは正常な動作を行えなくなってしまう。これを防ぐためにロボットに学

習の能力をつける必要がある｡初期の状態の記憶のみに頼らず、生活環境投入後も常に周囲

の環境・およびその変化を学習することで、いつでも動作可能な状態にすることができる。 
さらに、カメラからの画像情報を視覚情報として受け取るロボットにおいては、ロボッ

トの画像処理能力と、人の視覚の差を埋める必要がある。人は、自分の知っているものを

見た場合なら、その物のある程度の向きの違い、大きさの違い、遠近などに関係なく認識

することが可能である｡また、別の物体によって一部が隠された状態においても、見えない

部分をイメージで補って認識することができる｡こういった人にとっては当たり前のこと

でも、ロボットにとっては大きな問題となる。ロボットの視覚というと、カメラから得ら

れる画像に様々な処理を加えて特徴量を取り出し、自らの記憶した情報と照らし合わせて

認識することになる。これは簡単な形状（丸、四角など）の物体認識は可能であるが、「机」

「本棚」「椅子」などといった、単純に表現できないものや、向きによって見え方が大きく

変わってしまうものを認識するのは非常に困難である。また、画像データのみから全てを

認識しようとすると、他の物体に一部が隠された状態や遠近のある場合に弱く、誤認識も

多い。これらを取り除く解決策が必要となる。 
そして生活支援ロボットである以上、人にとって使いやすいものであることが必須とな

る｡もし、ロボットに物を取ってきてもらおうとしたときに、難しいコマンドをキーボード

から打ち込む必要がある場合や、複雑なボタン操作が要求されるようであれば役に立たな

い。そうまでしてロボットを使うくらいなら、自分で取ってきたほうが楽だ、と誰もが考

えるからである。使いやすい有用なロボットには、人が使いやすいインタフェースを実装

させることが必要とされる。 



 8 

1.3  解決方法解決方法解決方法解決方法 

前節で述べた問題点を解決するために、今日ではそれらについて数多くの研究がなされ、

様々な解決法が提案されている｡ 
まず、ロボットに「移動」「警戒」能力を持たせるという問題に対しては、移動能力に関

して言えば、最近では二足歩行可能なロボットも研究・開発が進んできているものの、単

純な移動が目的であるならば車輪を用いた走行、方向転換が十分利用可能である｡「警戒」

能力については、センサを用いてロボットの周囲をつねに監視することで障害物や人の接

近を感知し、それに応じて停止・回避などを行うことによってロボットに備えさせること

ができる。 
次に、変化する周囲環境への適応能力であるが、これは、『自らの部屋中における現在位

置や、周囲の物体との位置関係を得て記憶する』という作業を、常時行って記憶を最新の

ものに更新することで成すことができる。自らの部屋中の位置を得る方法については、部

屋内に位置が既知の標識（以下「ランドマーク」と表現）を配置し、それをロボットが参

照することで、現在位置を特定する方法が有効である｡ランドマークの規定や参照方法など

については様々な研究がなされている[2][3][4]。 
複雑形状を認識できない問題については、複雑なモデルをロボットに記憶させておいて

得られた画像とのマッチングを取る手法や、まず単純、あるいは大まかな形状から推測し、

そこから細かい部分の認識を行って推測を確かなものにするなどの方法が取られている[1]。 
しかし、どの手法をとっていても、画像情報から得られる物体の向きや大きさの変化、一

部が隠れた状態の認識は困難で、多くの時間を要することに変わりはなく、画像認識のみ

では難しい問題といえる。そこで本論文では、ランドマーク認識による現在位置の取得動

作を、部屋中の移動の少ない物体に対しても利用することによって、画像処理のみで対応

しきれない部分を補完する方法を提案する。「机」「本棚」などを画像情報から認識するの

は困難であるため、位置情報で記憶することで探索をスムーズにしようというのがねらい

である。 
人が使いやすいインタフェースに関しては、人にとって自然なコミュニケーション手法で

ある対話を用いるのが良いと考えられる｡対話を使用、もしくは援用してロボットに命令を

与える研究は数多くなされており[1][5][6]、また人が発する言語の認識率も近年の研究によ
って飛躍的に向上してきている[7][8]。命令伝達の「速度」のみに関して言えば、対話によ
る手法はキーボードによって命令を伝えるのに比べて遅くなる可能性は十分にある。しか

し、「使いやすさ」に重点を置いた場合には、ある程度の熟練が必要なキーボード操作より

も、日常的に使う対話形式のほうが優れているといえる。 
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1.4  本研究の目的本研究の目的本研究の目的本研究の目的 

 本研究では、前節までで挙げた様々な問題点および解決方法を踏まえ、対話と視覚情報処
理を用いてロボットが周辺環境を学習するシステムを提案し、その構成および有用性を示

すことを目的とする。 
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第 2章  周辺環境学習システム 

 本章では、本研究が提案する対話と視覚情報処理を用いた周辺環境学習システムについて、
その要点、利点を述べるとともに、具体的なシステムの構成や動作について説明する。 

2.1  システムの要点とその効果システムの要点とその効果システムの要点とその効果システムの要点とその効果 

本システムは、生活支援ロボットに実装することを想定している。生活支援ロボットは、

人からの音声によって室内にあるものを取ってきて欲しいという依頼を受け、ロボットは

依頼にしたがってその物の場所へ行き、物を取ってくるという行動をとる。場所がわから

ない場合は人の音声誘導による援助をうけ、目的地まで到達することになるが、このとき

に位置情報を記憶することで、次回の探索時には自らの力で目的地へ到達できる｡位置の特

定には、部屋の天井側の四隅に設置したランドマークを利用する。 
本システムの要点は、まず人にとって使いやすい「対話」をインタフェースとして採用

している点である。キーボードやボタン操作による命令伝達に比べ、速さで劣るものの、

人が日常的に用いるコミュニケーション技法を使うことで操作の練習、熟練が必要なく、

それだけ生活環境に打ち解けやすいことにつながる。 
もう一つの要点として、画像情報のみで認識困難な物体を、位置情報によって記憶する

ことがある。例えば「机の上の青い本を取って」という依頼を受けた場合、机の付近まで

移動し、それから青い本を探すという行動を取ることになるが、机というものを画像処理

によって特定することは難しい。机自体が単純な図形とのマッチングによって求められる

形状ではない上に、他の物体によって一部がさえぎられる場合や、向きの関係などから見

え方が毎回異なると考えられるからである。そこで、机や本棚などは室内でそうそう位置

の変わるものではないということを利用して、位置情報を参照することで目的の場所への

移動を行う手法が有用と考えられる。また、未知の物体に対する位置情報をロボットに教

える際にも、対話による誘導という形をとることで、人の負担を減らすことができる。さ

らには記憶した物体の位置を変更した場合でも、その更新を人が楽に行えることにつなが

る。 
本システムの具体的な動作や構成については、次節以降で述べる。 
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2.2  動作動作動作動作 

 以下では、本システム使用時の流れに沿って、システムの動作を解説する。 

2.2.1  操作者との対話（質問文作成） 

操作者がロボットに、机の上にある本を取ってきてもらいたいとき、操作者はロボット

に対して音声によって依頼をする。 
 

「本棚にある本を取って」 
 
ロボットは受け取った音声を文字列に変換し、その中から探索に必要な特徴情報を探し

て抜き出す｡探索に必要な特徴とは、「探す物体の名前」「物体のある場所」「物体の色」

「物体の形」などである。 
具体的な方法としては、ロボットにはあらかじめ、ある程度の特徴情報、物体情報、行

動情報に関する知識を持たせる。例えば、「丸い」という言葉が形状を意味し、円又は球状

の形を表すものであることや、「赤い」という言葉が色を意味し、ある色相領域に入る色を

表すことなどの特徴情報、また「本」が基本的に四角いものであること（物体情報）や、「取

って」という言葉の意味する行動（行動情報）は、初めから知っているものとする。ロボ

ットは、既に意味を知っている言葉を文字列から探し、探すべき物体の特徴としてとらえ

る。最初の例でいうならば、「本棚」「本」「取って（くる）」といった情報を、文字列から

得ることができる。ただし、本実験では、同じ種類の特徴に属する言葉が同文に２語以上

含まれることはないと仮定する。例えば、「青い本棚にある赤いりんごの本をとって」とい

うような依頼文は、「青い」と「赤い」、「りんご」と「本」という、同じ種類の特徴が２つ

含まれている。このような依頼文は来ないものとする。 
ここで考慮しなければならないのは、１つの文字列で必要な情報が全て得られるとは限

らないという点である。例の場合、探すべき「本」には様々な色の本があるのに対し、色

に関する情報は何も含まれていない。そこでロボットは、探索のために足りない情報を、

依頼者に音声で聞き返す。 
 

「対象物体の色を教えてください」 
 
本論文では色情報を使って物体探索を行うため、探索物体が何色かを依頼者に聞き返す。

それに対して、依頼者は情報を提供する。 



 12 

 
「赤い色」 

 
再びロボットが既知の言葉と与えられた文字列とを照らし合わせて必要情報を抜き出す。

前回までの文字列で既知の特徴は、そのまま用いる。ここまででロボットは「本棚」にあ

る「赤い」色をした「本」を取ってくるという質問文を完成させることができる。 
ただし、この時点で何も言わずにロボットがこの動作をはじめた場合、依頼者は、ロボ

ットに自分の要求が正しく伝わったかどうかを、ロボットが指示どおりに動くかどうかで

しか確認できない。これを防ぐために、質問文が完成した時点で、ロボットは依頼者に確

認の質問をする。 
 

「本棚の赤い本を取ってくる、でよろしいですか」 
 

この問に対し依頼者が肯定の返事をした場合に要求は確定し、ロボットは得た情報を元

に探索を開始する。否定された場合は、要求を誤認識したとみなし、再び依頼者から依頼

を受けるのを待つ状態に戻る。 
 

2.2.2  操作者との対話（誘導） 

探索要求を受け、その内容が確定した直後、ロボットは探すべき物体のある場所への移

動を開始することになるが、その場所が未知の場所であった場合、画像情報によって自ら

「本棚」というものを探し出して認識し、その地点まで移動することは困難である。そこ

で、次のように依頼者に音声で依頼し、目的地まで誘導してもらうことになる。 
 

「目的地となる物体の位置は学習していません。誘導をお願いします」 
 

この直後、ロボットは依頼者の声に反応して動く状態になる｡依頼者は「左」「右」「まっ

すぐ」など、方向を音声で指定することによってロボットを動かすことができる。音声に

よる誘導のため、ジョイスティックなどと違い熟練や操作学習などは必要としない。 
そして、依頼者が「そこが目的地である」という内容の命令をロボットに伝えた時、ロ

ボットは停止し、その場所を目的地として認識し、その室内における位置を記憶する。こ

の記憶は、次回以降の探索時に利用される。 
位置認識、記憶の方法については次節で述べる。 
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2.2.3  位置の特定と記憶 

ロボットが現在位置を認識する際には、室内に設置したランドマークを参照する手法を

とる。ランドマークの認識には画像から得られる色情報を用いるが、その画像処理の原理

は物体の探索と同様であり、後述するためここでは省略する｡本節では、ランドマークを見

つけた上での現在位置、および室内での向きの特定方法を記す｡ 
ランドマークは、ロボットが認識しやすいように部屋の天井側の隅に配置する。ここで

ランドマークの位置、および部屋の広さ、奥行き、天井の高さが既知であった場合、現在

位置および向きを特定するには、 
・ ２つ以上の、ランドマークとの距離 
・ 2つ以上の、ランドマークとカメラのなす角の水平方向の角度 

が求まればよい。 
ランドマークとの距離は、カメラの上への傾き（θt）を求めることによって、以下の式

のように算出できる。 
 

(1) 
 

θt 

Hr 

Hm 

D 

 
図図図図    1111        ランドマークとの距離の算出（横から見た図）ランドマークとの距離の算出（横から見た図）ランドマークとの距離の算出（横から見た図）ランドマークとの距離の算出（横から見た図）    

 
また、ランドマークとカメラが水平方向になす角の角度は、カメラの横方向の傾きを調

べることで求められる。これと、(1)式で求めた距離をあわせて用い、現在位置の特定をす
る。 

t

rm HH
D

θtan

−
=
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下図のように、ロボット-ランドマーク間の距離（図中Ｄ１、Ｄ２）を元に、候補点が円
状に挙げられる。複数のランドマークの候補点に上がった場所をロボットの現在位置とす

る。誤差などの関係で一点に定まらない場合は、誤差が最小になる点を選択する。続いて、

カメラとランドマークが水平方向になす角度（図中θ１、θ２）から、ロボットの向きを

求める。こちらも誤差が最小となる角度を採用する。図中では、矢印がロボットの向いて

いる方向である。 
 

θ１ θ２ 

Ｄ １ 
Ｄ ２ 

 

図図図図    2222        位置の特定（上から見た図）位置の特定（上から見た図）位置の特定（上から見た図）位置の特定（上から見た図）    

位置、向きが求まったら、それをロボットのもつ地図上に記憶する。このとき、誘導さ

れた目的地の名前（「本棚」など）を、位置・向き情報と関連付けて記憶することで、次回

以降の探索時に活用することができる。 

2.2.4  画像情報を用いた物体探索 

目的地に到達した後は、カメラからの画像情報を用いて目的物体の探索を行う。「本棚の

赤い本をとって」という依頼であれば、赤い本を探す段階がここに当たる｡また、部屋の天
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井付近にあるランドマークを探す場合にも、これと同様の画像処理を用いる。 
本研究では、画像情報からの物体探索には色情報を用いる。カメラから与えられた画像

から必要な色領域の部分を抜き出して探索する。 
色情報というと、画像から得られるデータとしては赤（Red）、緑（Green）、青（Blue）

の三色を基本としたＲＧＢ表色系が一般に広く用いられているが、この表色系は明暗の変

化による値の変動が大きいことなどから画像処理に適していない。そこで本研究ではＲＧ

Ｂ表色系で得られたデータから変換式によって得ることができる、色相（Hue）、彩度
（Saturation）、明度（Intensity）の３属性からなるＨＳＩ表色系を用いる。ＲＧＢ表色系
からＨＳＩ表色系への変換モデルは数多く考案されている[9][13]が、ここではＨＳＩ双６
角錐カラーモデルによる変換[9]を用いる。変換手法を以下に示す。 

 
まず、Ｉを次式で定義する。 

}),,min{},,,max{(

2/)

minmax

minmax

BGRIBGRI

III

==
+=

   (2) 

除外）の場合は特異点として（

の場合を考える。以下、

minmax

minmax

II

II

=
≠  

Ｓを以下のように定義する。 

)2/()(5.0

)/()(5.0

minmaxminmax

minmaxminmax

IIIISI

IIIISI

−−−=>
+−=≤

のとき　　
のとき　　

  (3) 

次に r、g、bを以下のように定める。 

)/()(

)/()(

)/()(

minmaxmax

minmaxmax

minmaxmax

IIBIb

IIGIg

IIRIr

−−=
−−=
−−=

     (4) 

最後にＨを以下のように定める。 

)4(
3

)2(
3

)(
3

max

max

max

rgHIB

grHIG

gbHIR

−+==

−+==

−==

π

π

π

のとき　　

のとき　　

のとき　　

    (5) 

ただし、Ｈ＜０のときは、Ｈの値に２πを加えるものとする。 
 
この表色系を用いると、明暗の変化が色相の値に影響を与えないため、色相の値を調べ

ることで明暗に左右されない色情報の取得がしやすくなる。 
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2.2.5  地図情報の利用 

2.2.1 で依頼文が確定したのち、移動すべき場所が未知だった場合には 2.2.2 以降の流れ
で物体探索を行う。だが、移動すべき場所が既に学習済みの場所であった場合は、依頼者

の誘導無しに目的の場所へ移動することができる。 
依頼文が確定した直後、ロボットは移動すべき物体（はじめの例でいうならば「本棚」）

の位置が学習済みかどうかを記憶の中から検索する。記憶の中にあった場合には、2.2.3で
述べたランドマーク認識を用いて現在位置を特定し、記憶している目的の場所との対応関

係から移動方向、移動量を算出する｡これはロボット上の地図に２つの場所を記述し、単純

に距離と向きを測ればよい。そこから得られた移動量を元に目的地へ移動する。このとき

の移動は、間に障害物がないものと仮定する。 
 
 

2.3  構成構成構成構成 

本項では、前項で述べた動作を実現するシステムについて、その詳細を示す。システム

の全体を、図３に示す。 
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人 

依頼 

マイク 

から取得 

音声処理 

モジュール 

応答（音声）  

ロボット操作 

モジュール 

ロボット移動 

誘導命令 

応答 

画像処理 

モジュール 

探索命令 

応答 

画像情報 

カメラから 

取得 

地図情報 

モジュール 

カメラ向き情報 

検索 

検索結果 

移動命令 

ロボット 

 

図図図図    3333        システム概要図システム概要図システム概要図システム概要図    

 

2.3.1  音声処理モジュール 

音声処理モジュールは、操作者から受け取った音声を文字列に変換して命令を抜き出し、

次にロボットが行うべき行動を決定する。また、ロボットからの操作者に対するメッセー

ジを、文字列から音声に変換する役割も担う。 
本モジュールには、IBM Via Voice SDK for Windows（以下 Via Voice SDK）が、Visual 

Basic上で音声入出力を利用するために提供しているActiveXコントロールを用いて作成し
た｡この ActiveXコントロールを利用することにより、ハードウェア的な音声入出力をブラ
ックボックスとして取り扱うことができる。この概観、および動作の流れを図４、図５に

示す。 
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図図図図    4444        音声処理フォーム音声処理フォーム音声処理フォーム音声処理フォーム    

音声入力を受け取る 

入力をテキストに変換 

(VVEngine,VVRichEdit) 

語句をテキストから抜き出す 

依頼文が完成 

したか？ 

確認メッセージ発行 

依頼文が確定 

したか？ 

No 

Yes 

No 

誘導モードか？ 

移動命令をテキストから抜き出す 

移動場所が 

既知か？ 
音声による誘導モードに変更 

画像処理モジュールに処理を移す 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

ロボット操作モジュールに命令を送る 

 

図図図図    5555        動作の流れ（音声処動作の流れ（音声処動作の流れ（音声処動作の流れ（音声処理モジュール）理モジュール）理モジュール）理モジュール）    
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まず前処理として、ロボットに最低限の知識となる特徴情報、物体情報、行動情報を示

す語句を学習させておく。この学習は、あらかじめ用意した知識ファイルから情報を読み

出し、配列に格納することで行う｡ 
Via Voice SDKから提供される VVRichEditコントロールおよび VVEngineコントロー

ルを Visual Basicプログラム中で利用することによって、マイクを通じて入力された音声
は、文字列に変換されてフォーム上のテキストボックスに表示される。この文字列から語

句を抜き出すことで命令を取得する。具体的には、前処理で学習した語句が入力文章中に

存在するかをチェックする。チェックには InStr関数を用いる。チェックの主要コードは以
下のようになる。 
 

For i = 1 To Num_of_Object 

    Checker = InStr(Input_text.Text, MObject(i)) 

    If Checker > 0 Then 

        :  ‘語句が見つかった時の処理 

        Exit For 

    End If 

Next i 

（Input.text:音声から得た文字列、Mobject:学習した物の名前が格納されている配列） 
Instr(A,B)は、Bが A中に存在する場合、何文字目にあるかを返す関数である｡ 
このコードを用いて、「赤い」「丸い」「本」などの情報を抜き出す。抜き出した後に、物

体探索に必要な情報が全てそろったかどうかをチェックし、そろっていない場合は、依頼

者に対して足りない部分を問い掛ける質問をする。全てそろった場合は確認の問いかけを

し、これに依頼者が応じれば依頼文は確定する。 
依頼文が確定したら、地図情報が格納された地図ファイルにアクセスして、移動先（「机」

「本棚」など）の場所が既に学習によって記憶されているかどうかを調べる。もし未知で

あるならば、依頼者に誘導を促すメッセージを出すとともに、誘導モードに切り替わる。

誘導モードの時は、入力された文章から特徴情報ではなく、移動の情報（「左」「右」など）

を抜き出す。抜き出された移動情報はそのつどロボット操作モジュールに伝えられる。 
目的地の座標が既知である場合は、現在地を求めることで目的地への移動量が求められ

るので、ランドマーク認識を行うために画像処理モジュールに処理を移す。 

2.3.2  画像処理モジュール 

画像処理モジュールでは、カメラから得られる画像に処理をほどこして必要な色領域を

探す。ランドマーク認識、および物体の探索に用いる。 
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本モジュールでは、画像取り込み用のカメラとして、SONY社の EVI-D30（図６）を用
いた。シリアルポートを介してコマンドを送ることで、ＰＣ上からカメラを操作すること

ができる。 

 

図図図図    6666        使用カメラ（使用カメラ（使用カメラ（使用カメラ（EVIEVIEVIEVI----D30D30D30D30））））    

 
本モジュールの概観と動作の流れを図７、図８にそれぞれ示す。 

 

図図図図    7777        画像処理フォーム画像処理フォーム画像処理フォーム画像処理フォーム    
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探索要求を受け取る 

何を探索？ 

カメラの移動 

要求された色を検出 

伸縮・膨張処理 

領域抽出 

カメラ角度を得る 

地図情報モジュールへ送る 

対象領域を視野の 

中心へ持ってくる 

探索成功のメッセージを発行 

音声処理モジュールへ送る 

ランドマーク 依頼された物体 

 

図図図図    8888        動作の流れ（画像処理モジュール）動作の流れ（画像処理モジュール）動作の流れ（画像処理モジュール）動作の流れ（画像処理モジュール）    

 
特定の色を取り出すには、2.2.4で示した(2)～(5)式を用いてＲＧＢ表色系をＨＳＩ表色系

に変換した後、色相の値を調べる｡画像処理モジュールでは、計算機中での処理を容易にす

るため、Ｓ、Ｉの値を 0～255、Ｈの値を 0～180に正規化して処理している。(2)～(5)式を
計算機中で実現し、３属性の値を正規化するために拡張したものは、以下のようになる

（Visual C++ DLL記述）。 
  

#define HLSMAX  252 

  : 

  : 

  max = __max(__max(B,G),R); 

  min = __min(__min(B,G),R); 

  intensity = (((max+min)*HLSMAX) + HLSMAX)/(2*HLSMAX); 

  if (max == min){ 

   saturation = 0; 

   hue = 0; 

  } 

  else{ 

          if (intensity <= (HLSMAX/2)) 
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            saturation = (((max-min)*HLSMAX) + ((max+min)/2)) / (max+min); 

          else 

            saturation = (((max-min)*HLSMAX) + ((2*RGBMAX-max-min)/2)) 

               / (2*RGBMAX-max-min); 

          r = ( ((max-R)*(HLSMAX/6)) + ((max-min)/2) ) / (max-min); 

          g = ( ((max-G)*(HLSMAX/6)) + ((max-min)/2) ) / (max-min); 

          b = ( ((max-B)*(HLSMAX/6)) + ((max-min)/2) ) / (max-min); 

          if (R == max) hue = b - g; 

          else if (G == max) hue = (HLSMAX/3) + r - b; 

          else hue = ((2*HLSMAX)/3) + g - r; 

          if (hue < 0)  hue += HLSMAX; 

          if (hue > HLSMAX)  hue -= HLSMAX; 

  } 

  hue = (long)((hue*180/HLSMAX)); 
 
変換が終了したら、取り出す色を赤、橙、黄、緑、青、紫の６種類に大別して、以下の

ように色相の値で分ける｡対象の色特徴を持つピクセルを特徴ピクセルとして検出し、対象

としていない色特徴をもつピクセルは、除外部分とする。 
 

表表表表    1111        色特徴の取りうる色相領域色特徴の取りうる色相領域色特徴の取りうる色相領域色特徴の取りうる色相領域    

色特徴 色相領域（Ｈ） 
赤 0～4、165～180 
橙 4～20 
黄 20～30 
緑 30～100 
青 100～110 
紫 110～165 

 
ただし、明度が極端に大きいもしくは小さい場合、または彩度が極端に小さい場合は、

カメラ画像から得られる値が安定せず、検出されるべきでない場所に特徴ピクセルが検出

されるような、雑音が多く検出されてしまう。これを防ぐため、これらの値の領域は別の

条件によって除外する。表２の条件は不安定領域を除外するための条件であり、求める色

特徴の条件と重複した場合でも、こちらの条件が優先され、除外される。除外されたピク

セルには除外されたことを示す値を代入しておく。 
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表表表表    2222        除外する色領域除外する色領域除外する色領域除外する色領域    

除外領域 除外条件 
白 明度 220以上 
黒 明度 30以下 
不鮮明 彩度 40以下 

 
表２の条件によってある程度の雑音は除去できるが、細かい雑音は残ってしまう。そこ

で、伸縮・膨張のフィルタをかけることによって、細かい雑音を除去する。 
伸縮・膨張フィルタは、８近傍の最小／最大値を、そのピクセルの値とする処理である｡

ここでは、除外ピクセルの値＝低い値、対象色ピクセルの値＝高い値とみなして処理を行

う。伸縮→膨張と連続して処理をすることで、多くの特徴ピクセルが連結した部分は残り、

単独で存在する雑音は消える。 
 
伸縮 

)8,7,6,5,4,3,2,1min( MMMMMMMMP =
(5) 

膨張 
)8,7,6,5,4,3,2,1max( MMMMMMMMP =

(6) 
 

図図図図    9999        伸伸伸伸縮・膨張フィルタ縮・膨張フィルタ縮・膨張フィルタ縮・膨張フィルタ    

 
伸縮・膨張フィルタによって雑音を除去した後、連続した特徴ピクセル同士を一つの領

域として認識する処理を行う。ここでは、ラベル付けを利用した領域認識[10]を使う。 
ラベル付けは、左上から右下へラスタ走査し、特徴ピクセルの部分に来たら、Ａという

ラベルをつける。以後特徴ピクセルが続く間、Ａというラベルを付け続ける。同一行内で

特徴ピクセルが途切れ、再び現れた場合は新しいラベルＢを付ける。 
２行目以降では、次の規則にしたがってラベル付けをする。 
｛１｝ 前行のどの特徴ピクセルとも隣接していないなら、新しいラベルを付ける。 
｛２｝ 前行の１つの特徴ピクセルとだけ接しているなら、それと同じラベルを付ける。 
｛３｝ 前行の２つ以上の特徴ピクセルと隣接しているなら、一番若いラベルをつけ、これ

らのラベルは同じラベルであるべきものとして記憶しておく。 
こうして右下まで処理した後、画面を再び走査しなおして、同一ラベルであるものを書

き換える。この過程を図１０に示す（図中”○”は特徴ピクセルを表す）。 
 

M1 M2 M3 

M4 P M5 

M6 M7 M8 
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図図図図    10101010        ラベル付けの過程ラベル付けの過程ラベル付けの過程ラベル付けの過程    

領域分けが完了したら、その中で最も大きな領域（雑音と区別するため）を認識すべき

領域と定め、その領域の重心が画像中心に来るようにカメラを移動させる｡ 
移動後、依頼された物体を検索していた場合は、探索成功のメッセージを出して動作を

終了する。ランドマーク認識段階だった場合は、カメラの縦方向の傾きと横方向の向きを、

現在位置を特定するために地図情報モジュールへ送る。 

2.3.3  地図情報モジュール 

地図情報モジュールは、画像処理によって得られたカメラ向きから室内での現在位置を

求め、記憶された目的地の位置との差を取ることで必要とされる距離、方向を求める。ま

た、地図情報の更新も行う。動作の流れは以下のようになる。 

カメラ向き情報を受け取る 

現在のモード

は？ 

目的地への移動距離、 

移動方向を求める 

室内での位置を求める 

現在位置をファイルに 

書き込む（学習）  

ロボット操作 

モジュールへ送る 

誘導モード 移動先既知 

 
図図図図    11111111        動作の流れ（地図情報モジュール）動作の流れ（地図情報モジュール）動作の流れ（地図情報モジュール）動作の流れ（地図情報モジュール）    
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カメラの向きを受け取ると、地図情報モジュールは 2.2.3で述べた方法を用いて室内にお
ける位置と現在の向きを求める。ただし位置情報については、プログラム中で配列による

管理を容易にするため、地図上で約 20cm四方を一ブロックとするブロックに分割し、現在
位置がどのブロック内に存在するかということで管理する。以降、「室内位置」は、地図上

のどのブロックにいるかという情報を意味する。 
現在の移動状態が、依頼者の誘導によって移動を行う誘導モードであった場合には、現

在位置＝目的地であるので、この位置を地図ファイルに書き込むことによって学習する。

ファイルには、地図上での目的地の名前、x座標、y座標、向き情報を書き込む。ｘ、ｙ座
標は属するブロックの中心座標とし、向き情報は、地図上でまっすぐ右を向いた状態を０°

とした相対座標で表す（180～-180）。 
現在の状態が、目的地が既にわかっていて、これから移動を開始する状態だった場合は、

目的地との距離と、角度情報を調べ、どの方向にどれだけ移動すれば目的地にたどり着け

るのかを調べ、ロボット操作モジュールに送る。目的地までの距離・角度を調べた状態の

本モジュールの概観を図１２に示す。この例では、「６０度左を向いて３４１ｃｍ前進」と

いう命令を、ロボット操作モジュールに送ったことになる。 
図中のピクチャボックス中の各点・線は、それぞれ以下のものを表現している。 

赤点：第１ランドマークからの距離により候補に上がった点 
青点：第２ランドマークからの距離により候補に上がった点 
紫点：現在位置として確定した点 
白線：現在のロボットの向き 
青線：移動時に向くべき方向 

 

図図図図    12121212        地図情報フォーム地図情報フォーム地図情報フォーム地図情報フォーム    
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2.3.4  ロボット操作モジュール 

ロボット操作モジュールでは、音声処理モジュールもしくは地図情報モジュールから受

け取った移動情報を使ってロボットの移動を行う。 
本モジュールでは、ロボットの移動を実現するために、ActivMEDIA社の Pioneer 2（図

13）を用いる。Pioneer 2には Saphiraと呼ばれる、ロボット操作関数が用意されており、
これを Visual C++で作成したＤＬＬから呼び出すことによって利用することができる。 
本研究で用いた主なロボット操作関数を表３に示す。 

 

図図図図    13131313        使用ロボット（使用ロボット（使用ロボット（使用ロボット（Pioneer 2Pioneer 2Pioneer 2Pioneer 2））））    

表表表表    3333        本研究で用いたロボット操作関数本研究で用いたロボット操作関数本研究で用いたロボット操作関数本研究で用いたロボット操作関数    

関数名 引数 動作 
sfConnectToRobot ポートタイプ、ポート番号 シリアルポートを介して 

ＰＣとロボットを接続 
sfDisconnectFromRobot なし 接続中の通信を切断 
sfSetVelocity 速度[mm/s] 与えられた速度で前進 
sfSetDHeading 角度[dec] 与えられた角度ぶん左回転 
sfSetPosition 距離[mm] 与えられた距離だけ前進 
sfPause 時間[ms] 与えられた時間だけ停止 
sfOccBox 返り値の指定、基準点のＸ座

標、基準点のＹ座標、対象領
域の奥行き、対象領域の横幅 

対象領域内に障害物がある
かどうかを調べる 

 
障害物に激突するのを避けるために、sfOccBox関数を用いる。基準点を中心として設定
した対象領域内をセンサを用いて調べ、領域内に物体が検出された場合は、他モジュール

の移動命令よりも優先的に停止命令が働くようにしている。図で表すと、図 14のようにな
る｡図中の網掛け領域に物体が検出された場合、ロボットは強制的に停止する。 
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ロボット 

対象領域 

 

 

 

 

基準点 

（引数で指定）  

 
図図図図    14141414        警戒処理警戒処理警戒処理警戒処理    

 



 28 

第 3章  実験 

システム動作を確認、およびシステムの有用性を確認するために行った実験を以下に示

す｡ 

3.1  物体探索実験物体探索実験物体探索実験物体探索実験 

画像情報から得られる色情報を用いて、ごく狭い空間における物体探索を行う処理につ

いて実験を行った。 

3.1.1  内容 

ロボットに対する依頼は、「紫色の箱を取ってくる」というものである。ロボットが人と

の対話によって依頼内容を知ることができるか、および正しい画像処理を行って物体を検

出できるか、また検出された物体の元へ移動できるかを確認するための実験である。ただ

し、依頼内容は「取ってくる」となっているが、現行のロボットには物を取得する機能は

実装していないため、ここでは「物の方向を向いて側まで移動する」までの行動を「物を

取ってくる」動作として行わせる。実験の流れは以下のようになる。 
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人がロボットに音声で依頼 

ロボットが命令を受け取り、  

必要情報を抜き出す 

必要な情報が

そろったか？ 

足りない情報を求める 

メッセージを発行 

人が音声で  

不足情報を送る 

受け取った色情報を 

もとにロボットが画像処理 

検出 

できたか？ 

検出失敗の 

メッセージを発行 
検出領域が視界中央に 

来るように向き変更 

検出物体の側まで移動 

検出・移動終了の 

メッセージを発行 

No 

Yes 

No 

Yes 

 

図図図図    15151515        物体探索実験の流れ物体探索実験の流れ物体探索実験の流れ物体探索実験の流れ    

 

3.1.2  結果 

以下、物体探索実験で行われた人-システム間のやり取り、およびロボットの動作を順を
追ってまとめる｡ 

 
依頼者：「その箱を取って」 
 
{ロボットは既知の情報から「箱」を「取ってくる」動作をすべきと認識} 
{「箱は四角い」という既知情報より、依頼文「四角い箱を取ってくる」を作る} 
{ロボットは色情報が欠けていることを知り、色情報を問う質問を返す} 
 
ロボット：「対象物体の色を教えてください」 
依頼者：「紫色です」 
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{先ほどの依頼文を、「紫色の四角い箱を取ってくる」に修正する} 
{ロボットは依頼文が完成したことを知り、確認の質問をする} 
 
ロボット：「紫色の四角い箱を取ってくる、でよろしいですか」 
依頼者：「はい」 
ロボット：「要求を受理しました。処理を開始します。」 
 
{ロボットは依頼文の条件から「紫色」領域を取り出す画像処理をする} 
{ロボットは検出領域が中心に来るようにその向きを変え、側まで移動する} 

 
ロボット：「対象物体に到達しました。処理を終了します」 
 

 

図図図図    16161616        物体探索実験（左：探索前、右：探索後）物体探索実験（左：探索前、右：探索後）物体探索実験（左：探索前、右：探索後）物体探索実験（左：探索前、右：探索後）    

この実験により、音声から情報を受け取って取るべき行動を確定する処理、画像処理に

よって対象領域を検出する処理、および検出した物体の側へ移動する処理が正確に行われ

ていることを示した｡ 
 

3.2  位置特定実験位置特定実験位置特定実験位置特定実験 

室内のランドマークを認識し、現在位置を特定する処理について実験を行った。 
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3.2.1  内容 

部屋中の２つのランドマークが見える場所をカメラ位置とし、同一位置での位置特定を

複数回行って実世界での位置と整合性がとれているか、誤差がどれほどの値になるか等を

調べた｡ 
この実験では、人との対話部分は使用せず、カメラ操作によるランドマーク認識および、

現在位置の計算のみを行った｡ 
 

3.2.2  結果 

ランドマーク認識による位置特定を行った結果を以下に示す。 
 計測回数：２０回 
 有効値検出回数：１９回 
 （１回は雑音の影響によるランドマーク認識失敗） 
 

表表表表    4444        位置特定実験結果位置特定実験結果位置特定実験結果位置特定実験結果    

 計測値
[cm] 実世界での位置[cm]・向き[dec] 計測平均値との誤差

[cm][dec] 
Ｘ座標 最大値 130 

最小値 90 
平均値 104.74 
分散 161.77 

標準偏差 12.72 

130 25.26 

 
Ｙ座標 最大値 390 

最小値 310 
平均値 361.58 
分散 308.03 

標準偏差 17.55 

390 28.42 

 
角度  最大値 -18.2 

最小値 -12.1 
平均値 -14.7 
分散 2.106 

標準偏差 1.452 

-10.0 4.70 
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図図図図    17171717        第１ランドマーク（赤）の認識第１ランドマーク（赤）の認識第１ランドマーク（赤）の認識第１ランドマーク（赤）の認識    

 

 

図図図図    18181818        第２ランドマーク（緑）の認識第２ランドマーク（緑）の認識第２ランドマーク（緑）の認識第２ランドマーク（緑）の認識    

実験の結果、おおよその位置特定、および角度算出は成功したが、実世界の値との誤差

が大きく生じた｡また、同一位置からの測定にもかかわらず、試行ごとに得られる値の差が

大きく開いた。これらの原因については 3.5で考察する。 
 

3.3  音声誘導実験音声誘導実験音声誘導実験音声誘導実験 

操作者の誘導にしたがって動き、目的地へたどり着けるかどうかの実験を行った。 

3.3.1  内容 

ロボットがいまだ学習していない場所へ行くような探索依頼を出し、ロボットが誘導に

よって移動できるかを調べた｡誘導先は、ランドマークが見える場所とし、障害物などに阻
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まれてランドマークが見えなくなるようなことはないものとした。以下に実験の流れを示

す。 
 

対話によって依頼文確定 

ロボットは記憶地図中を検索するが、いまだ 

学習していない場所であることを知る 

誘導を求める 

メッセージを発行 

人が声によって方向を指示 

指示にしたがって  

ロボットが移動 

場所確定の 

指示がきたか？ 

ランドマーク認識により  

現在位置を特定 

No 

Yes 

現在地を目的地として学習 

学習完了メッセージを発行  

図図図図    19191919        音声誘導実験の流れ音声誘導実験の流れ音声誘導実験の流れ音声誘導実験の流れ    

 

3.3.2  結果 

本実験における、人-ロボット間のやり取り、システムの動作の一例を順を追ってまとめ
る。実験開始時、ロボットは「吉崎の机」の場所を記憶していない。 
  
 依頼者：「吉崎の机の上にある赤い本を取って」 
 
 {ロボットは依頼文作成に必要な情報が全てそろったのを知り、確認の質問をする} 
  
 ロボット：「吉崎君の机の上にある、赤い本を取ってくる、でよろしいですか」 
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 依頼者：「はい」 
 
 {ロボットは「吉崎の机」が場所情報であることを知り、記憶地図から探す} 
 {記憶地図中に無いことを確認し、依頼者に誘導を求める} 
 
 ロボット：「目的地となる物体の位置は学習していません。誘導をお願いします」 
 
 {以後、ロボットは依頼者の「右」「左」といった言葉に反応して動く状態になる。} 
 {依頼者は言葉による誘導でロボットを目的地まで移動させる} 
  ： 
  ： 
 {移動完了後、依頼者が到達を継げる} 
 
 依頼者：「そこです」 

 
{メッセージを受けたロボットは、カメラを移動させてランドマーク認識を行う} 

 
ロボット：「現在位置を記憶しました。この情報を次回以降の検索に役立てます。

ありがとうございました」 
 
 
この実験により、対話による誘導によってロボットが移動できることが示せた（図 20）。 
 

 

図図図図    20202020        誘導によって到着した目的地誘導によって到着した目的地誘導によって到着した目的地誘導によって到着した目的地    



 35 

3.4  地図情報を用いた移動実験地図情報を用いた移動実験地図情報を用いた移動実験地図情報を用いた移動実験 

地図情報を用いて、誘導無しで目的地まで移動を行う処理について実験を行った。地図

情報は、あらかじめファイルに記憶してあるものとした。 
 

3.4.1  内容 

ロボットが既に記憶されている場所へ行くような探索依頼を出し、ロボットがその位置

まで移動できるかどうかを調べた。目的地には、「吉崎の机」を指定し、3.3 の実験時とは
異なる初期位置から始めた｡3.3 において、ランドマーク認識による位置特定が出来なかっ
たため、本実験では「吉崎の机」の位置は前もって手作業でファイルに書き込んだものを

使用した。移動の際、間に障害物がくることはないものとし、初期位置は、ランドマーク

による位置特定が可能である場所とした。実験の流れを以下に示す。 

対話によって依頼文確定 

記憶地図から、  

目的地の座標を特定 

ランドマーク認識によって  

現在位置特定 

目的地までの方向・向きを計算 

計算結果を元に 

ロボットが移動 

移動完了メッセージを発行 

 

図図図図    21212121        地図情報を用いた移動実験の流れ地図情報を用いた移動実験の流れ地図情報を用いた移動実験の流れ地図情報を用いた移動実験の流れ    

3.4.2  結果 

以下、人-ロボット間のやり取り、およびシステムの動作を示す。 
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 依頼者：「吉崎の机の上の赤い本を取って」 
 

 {ロボットは依頼文作成に必要な情報が全てそろったのを知り、確認の質問をする} 
  
 ロボット：「吉崎君の机の上にある、赤い本を取ってくる、でよろしいですか」 
 依頼者：「はい」 
  

{ロボットは「吉崎の机」が場所情報であることを知り、記憶地図から探す} 
{記憶地図中に存在した場合、記憶してあるＸ座標、Ｙ座標をもとに地図上に場所
を展開} 

 
 ロボット：「要求を受理しました。処理を開始します」 
  
 {ランドマーク認識を行って現在位置を特定する} 
 {現在位置と地図情報からの情報を比較し、向くべき方向と移動すべき距離を求め 

る} 
{求められた方向と距離を元にロボットが移動} 
  ： 
  ： 
{移動完了} 
 
ロボット：「移動が完了しました」 
 

 

図図図図    22222222        地図情報を用いた移動実験（左：移動前、右：移動後）地図情報を用いた移動実験（左：移動前、右：移動後）地図情報を用いた移動実験（左：移動前、右：移動後）地図情報を用いた移動実験（左：移動前、右：移動後）    
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図図図図    23232323        相対距離計算時の地図情報フォーム相対距離計算時の地図情報フォーム相対距離計算時の地図情報フォーム相対距離計算時の地図情報フォーム    

ランドマーク認識によって特定された現在位置は多少の誤差があるものの実世界での位

置に近いものであり、進むべき方向、距離も目的地に到達するのに十分な値が得られ、ロ

ボットはその値どおりに移動した。図 23では第２ランドマークとの距離による候補点が挙
がっていないが、これは第２ランドマークとの距離が接近していたため、カメラの上向き

限度角においてもランドマークを中央にとらえることが出来なかったためである。この場

合は第２ランドマークから得られる情報は角度情報のみを利用し、距離・向き情報の両方

が得られた第１ランドマーク認識の結果と合わせて位置を特定する。この実験により、記

憶している地図情報を移動に利用できることが示せた｡ 
 

3.5  考察考察考察考察 

前節までの実験において、注目すべき点を挙げ、考察する。 

3.5.1  現在位置特定の誤差に関する考察 

3.2で行った位置特定実験において、システムがランドマーク認識により求めた現在位置
および向きは、実世界上のそれと比較して近い値ではあるものの、明確な差が見られた｡ま

た、同一条件で位置特定を行ったにもかかわらず、求まる値には大きな開きが見られた。

この原因について考察する。 
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計算による位置と実世界上での位置の違いの原因としては、あらかじめシステムが記憶

してある情報に誤差があることが考えられる。システムに与えてある部屋の広さやランド

マークの位置は、全て人の手で、メジャーなどによって計測された値であるためにこの時

点で誤差が生じた可能性がある。実世界上でのロボットの位置についても同様に人の手に

よる計測のため、ここでも誤差発生の可能性は考えられる。 
ただし、システムが持っている初期値によってのみ誤差が引き起こされていたのだとし

たら、誤った値を出したとしても、計測を複数回行った際に、その値は安定するはずであ

る。複数回の計測の中で、値に開きがあることには別の原因があると考えられる。 
計算によって求めた値に開きがあることの原因としては、画像認識の際の重心位置が不

安定であることが考えられる。ランドマーク認識の際に用いている画像処理は 2.3.2で述べ
ているが、この手法で認識を行うと、大きな雑音によって領域が寸断されたとき、重心が

動いてしまう（図 25）。これをカメラが感知し、動いた重心のほうへレンズを向けて計測し
たとすれば、得られる距離や方向にはずれが生じることになる。ずれ自体はわずかだが、

それを元に求まる距離や向きの値は、ランドマークが遠ければ大きな誤差となってあらわ

れる。 

 

図図図図    24242424        領域分割による重心のずれ領域分割による重心のずれ領域分割による重心のずれ領域分割による重心のずれ    

その他の原因としては、システムが座標を 20cmを一辺とするブロック単位で管理してい
ることが考えられる。もし、２つのブロックの境界線となるような位置にロボットがいた

とすれば、僅かな値のずれによって、属するブロックは変化することになる。これにより、

計算時は1cmの誤差だったものが座標として表す際には20cmの差になって表れてしまう。 
 

3.5.2  ランドマーク認識に関する考察 

3.2 の実験により、画像処理による領域抽出は問題なく行われていても、3.3 におけるラ
ンドマーク認識は失敗することが多かった。このことについて考察する。 
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考えられるランドマーク認識の失敗する条件は、以下のようなものがある。 
・ 障害物などに阻まれてランドマークが見えない 
・ 別の特徴領域をランドマークとして誤認識する 
・ ランドマークが小さすぎて領域として判断できない 
 
障害物に阻まれてランドマークが見えない場合に対する対策は、実際に生活環境内でシ

ステムを動かす上で考慮しなければならない問題であるものの、実験 3.3に関して言えば、
ランドマークとカメラとの間に障害物がないものとして実験を行ったので、これは原因か

ら除外される。 
実験 3.3で誘導された目的地には、第１ランドマークとの距離は近く、第２ランドマーク

との距離はかなり遠いものである場合があった｡このことから、第２ランドマーク認識時に、

ランドマークとロボット間の距離が遠すぎたために、ランドマーク領域が雑音として判断

される大きさ内にとどまってしまったことが考えられる。 
また、現行のシステムではランドマーク認識に色特徴のみを使用しているため、別の特

徴領域をランドマークと誤認識してしまう可能性は少なくないといえる。今後の研究課題

として、より誤認識の少ない、どの位置からでも認識可能なランドマークを考案すべきで

ある。 

3.5.3  本システムの有用性に対する考察 

今回行った実験から示せる本システムの有用性について考察する。 
 
まず挙げられるのは、実験において、操作者の行ったことは音声による対話のみである

という点である。複雑なコマンド入力やキーボード操作無しでロボットを操作できるとい

うことは、当初の目的であった「人にとって使いやすいインタフェース」を十分満たして

いるといえる。 
さらに有用な点として挙げられるのは、地図情報を用いて、場所移動を誘導無しで行え

た点である｡画像処理で認識の難しい「机」を、場所情報によって記憶管理することは、室

内で物体探索処理を実現するために大いに有用であると考えられる。 
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第 4章  おわりに 

本研究では、人にとって使いやすいインタフェースを兼ね備えた、周辺環境学習システ

ムを構築した。システム理念としては生活環境に投入するロボットにおいて有用であるこ

とが実験を通じて明らかになったが、現行のシステムではまだまだ修正・解決すべき点が

多いことも明らかになった。今回は実験の際の前提によって起こり得なかった、依頼文に

同一属性の特徴が複数含まれていた場合の認識、物体にランドマークが隠されてしまった

場合の処理、ランドマークの誤認識、直線移動のみで到達できない目的地への移動の問題

などはその一例である。 
今後の展望としては、本システムをより多くの生活状況の中で使えるように改良すると

ともに、ロボットに物体取得の機能を持たせ、生活環境内で動く実用ロボットの実現を目

指していきたいと考えている。 
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