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論文概要 

本研究では寝たきりの高齢者や怪我で動けない人の介護者の負担を減らすために同じ部

屋に置いてあるものならば、介護者の代わりに物を取ってくるロボットを提案する。 

ここで物を取ってくる介護ロボットを考えた時に必要な機能としては 

１．ターゲットの場所の認識（指差し行動、視線、顔の向き） 

２．ターゲット自体の認識（画像認識） 

３．見つからなかったときの音声による確認 

以上のような３つの機能が必要である。 

そこで本論文では１番の依頼者の指差し行動によってターゲットの場所を見つけること

を目的とする。 

そのためのロボットビジョンとしてはユーザーを見るカメラと指している対象を見るカ

メラの２組のステレオカメラシステムを構築した。 

これにより本来人間の首によって行われるスムーズな動きをロボットでも行うことがで

きるようになる。 

本論文では二組のカメラシステムを構築し、ユーザーを見るステレオカメラで人の指差

し情報を得て、対象物を見るステレオカメラを動かすことを行った。 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

The Japan is becoming an aging society. Senior persons can not receive sufficient 

care. We propose care robot bringing the thing. The user indicates the target object,the 

robots understands it himself. The robot need to recognize two ability. One is that the 

robot finds the angle of user’s arm. Another is that the robots finds the target object. In 

the case of us, We use the neck quickly when we see the two objects. A move of camera 

is slow. We propose two stereo cameras systems. One stereo cameras look user,another 

stereo cameras look the target object. The camera which looking the target object turns 

from user’s pointing. 
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第1章 序論 

本章ではまずこの研究の意味として研究背景とそこから生じる問題点、そしてその解決

方法を述べる。 

１―１ 背景 

現在、ニュースでも取り上げられているように日本は人口の６５歳以上の人が１４％を

占める高齢者社会といわれている。それに加えて最近は少子化が進み、生まれる子供の人

数自体が減少している。そして晩婚化も進んでこれからより高齢化の問題は深刻化してい

くと思われる。それにより必然的に高齢者を介護する介護者の人数もたくさん必要になっ

てくることが予想される。そしてこれからも高齢者は増加傾向にあるので、この問題は年

が経過するほど深刻になるであろう。 

日常生活の中で物を取ってくるという行為は必ずあるものであり、何十回と繰り返され

る動作である。それゆえに介護者にとっての負担は大きいものである。同じ部屋にいれば

よいが、もしほかの部屋で仕事をしているときなどは大変な負担になるであろう。 

１－２ 現在の問題点 

上記のような問題があるにもかかわらず介護者、またはヘルパーは慢性的に不足してい

る。これはその仕事が内容的に大変厳しいためや賃金が安いなどの原因だと言われている。

実際精神的にも厳しいのは当たり前だが、体力的にもベットに寝かせるために、人を持ち

上げたりするなどという力仕事があるなど、様々な原因がある。 

このような慢性的なヘルパー不足により、ヘルパーに来て欲しいのに来てもらえない、

または十分なサービスを受けることができない、などさまざまの問題がある。法による制

度も整い始めているがまだまだ十分であるとはいえない。 

以上のようなことを考えるとヘルパーの仕事を全部こなせる介護ロボットを作るのが一

番良いのだが、そのようなロボットは現時点では到底不可能である。 

  

日本大学人口研究会によると介護老人負担は４０代女性において１９９０年では１５人に

１人だったのが２０２５年では２人に１人になると予測されている。 
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 そして高齢化が進むことで「介護される側も老人、介護をする側も老人」なんて状況が

いつか来るかもしれないであろう。 

 

１－３  解決方法 

そこで本研究ではこの問題を解決するために介護ロボットを提案する。しかしいきなり

全ての世話ができるロボットを作るのは無理なので、少しでも介護者の負担を減らすロボ

ットを考える。そこで介護ロボットの機能の一部を持ったロボット、物を取ってくるロボ

ットを提案する。これは同じ部屋にあるもの、りんごなどの手に乗るぐらいのものを取っ

てくるロボットである。これができれば、もし介護者が別の部屋にいたとき本来なら隣の

部屋からわざわざ介護者を呼んでこちらの部屋に来てもらい、物をとって、また別の部屋

に戻るという行為をなくすことができる。これにより介護者の負担を減らすことができる

はずである。また、依頼者の精神的負担、これは主に人間に依頼すると一回や二回程度な

らいいのだが毎日、何回もとなるとすまないという気持ちが生まれてしまうはずである。

しかし相手がロボットならそのような遠慮は一切ないはずである。 

 

１－４  本論文の目的 

本研究ではロボットと人間との対話を助けるために指差しの行動を認識して、指してい

る方向を見つけるシステムを作ることが目的である。カメラで人の映像を認識して、そこ

から対象物を探すことを行う。具体的には人をずっと見ているカメラ（固定カメラ）を二

台用いて人の指差し方向を左右で認識し、そしてその方向を可動式のカメラで追跡すると

いうものである。 

なぜこのようなことをステレオカメラを行うかというと、人間においてはそのような動

作は指を指している人を見て、その指されている方向を見て、また人を見る。このような

行為は首を振ることで自然にやっている。しかし、ロボットにおいては首を振るという行

為はとても時間がかかり大変なことである。そこで人を見るカメラとその対象物体を追う

カメラの二つに分けて行うことによりその負担を減らし、依頼者と自然な対話で指を指し

ている方向を求めることができるであろう。今回は mario【１】というアプリケーションの

片方の手の動きにあわせて二台の可動式カメラを動かして対象物体を画像中に見つける実

験を行う。 
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１－５ 本論文の構成 

第１章では、現在の高齢化社会の時代的背景、そしてそこから生み出される問題点、そ

してそれらの解決方法を示し、この研究の目的を述べる。 

第２章では、使用したハードウェアについて述べる。 

第３章では、この論文の主となっている指差しシステムについてどのような順序でター

ゲットの場所を見つけるかを述べる。 

第４章では、実際にターゲットの場所を見つけることができたのか述べる。 

第５章は、まとめとする。 
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第2章 システム構成 

２－１ 使用カメラ 

本研究では人を認識するために二台の IEEE1394 カメラ（ソニーの DFW-V500 デジタル

カメラ）を使う。このカメラは産業用カメラとしてメジャーになりつつあるカメラで IEEE

の高速転送機能を活用したカメラである。撮影したデジタル画像を圧縮せずにパソコンに

転送する能力を持っている。写真は図１である。 

方向を探すカメラとして（ソニーの EVI-D100）カメラ二台を使う。このカメラの水平方

向に±１００°まで動くパン・チルト機能を持っている。またこのカメラは VISCA という

通信コネクタがある。これのよってカメラをコンピュータから動かすことができるように

なる。写真は図２である。 

 

 

 

 

 

 

図 1  デジタル１３９４カメラ 
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図 2 EVI－D100 カメラ 

 

 

またカメラをコントロールするためのVISCAケーブルはシリアルケーブルと以下のように

接続を行う。 

 

図 3  ＶＩＳC A コネクタ 

 

    図 4  シリアルコネクタ 
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VISCA     シリアルコネクタ 

１ ――――――――→６ 

２ ――――――――→４ 

３ ――――――――→２ 

４ ――――――――→５ 

５ ――――――――→３ 

  （７，８はショート） 

 

２－２ ハードウェア   

使用したパソコンは 

・ プロセッサ：Intel(R) Pentium4 CPU2.4GHz 

・ OS：VINE LINUX2.5 

・ メモリ：１０２２MB RAM 

・ キャプチャーボード GV-VCP2M/PCI×２  

・ VISCA ケーブル 
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２－３ カメラキャリブレーション 

カメラによって得られた実世界の座標とコンピュータの中の座標を合わせるためにカメ

ラキャリブレーションを行う。今回は Tsai の方法による方法を使用した。 

Tsai のキャリブレーションはピンホールカメラモデルに基づくキャリブレーションであ

る。今回は２次元平面にマーカを配置して行う。 

1. スチレンボードを利用してキャリブレーション用マーカを作る。（図５） 

各点の間隔は１５０mm である。 

2. それを配置したカメラで静止画を撮る。 

3. 各赤い点の画像中の座標を求める。 

4. それらを世界座標の X,Y,Z 座標、画像中の X,Y 座標の順でファイルに保存する。 

5. そのファイルから Tsai のキャリブレーション方法により変換するための回転行列と

平行移動ベクトルを求める。 

 

 

図 5  キャリブレーションマーカ 

 

具体的なデータは 

35 350 0 14 210  

35 500 0 86 211  

35 650 0 161 210 

    ・ 

    ・ 

485 650 0 156 187 

485 800 0 208 186 

485 950 0 260 187 



 12

以上のデータからのキャリブレーション結果は 

Tx = -649.210182,  Ty = 90.815709,  Tz = 1084.821036  [mm] 

Cx=160.0000,Cy=120.0000 

 

| -0.031328   0.999508   0.001243  | 

R=| 0.006834   -0.001029   0.999976  | 

| 0.999486    0.031336  -0.006798  |  

 

T は平行移動ベクトル、R は回転行列、C はディジタル画像中での原点座標である。 

これより世界座標を（X、Y、Z）とすると 

 

Xf(画像中の X 座標)=-0.031×X + 0.99×Y + 0.0012×Z + Tx + Cx 

 

Yf(画像中の Y 座標)=-0.0069×X + -0.0010×Y + 0.99×Z + Ty + Cy 

 

となる。これによって三次元データを二次元データに変換することができる。 
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第3章 指差しシステム 

このシステムは、二台のカメラで人の情報を得て、それをもとに可動式のカメラを動か

して物があると想定される範囲にカメラを向けることが目的である。 

そのためにその段階を３つに分けて述べる。 

３－１ 人間の認識 

IEEE1394 カメラを二台使って人間の認識をする。これには九州大学で公開されている

mario【1】というアプリケーションソフトを利用する。画像中から肌色の部分三箇所を見

つけて（主に顔、右手、左手）、その三箇所の情報から３D の人を表示するというソフトで

ある。 

３－２ 顔、右手、左手の認識 

これは上記のプログラムを利用して画像中から肌色部分を見つけてそこに枠を表示させ

ている。常に認識されていればいいがもし認識されずにとびとびに認識されたときは事前

の数値を使う。ｍario において顔、右手、左手の認識としては画像中の以下にあるような

初期位置にある肌色の部分に顔、そしてそれぞれ左右に左手、右手を当てる。ただし顔の

部位だけは一番肌色の認識が多かった部分になる。 

 

 

図 6  m a r i o の各部位の認識初期位置 
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３－３ 手の移動方向 

一般に人がいて何か物を人にとってきてもらうように頼むときは、まず頼まれるほうの

人を見てから、手をその対象物体の方向に動かして、そして指し終わったら手はその位置

に静止して、また相手を見るはずである。つまり指している方向を認識するには初期状態

の手の位置からどれだけ手が動いているかの情報を得ればよい。 

 

手の動きを追うカメラとしてはその一連の手の動き（静止１→動作１→静止２）を見つ

けることから始まる。そして動作１が発生したときの手の動きとしては、指を指し終えた

ためにそこで静止する、または、まだ手が対象物体を指すために動いている途中であり引

き続き動作→静止の二通りが考えられる。静止ならそのときの画像の中に指している対象

物体があるとする。 

では実際に動作、静止という判断はどう行うかが重要になる。今回これは片方の手の情

報から得ることにする。具体的には一定間隔ごとに認識されている手の中心座標を保存し

ておいて、新しく得た座標との差によってカメラを右、または左に動くようにする。つま

り直前の座標との相対的な移動距離より求める。 

 

まず 

ｘ＝（現在の画像の指している方の手の X 座標）―(以前の画像の指している方の手の X

座標) 

  

を求め、そしてその絶対値が今回はｘ＞１５だったら腕が動いていると判断してカメラを

動かする。 

 

その向きはｘの＋、－によって決定する。 

 

またどちらの手が物を指しているかは右手と左手の高さを比べて高い位置の方の手を指

している手とする。 

 画像は３０フレーム毎に前の画像と比較してその差が一定値以上ならその方向に腕が動

いたと認識してカメラを動かす。そのときの動く角度は３０°である。 
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第4章 システム稼動 

４－１ カメラシステム 

 まず行ったことは mario を使えるようにする。しかし公開されているのは製作者の独自

のドライバで書かれているためにまずカメラドライバを書き直ことが必要である。 

 そして可動式のカメラを二台動かすためにキャプチャーボードをパソコンに二枚差して

二画像同時にキャプチャーできるようにする【２】【３】。また可動式のカメラに動くよう

に命令を送るために VISCA ケーブルをシリアルコネクタにつないでそれを USB に変換し

て接続する。システム全体の画像は以下になる。 

 

 

 

 

図 7  パソコンとカメラ全体のシステム 
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４－２ 物体認識 

カメラを図３のように配置してシステムを起動する。 

 

図 8  四台のカメラを配置 

 

このシステムは移動ロボットに乗せることを前提として考えているので図７のような立

体的な配置になる。これによりロボットの目としての役割を果たす。 

 

システムの最初の画面は以下のようになる。 
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図 9  m a r i o とキャプチャー画像の初期画面 

 

 

ここで上の段の右二つの画像は IEEE1394 カメラによる画像で黄色い枠はそれぞれ顔、

右手、左手を指している。この枠の決め方は肌色の検出部分が一番大きいところを顔とし

ている。もし三箇所全部認識されなかったときは手の部分が頭と認識されてしまうような

ときもある。 

上段左の画像はアプリケーション marioが二枚の IEEE1394 カメラの映像を元に作り出

した画像である。 

 そして下の二枚の画像が可動式のカメラで腕の動きに対してこのウインドウの画像が動

く。 

人間の動作としては人間から見て左にある赤いトマトを指す動作を行なっている。 

 

そして次は物を指し始めた画像である。 
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図 1 0  ゆびさし行動の途中画像 

 

 

 そして次に最終的なカメラが動かなくなったときの画像である。 

 

 

 
 

図 1 1  カメラが止まったときの画像 
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４－３ 結果 

 まず全ての人間を捕らえるほうの固定カメラは左手の認識はうまくできていたが右手、

顔の認識はうまくいっていなかった。 

 これの原因としては画面右上の照明の影響を大きく受けたせいだと思われる。 

しかし物を指す左手の検出はうまくいっている。 

図８の途中の画像だがこれも腕を動かした方向にカメラが正しく動いた。 

図９の画像においてはここでカメラの動きが止まった。人間の動きもここで完了してい

る。これにより mario システムにおいて画像情報をカメラの動きの連動性が取れているこ

とが分かる。 

 

以下に最終的な EVI カメラの画像を載せる。 

対象物体（今回は赤いトマト）を画像中に捕らえることができた。 

 

 

図 1 2  E V I カメラ（左側）からの最終画像 

 

 

図 1 3  E V I カメラ（右側）からの最終画像 
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４－４ 考察 

画像中の手の動きに対してカメラは、腕が右に移動→カメラ右に移動→腕が右に移動→

カメラ右に移動→腕停止→カメラ静止→目的画像が得られる。今回のシステムにおいては

手の動きによってどちらの手が指を指しているかを認識してその動きに対してカメラをそ

の方向に動かすというシステムを構築した。しかし実際の結果としては指しているものを

可動式のカメラがとらえることができたが、腕を指すときの速さによっては行き過ぎてし

まったり、または誤認識してしまったときの修正などができていないなどの問題がある。 

また高さによるカメラ移動も考慮に入れていないのであまりに高さの違う物体を指され

たときにカメラは見つけることができない。 

今回のシステムにより mario というアプリケーションにカメラの操作を付け加えること

ができた。これにより mario というアプリケーションの内部データを使ってカメラ操作を

することができるようになる。 

 

４－４ 今後の課題 

今回のプログラムでは横の動きに対してはカメラの連動があるのだが、縦の動きには対

応していないので縦の動きに対しても動くようにする必要がある。 

 

また顔、右手、左手の各部位の認識において物を指すほうの手の認識はうまくいったの

だが顔ともう一方の手はあまりうまくいかなかった。これは照明が原因であると前に述べ

たがこのロボットの性質上室内での使用を考えているので、自動的に改善するようにしな

ければならない。 

今後の課題としては今回は物を指すほうの手の値を使ってカメラを動かしたので、今度

は mario の手の値と顔の値から腕の角度（これは三次元方程式の形になる）を求めて、そ

のデータをもとにカメラを動かし、対象物を探すようにするべきであろう。 

これにはまず IEEE1394 カメラにおいてキャリブレーションをとり、そして可動式の

EVI カメラで正面を向いているときのキャリブレーション、３０°右を向いているときの

キャリブレーション、６０°右に向いているときのキャリブレーションと各９０°、－３

０°、－６０°、－９０°の角度においてキャリブレーションをとる。そして人間の腕の

角度が世界座標で求まっていれば可動式カメラの各角度においてその方程式の直線を表示

することによって指しているものの方向が分かるようにする。 
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