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論文概要 

本論文では，人の手助けをするサービスロボットを想定した際に起こりうる様々な問題

の中から，画像処理において物を検出する場合に，物がおかれる環境によって必要な処理

が異なるという問題と，使用していくうちにロボットが次第に人間にとって使いやすくな

るべきであるという問題に着目し，この問題を解決することを目的とした． 
 物がおかれる環境は様々であり，はじめから全ての環境を想定して画像処理を埋め込ん

でおくことは不可能である．そこで本論文では，使用していくうちに次第に環境情報とそ

れぞれの位置で有効な画像処理を得たうえで，それらを相互に結びつけて記憶・蓄積して

いくことで使用環境に応じた画像処理を行うことが出来る手法を提案した．また，人のシ

ステムに対する依頼の対話の履歴をとってそれを利用することで人がシステムを利用する

際の傾向を取得し，次第に少ない対話で目的を達成することが出来る手法も提案し，上記

２つの考えを踏まえたシステムを構築して実験を行い，その有効性を示した． 
本論文では，第１章では序論として，これまでの研究の背景および問題点を整理し，その

解決法を示した。次に第２章では，本論文の提案する環境およびユーザに適応する画像処

理システムについて述べ，第３章では提案したシステムの有用性を実験結果から明らかに

し，第４章は結論とした。 

Abstract 
This paper presents a vision-speech system for service robots that can learn the 

user’s customs and objects fixed in the environment while helping the user, and can 
perform their tasks more efficiently with less user’s burden. We are working on a 
service robot that brings objects ordered by the user through speech.  The robot needs 
vision to recognize the objects. It asks the user for help by speech if its vision fails. In 
early stages, it asks the user for help many times and vision takes time to detect the 
objects, because it does not know much about the environment. We assume that 
humans usually put a particular object on a small number of places. The robot obtains 
such information and the environmental knowledge while accomplishing the user’s 
demands. In later stages, the user does not need to say details because the robot knows 
where the objects usually are.  Moreover, the vision processing time is greatly reduced 
because it knows what operations can work in such cases.  Experiments using a robot 
system show the usefulness of the proposed system. 
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第1章 序論 

本章では、過去の研究の成果および問題点などを整理し、その解決方法を示す。 

1.1 研究背景研究背景研究背景研究背景 

 今日では，ロボットに関する分野の進展はめざましい．SONY社の”AIBO”[1]をはじめと
した様々なペットロボットの登場をはじめ，最近では NEC 社の”PaPeRo”[2]のような，人
と同じ生活空間の中でコミュニケーションをとることが可能なロボットも登場し始めてい

る．かつてロボットと言えば，一般に思い描かれるイメージと実際に工場で動く作業用ロ

ボットの間には大きな違いがあった．しかし現在ではその差が少しずつ埋まってきている

といえる． 
 また，近年の急速な高齢化，それに伴って生じる人手不足などの影響もあり，これまで

のようなペットロボットなどとは異なる，生活環境で人間の手助けをする実用性を兼ね備

えたロボットの必要性が高まってきている．この傾向はこの先もよりいっそう高まると考

えられる． 
 しかし，ペットロボットのような実用性を持たなくて良いロボットの実現と，人の手助

けをするロボットの実現との間には解決しなければならない様々な問題がある．人間にと

っては取るに足らないようなことでも，ロボットにそれをさせるのは非常に難しい状況が

生活環境の中では数多く存在するからである． 
そうした問題の解決に向けて我々はこれまでに，指定された物を取ってくることで人を

支援するロボットを想定し，使用していくうちに次第に生活環境内の地図を獲得するシス

テムを，音声対話と画像処理を組み合わせることによって実現してきた[3][4][5][6]．本研究
はこれに加え，様々な場所において個々の物体を認識する段階にも焦点を当て，システム

全体の中から特に画像処理およびそれを補足する意味合いでの音声の利用部分を中心とし，

研究を行った． 

1.2 問題点問題点問題点問題点 

前項で述べたような実用性を持つロボットの実現には様々な問題がある．ここでは実用

ロボット実現の際に問題となる事象について述べる． 
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まず，現行の画像処理技術と人間のもつ視覚能力との差を，何らかの手段で埋める必要

がある．例えば，人は自分の知っている物体を見た場合には，ある程度の遠近の差，周囲

の明るさの変化，重なりなどがあっても物体を自然に認識することが可能である．しかし

ロボットがカメラから得る画像は単純な色合いのデータにすぎないため，少しの遠近によ

る大きさの変化，昼夜の明るさの差などで大きく得られる値が変わってしまう．さらに物

体同士の重なりやオクルージョンなどの要素も入ってくるため，カメラから得られた画像

のみで物体認識を行うのは非常に困難である． 
そして生活環境で動作することを考えた場合，場面，状況によって使用する画像処理を

選択する必要性が生じてくる．これは工場で常に同じ作業を行う作業用ロボットと違い，

生活環境は各家庭によって異なり，また同じ環境内においても人の行動によって環境は変

化しうるからである．環境が異なれば，そこで要求される画像処理も異なってくる．例え

ば同じ「りんご」を検出する場合でも，常に真っ白なテーブルの上に置いてあるような環

境と，赤い箱の中に詰めてある環境とでは，必要な画像処理は変わってくる．このように

異なる環境下における処理を，前もってあらゆる環境を想定して個別に設定しておくこと

は不可能である．よって，各家庭でシステムが動作を開始した後に，何らかの手段でその

環境における有用な画像処理を得る機構を持たせることが重要である．また，人を支援す

るのが目的であるため，そういった画像処理獲得のための操作に専門的な知識が必要であ

ったり，高度な技術を要求されては意味がなくなってしまう．そのため，生活環境に適応

させる手段は，人にとって負担の少ないものでなくてはならない． 
そして人にとっての負担を小さくするべきという考えは，画像処理を補足する音声対話

の部分についても当てはまる．普段の生活の中で人が人に物を取ってきてもらうことを考

えた場合，依頼するたびに何度も同じことを逐一伝えるということはない．例えば，どこ

に何があるか知らない人間に「りんごを取ってきて」と言った場合，たいてい頼まれた側

は「りんごはどこにあるか」を尋ねる．依頼者は「冷蔵庫にある」と返答し，それを受け

て頼まれた側は肉眼で冷蔵庫を探すか，「冷蔵庫がどこにあるか」を聞いて，依頼を遂行す

ることになる．これはどこに何があるか知らない人間に対しての依頼においては普通の対

話であるが，既に何度も同じ依頼をしたことのある相手への依頼だとすると，依頼者は対

話に冗長性を感じてしまうと予想できる．それは依頼側の考えとして，「何度も依頼をした

経緯から，既にりんごがどこにあるかはわかっているはずである」と思うからである．こ

のことから，人にとって快適な支援を実現するためには，一定の対話に対して一定の反応

をする，というシステムでは不十分であると考えることができる．人がシステムを使用し

ていくうちに，次第に対話で与える情報量を少なくしていった場合でも，システムが人の

省略した部分をなんらかの形で補って依頼を認識し，行動に移れることが必要である． 
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1.3 関連研究関連研究関連研究関連研究 

 前項で挙げた問題を解決するために，数多くの研究がなされている． 
 ロボット視覚の物体認識能力に関する問題については，物体の色や形などの情報，ある

いは３Ｄモデルデータなどを前もって持たせたり，単純背景下の物体画像を得て，そこか

ら獲得させる手法などが取られている．[7]では，取り扱う対象を冷蔵庫内の缶，瓶，ペッ
トボトルなどに限定し，各物体の「大きさ」，「代表色」，そして代表色以外の色領域の配置

などの「２次的特徴」から物体モデルを構築することで，画像からの物体モデルの取得お

よび利用を可能にしている．また[8]などでは，身体を撮像した静止医療画像から，特定の
形状を抽出するための処理手順を自動構築する手法が述べられている． 
 また，環境に応じて画像処理を変化させなければならない問題については，照明条件や

背景の変化への対応問題として非常に多くの研究がなされている．そのアプローチには，

画像の撮像過程をモデル化することで照明の強さを割り出し，照明変化に対する不変量を

求めるもの[9]や，変動する背景と移動物体のそれぞれのオプティカルフローを求め，その
違いから背景と検出物体を切り分けるもの[10]などがある． 
 さらに，システムと人とのインタフェースの役割を担う音声対話についても，様々な対

話モデル，対話システムが提案，研究されている．[11][12]では，人の会話を監視，モデリ
ングし話題となるキーワードを検知したり，キーワードの集合によって表された会話内容

から話題を推測し，それに対応した処理を行うなどの研究がなされている．また[13]では，
会話自体の内容ではなく，会話の基点である「話しかける」段階においての判断モデルを

構築し，システムが人のよきパートナーとして存在するために必要な状況判断が考慮され

ている． 
 

1.4 解決方法解決方法解決方法解決方法 

 前々項で示された問題点，および前項で挙げられた関連研究を受けたうえで，ここでは

本論文の提案する問題解決方法について述べる． 
 画像処理技術と人間の視覚能力との差の問題については，システムにあらかじめ３Ｄ

モデルデータや対象物体に関する様々な情報を与えておいたとしても，この問題を解決す

るには十分ではない．生活環境内において，ある物体が別の物体の陰になる，などの配置

パターンは無限であり全てのパターンに対応できるモデルデータを保持することは不可能

だからである．そこで，なんらかの手段で人間の補助を得られるようにすることで，画像

処理のみでは解決できない部分を補うことを考える．本論文では，人間がシステムを補助
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する手段として音声対話を用いる．これは，音声対話が人にとって最も楽なコミュニケー

ション手段の一つだからである．情報の伝達速度の面から見れば，音声によってシステム

に命令を送るよりもキーボードからコマンドを打ち込むほうが高速と考えられるが，「人

を支援するロボット」という前提の下では，処理速度よりも人にかかる負担の軽減のほう

が優先であるため，本論文では音声対話を用いることとする．また音声対話を用いる際，

前々項で述べた人の対話における情報の省略への対応に関しては，依頼に関する対話の履

歴を保存しておき，そこから省略された情報を推定するという方法を提案する．省略情報

の推定においては，人が行う対話の種類（指定，選択，同意など）に対して対話コストと

いう概念を導入し，コストが最小になるような対話が成立するようにシステムが依頼者に

聞き返したり，確認の問い合わせをしたり，複数候補のうちから選択を促す，などの行動

をとるものとする．これにより，はじめはどこに何があるか，逐一細かく説明しなければ

動かなかったシステムが，使用しているうちに場所を言っただけで「○○ですね」と確認

の問いかけだけになり，最終的には最小限の情報で依頼をしただけでシステムが行動をと

ることが出来るようになる． 
 また，状況によって使用する画像処理を選択する必要性があるという問題については，

画像処理をそれを行う場所および対象物体と関連付けて考える手法を提案する．例えば，

赤いテーブルの上で赤いりんごを探す場合は，単純な色相検出のみではなく，彩度，明度

といった画像から得られる他の要素も考えに入れて画像処理手順を組む，という具合であ

る．しかし初めから全ての背景に対しての画像処理を埋め込んでおくことは無理があるの

で，使用初期，初めての場所を探索する場合には，有効と思われる画像処理手順全てを実

行して物体検出を行う．その結果を依頼者に見せてどの手法が有効であったかを確認し，

その画像処理手順を位置情報と関連付けて記憶させる．こうすることにより，はじめのう

ちは画像処理に時間がかかり，その後の確認作業もあるため依頼者に負担がかかることに

なるが，使用していくうちに有効な画像処理手順が確立し，処理時間もより高速になり，

依頼者への問い返しもなくなるために依頼者の負担も軽減される． 

1.5 本論文本論文本論文本論文のののの目的目的目的目的 

 本論文では，生活環境内において人の依頼を受けて物を取ってきてくれるロボットを想

定した音声対話と画像処理システムを作成し，その構成を示すと共に，様々な実験を行っ

たうえで，提案した解決手法の有用性を証明することを目的とする． 
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第2章 提案するシステム 

 本章では，本論文で提案する生活環境に適応する画像処理システムについて，具体的な

動作や構成について述べる． 

2.1 システムシステムシステムシステムのののの動作動作動作動作 

 システム全体としての動作の流れは，図１のようになる． 
 

依頼を受ける 

対象物体が 

既知か？ 
依頼を問い返す 

No 

探索場所が音声で 

与えられているか？ 

Yes 

対象物体における 

過去の探索履歴を参照 

No 

探索場所の 

環境内での位置は 

既知か？ 

Yes 

履歴をもとに 

探索場所の推定 

（図２参照） 

音声誘導を促す 

対話を返す 

人からの誘導を受けて 

探索場所へ到達 
探索場所の 

特定および移動 既知情報を元に移動 

過去の画像処理履歴を参照 

Yes 

No 

履歴があるか？ 
履歴に基づいて 

画像処理を実行 

様々な処理手順を 

組み合わせて 

画像処理を実行 

（図６参照） 

No Yes 

対象物体の発見 

 

図図図図    1111    システムシステムシステムシステム動作全体動作全体動作全体動作全体のののの流流流流れれれれ    
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 動作の流れは大きく分けると，依頼を受ける，探索場所を確定する，探索場所まで移動

する，探索のための画像処理手順を選択する，画像処理を行う，処理結果の確認の６つの

部分に分けられる．以下では，各部分における動作の詳細について述べる． 

2.1.1 音声による依頼の受付 

 システムは人からの依頼を受けるまでは待機状態にあり，音声による人からの依頼を基

点として「物を取ってくる」ための行動を開始する．依頼文の前提条件として，音声によ

る依頼文には少なくとも対象物体の名称が含まれていることとし，本論文では「あれをと

ってきて」などというような対象物体を特定できないケースは考えないものとする．また，

人からの音声には対象物体の名称のほかに，任意で以下の語句が含まれる可能性があるも

のとする． 
 
 場所を特定する語句： 
「本棚」「机」などの，探索場所を指定する語句であり，依頼文の中に含まれているかどう

かは任意とする．物の名前を「対象物体」と「場所特定の語句」とに区別する基準として

は，先までの研究[3][4][5][6]で用いたものと同様に，生活環境内で位置が頻繁に変わるもの
かそうでないものかを判断材料として前もって分類を行っておくものとする．あらかじめ

システムは，それぞれの名称がどちらの種類に属するかという知識を持っていることにな

る． 
 
 特徴情報を持つ語句： 
「赤い」，「量子力学の」，「○○君の」など，対象物体や探索場所を特徴付ける語句で，こ

こでは前提条件として修飾する語句の直前にくるものとする．「箱を取ってきて．赤いの」

などのような語順の逆転は考慮しない．これらの語句は，システムが部屋中に複数存在す

る物体を区別するために利用する．これにより，例えば生活環境の中に机が複数存在する

場合でも，「＜机の所有者＞の机」という表現によって一意に決定することが出来る． 
 
 位置的情報を持つ語句： 
「本棚の脇」「テーブルの横」などの，ある場所からの相対的な位置を示す語句で，場所を

示す語句の後ろにつくことを前提とする．システムは，「本棚」と「本棚の脇」とでは別の

場所として記憶するが，「本棚の脇」の場所を得る際に既に「本棚」の位置が取得済みであ

った場合，まず本棚の位置へ移動し，その後で人に誘導を依頼するという手順を踏むこと

によって，移動の効率化を図る． 
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人からの依頼文は，必須である対象物体の名称と，上に挙げた語句のいくつかの組合せで

与えられるものとする． 

2.1.2 探索場所の確定 

 人からの音声による依頼を受け対象物体が確定した時点で，システムは物体探索のため

に，物体のある位置の近くまで移動をすることになる． 
 探索場所の確定手順は，音声による依頼文の中に場所に関する情報が含まれているかど

うかで異なる．依頼文の中に場所情報（机，本棚など）が含まれていた場合はそれを採用

する．これは後述する履歴による探索場所の推定行動よりも優先される．これは，音声に

より場所を明確にしている段階で，その場所情報は過去の履歴よりも信頼性の高いもので

あると考えられるからである．例えば人が人に依頼をする状況を考えた場合，いつも本棚

にある本を本棚からとってきてもらいたい場合は，「本棚の本をとって」と明確に言わなく

ても，依頼された側は本棚へ取りに行くだろうと予想できるため，場所情報の省略が起こ

り得る．しかし，いつも本棚にあるが今は机にある本を取ってきて欲しい場合などは，相

手が本棚へ探しに行かないよう，今ある場所を明確にして依頼すると考えられる．ゆえに

本論文では音声情報に含まれる場所情報を優先して処理する． 
 音声に場所に関する語句が含まれていなかった場合は，過去の探索履歴を参照すること

で対象物体が存在する場所を推定することになる．推定に関する行動の流れを図２に示す． 

履歴をもとに 

探索場所を推定 
各場所での 

存在確率を算出 

対話コストの計算 

 最小コストの 

行動を選択 

履歴のみから 

決定 
確認の問い返し 

選択肢を与える 

問い返し 

明確な場所を 

求める問い返し  

探索場所の確定 

 

図図図図    2222    探索場所推定探索場所推定探索場所推定探索場所推定のののの流流流流れれれれ    



 14

システムはまず，探索履歴から対象物体が過去に存在していた場所，およびその確率を

算出する．これは単純に，「その場所で見つかった回数／対象物体の全探索回数」で算出す

る．次にその結果を(1)～(4)式に代入して，その後の対話行動に対してのコストを計算する． 
 

（Ａ＋Ｃ）（１－α）       …(1) 
Ｅα＋Ｂ（１－α）          …(2) 
Ｄ（α＋β）＋Ｂ（１－α―β）    …(3) 
Ｃ       …(4) 

 
(1)～(4)式は，それぞれ，(1)最も存在確率の高い場所に存在すると決定し，人への問い返

し無しに移動を開始する，(2)最も存在確率の高い場所に存在すると推定し，人に「＜対象
物体＞は○○にありますね」という確認の問いかけをする，(3)存在確率の高い二つの場所
を候補に上げ，「＜対象物体＞は○○にありますか，それとも××にありますか」という選

択肢を提示する問いかけをする，(4)「＜対象物体＞はどこにありますか」と，直接人に聞
き返すという行動のコストを示す．また，式中のＡ～Ｅはそれぞれ，Ａ：システムの誤っ

た行動を訂正するコスト，Ｂ：システムの誤った問いかけに対し訂正の対話を返すコスト，

Ｃ：探索場所を音声で指示するコスト，Ｄ：探索場所を選択肢の中から選ぶコスト，Ｅ：

システムの問いに「はい」か「いいえ」で返答するコストを表し，コストの大きさにはＡ

＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ＞Ｅの関係が成り立つものとする．また，式中のα，βはそれぞれ，各場所

の存在確率のうちで最も高いものと２番目に高い確率の値である．(1)～(4)式を計算してそ
れぞれコストを計算し，最小の値を示した行動を用いて探索場所を確定する．また，過去

の探索履歴が全くない場合については，直接人に「どこにありますか」と問い返すものと

する．本節の対話コストの概念における妥当性については，次章の実験 3.2で検証する． 

2.1.3 探索場所への移動 

 探索対象となる場所が確定した後，システムは探索場所へ移動する段階へと移行する． 
探索場所が以前に物体探索を行った場所で，既にシステム上の記憶地図の中に書き込ま

れている場合には，後述するランドマーク認識を行って現在位置を割り出し，そこから目

的地までの相対座標を求めることで移動方向，および距離を算出し，移動を開始する．探

索場所が今回初めて探索を行う場所であった場合には，人からの音声による誘導を受けて

目的の地点まで到達する必要があるため，「音声による誘導をお願いします」といった，人

に誘導を促すメッセージを返し，人からの「右」「まっすぐ」などの音声に対して移動を行

う誘導モードに移行する．また，「もっと」「もう少し」などの程度を表す語句が来た場合

には，「もう少し右」など，方向情報が同時に含まれていればその動作を，「もっと」など
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程度を表す語句のみの場合は，直前の動作に対しての修飾と解釈する．例えば，「左」と言

われた後に「もっと」という語句を認識した場合には，システムはさらに左に曲がり，「ま

っすぐ」と言われた後に「もう少し」と続いた場合には，速度を緩めつつ直進行動を続け

る，という形になる．また，この誘導による人間の負担を軽減するため，例えば「本棚の

横」などという依頼が来た場合に「本棚」の位置を取得済みであれば，一度本棚の場所ま

でランドマーク認識を用いた位置特定によって移動し，その後で上記のような誘導モード

に切り替わる，という手順を取る．そして目的の場所に到着後，システムは次回以降の探

索のためにその場所の部屋中での座標を，後述するランドマーク認識によって記憶する． 

2.1.4 自己位置特定のためのランドマーク認識 

システムが目的の場所にたどり着くため，および目標地点にたどり着いた後にその場所

を記憶地図に書き記すためには部屋中での現在位置を知る必要がある．本論文では部屋中

での自己位置特定のために，画像処理によるランドマーク検出を用いる[14][15][16]． 
ランドマークはシステムが他の物体と混同しないように，単色のものを部屋の天井側の

隅に配置する．ここで，ランドマークの位置と，部屋の幅，奥行き，天井の高さは既知で

あるとする．このときシステムが現在位置を特定するためには，２つ以上のランドマーク

について，それぞれのランドマークとの距離と，ランドマークとカメラを二頂点とした直

角三角形が水平方向になす角度（図３中ではθt）を求めればよい． 
 

θt 

Hr 

Hm 

D 

 
図図図図    3333    ランドマークランドマークランドマークランドマークとのとのとのとの距離距離距離距離のののの算出算出算出算出    

 図３のように，ロボットに搭載したカメラの床からの高さを Hr，ランドマークの床から
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の高さ，すなわち天井の高さを Hm とすると，システムとランドマークとの水平方向での
距離Ｄは次の式によって計算される． 

t

rm HH
D

θtan
−

=      …(5) 

 
部屋中でのランドマークの位置は既知であるため，各ランドマークに対してのＤが求ま

った時点で，現在位置の候補点は図４のように円状に挙げられる．各ランドマークにおけ

る候補点郡のなす円が交わる部分が現在位置と推定できる．画像処理の誤差などの関係で，

推定位置が一意に定まらない場合は，候補点の近傍で誤差が最小になるものを用いる． 
 

図５参照（拡大図） 

Ｄ１ Ｄ２ 

Ｄ３ 

Ｄ４ 

 

図図図図    4444    自己位置自己位置自己位置自己位置のののの特定特定特定特定    

 

d1 

d2 

d3 d4 

D1 
候補点郡の 

近傍点 

 
図図図図    5555    自己位置自己位置自己位置自己位置のののの特定特定特定特定（（（（候補候補候補候補点近傍点近傍点近傍点近傍のののの拡大図拡大図拡大図拡大図））））    
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具体的には図４，５のように，得られた各ランドマークとの距離を D１～D4，候補点郡の近

傍点と各ランドマークとの距離をそれぞれ d1～d4としたとき，下の式を満たす点を選ぶこ

ととする． 

∑
=

−
4

1
|}|min{

i
ii dD     …(6) 

2.1.5 画像処理手順の選択 

探索場所へ到達したのち，システムはその場所から対象物体を見つけるための画像処理

を行う． 
物体を発見する際には，カメラから得られる色情報を含んだ画像に，様々な処理を施す

ことによって特定の色領域を検出する方法をとるが，物体の置かれた環境によって必要な

処理が変化することが考えられる．例えばりんごが赤く，丸いものであるという前提条件

が与えられている場合であっても，それが白い冷蔵庫の中にある場合ならば，赤くて丸い

物体を検出する処理のみで見つけることが可能である．しかし，赤いテーブルの上に乗っ

ている場合を考えると単純な色検出のみではテーブル領域も検出してしまい，りんごを発

見する事が出来なくなることが予想できる．このような場合には，彩度差や明度差など，

他の処理を含めた手順を考慮する必要がある． 
人が手動で様々な画像処理をその場に応じて組合せ，実行させることを考えるならば，

前述のとおり場面ごとに対応することは十分可能である．しかし，システムにあらかじめ，

あらゆる場所，状況，対象物体に対して「このような場所ではこのような処理」といった

ことを記述しておくことは現実的ではない．そこで，このように場所ごとに変化する画像

処理手順を探索物体と探索場所の組み合わせで記憶し，その後の探索に生かすことによっ

て，システムを使用していくうちに次第に場所ごとに適切な画像処理手順を，システムが

選択できるようになる手法を提案する． 
本システムで使用する個々の画像処理を表１に示す．各画像処理が具体的に行っている

内容については次節 2.2で述べる．システムは初めての場所で物体探索をする場合，考えら
れる全ての組合せにおいて物体検出を試みる．このときの組合せの決定の様子を図６に示

す．図中での（）内は，そのときに用いられるパラメータを示している．同様の画像処理

においても，パラメータの与え方によって結果が変わってくるので，いくつかのパラメー

タの場合を考え，パラメータの値を変化させて数回処理を行う必要がある．またこのとき，

あらかじめ得ている物体情報（色や形など）や，対話によって与えられている情報がある

場合は，その部分を考慮に入れて効率化を図る．例えば，依頼文の中で「青い本」と言わ

れている場合には，色領域検出の色相選択において青色領域を優先的に抜き出すようにす

る．また，「りんごをとって」と言われた場合，りんごがあらかじめ赤くて丸いという情報
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をシステムにあらかじめ与えておいた場合には，色領域検出では赤色部分を，形状検出は

円形を用いる，といった具合である．本論文では，最低限の物体に関する基礎情報（色，

形状）は，あらかじめシステムに与えてあるものとする． 

表表表表    1111    本研究本研究本研究本研究でででで扱扱扱扱うううう画像処理画像処理画像処理画像処理    

処理の種類 パラメータ 
明度フィルタ 閾値，検出幅 
彩度フィルタ 閾値，検出幅 
色領域検出 検出色相値，検出幅 

伸縮・膨張フィルタ 試行回数 
領域ラベリング 最低要求面積 
形状検出（円形） 類似度 
形状検出（四角形） 類似度 

 

明度フィルタ 

（閾値、検出幅）  

彩度フィルタ 

（閾値、検出幅）  

取得画像 

色領域検出 

（色相値、検出幅）  

伸縮・膨張フィルタ 

（試行回数）  

領域ラベリング 

（最低要求面積）  

円形検出 

（類似度） 

四角形検出 

（類似度） 

処理画像 

 

図図図図    6666    画像処理手順画像処理手順画像処理手順画像処理手順のののの決定決定決定決定    
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2.1.6 対象物体の発見 

 本システムでは，条件にあった領域を対象物体と仮定して検出するが，検出されたもの

が対象物体であるかどうかまでは，現段階では判別できない．例えば，りんごを検出する

ために赤くて丸いものを探索した結果，赤くて丸いボールも一緒に検出され，システムは

これとりんごを区別することは出来ない．そこで本論文では，検出された画像を依頼者に

明示して，検出した物体が依頼者の望むものであるかどうかを音声とともに確認すること

で，目標物体の発見とする． 
 図７，８，９は依頼者に明示する画像処理結果の例である．図７はカメラからの画像そ

のものであり，図８，９はそれぞれマンゴー（システム内では黄色い丸い物として処理）

を検出する際に，特定の画像処理手順によって検出された結果である．明示された画像に

対し，図８の結果に対しては検出失敗，図９の結果に対して検出成功の指示を音声で与え

ることで，システムはこの場所でのマンゴーの検出に対して図９の処理手順が有効であっ

たことを記録する． 

 

図図図図    7777    画像処理前画像処理前画像処理前画像処理前のののの画像画像画像画像    

 

図図図図    8888    画像処理結果画像処理結果画像処理結果画像処理結果のののの例例例例１１１１    

 

    図図図図    9999    画像処理結果画像処理結果画像処理結果画像処理結果のののの例例例例２２２２
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2.2 扱扱扱扱うううう画像処理画像処理画像処理画像処理 

 本節では，本システムで扱う画像処理，およびその中で用いる表色系について，それぞ

れの詳細を述べる． 

2.2.1 表色系 

 色情報としては，一般に赤，緑，青の三色を基本としたＲＧＢ表色系が通常広く用いら

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領域検出など

の際に用いる表色系としては好ましくない．そこで本論文では，カメラからＲＧＢ表色系

で得られたデータを色相，彩度，明度を基本とするＨＳＩ表色系に変換して処理を行う．

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[17][18][19]が，こ
こではＨＳＩ双６角錐カラーモデルによる変換を用いる．変換式およびその過程を以下の

式に示す．変換式中のＲ，Ｇ，Ｂはそれぞれ，カメラから得られたＲＧＢ表色系データの

それぞれ赤成分，緑成分，青成分の値（０～２５５）とする． 
 
 まず，明度 Iを次式で定義する． 

2/)( minmax III +=     …(7) 
（ただし， },,min{},,,max{ minmax BGRIBGRI == ）  

 
以下では minmax II ≠ の場合を考える． 
（ minmax II = の場合，すなわち R=G=Bの場合は特異点としてここでは除外する） 
 
彩度Ｓを以下のように定義する． 





−−−=>
+−=≤

)512/()(...128
)/()(...128

minmaxminmax

minmaxminmax

IIIISI
IIIISI

　　　　　　
　　　　

  …(8) 

 
続いて，色相Ｈを計算するために r，g，bを以下のように求める． 

)/()( minmaxmax IIRIr −−=     …(9) 
)/()( minmaxmax IIGIg −−=    …(10) 
)/()( minmaxmax IIBIb −−=    …(11) 
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求まった r，g，bと maxI の場合分けにより，色相Ｈを決定する． 

)4(
3

)2(
3

)(
3

max

max

max

rgHIB

brHIG

gbHIR

−+==

−+==

−==

π

π

π

のとき　　

のとき　　

のとき　　

   …(12) 

2.2.2 明度・彩度フィルタ 

 本論文での明度・彩度フィルタは，2.2.1で求めたＨＳＩ表色系の値を用いて，特定の明
度（Ｉ），あるいは彩度（Ｓ）の部分だけを抜き出す処理を指す．実際には閾値あるいは検

出幅を設けて画像中の各画素のＩ値，あるいはＳ値を調べることで処理を行う． 
 これらのフィルタを適用することで，単純に色相（Ｈ）の値のみでは認識が難しい場合

（似た色を持つ物体が重なっている場合など）でも検出が出来る場合がある．明度フィル

タを画像に施した時の処理前，処理後の例を図 10，11に示す．青い机の領域が除外された
ことにより，机の上の青いファイル領域がより検出しやすい画像が得られている．

 

 

図図図図    10101010    明度明度明度明度フィルタフィルタフィルタフィルタのののの例例例例（（（（処理前処理前処理前処理前））））    

 

 

図図図図    11111111    明度明度明度明度フィルタフィルタフィルタフィルタのののの例例例例（（（（処理後処理後処理後処理後））））    
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2.2.3 色領域検出 

 2.2.1で求めたＨＳＩ表色系のうち，色相（Ｈ）の値がある一定の値である領域を抜き出
す．この処理は，音声による色情報の指定の有無によって，以下の二通りの動作を行う． 
 音声で「青い箱」のように色情報が明示的に示されている場合，もしくは「りんご」な

どのように，物体そのものに色情報が含まれている場合はそれを元に，与えられた色相値

近辺の画素を持つ部分を抜き出す．ただし，彩度（Ｓ）が低い場合については，得られる

色相の値が不安定になるため，彩度の低い領域については色相値が条件を満たした場合で

も除外領域としている（ただし白，黒はこの限りではない）．このとき，色指定に用いるこ

とのできる語句およびその時抜き出される画素の条件を表２に示す．また，色の知覚には

個人差があるため，ここでは各色相値間の区切りには多少の余裕を持たせ，重複する部分

も存在するように値を定めている．ここで用いている値，および語句の妥当性については，

次章の実験 3.1にて検証する． 

表表表表    2222    色色色色をををを指定指定指定指定するするするする語句語句語句語句によってによってによってによって抜抜抜抜きききき出出出出されるされるされるされる色領域色領域色領域色領域    

語句 抜き出す領域 

赤 (240<H<255 and I>99) or 
(0<H<15 and I>149) 

茶，ブラウン (240<H<255 and I<100) or 
(0<H<15 and I<150) 

橙，オレンジ 10<H<35 
黄 30<H<45, I>99 
黄土 30<H<45, I<100 
黄緑 40<H<75 
緑 40<H<110 
水 95<H<155 
青 120<H<180 
紫 170<H<245 

桃，ピンク 200<H<250,S>149 
白 I>219 
灰 S<50 
黒 I<40 

 
 前もって音声や物体情報などで色に関する情報が与えられていない場合は，検出する色

相の値を複数定め，その各々について色領域検出を行う．検出する色相値の決定について

は，画像中の全ての画素について色相値のヒストグラムを取り，最も頻度の高い値を中心

としてある程度の範囲を持たせた範囲を検出色相値の１つとして定める．２つ目以降の検

出色相値の決定については，それよりも前に検出された領域を除外した上でヒストグラム
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を取り直し，同様の操作で決定する．多くの場合，最も頻度の高い値の領域は背景領域で

あるため，これを複数回行うことによって画面中の背景以外の物体領域を，複数検出する

ことが可能となる．画像から得られる色相値のヒストグラムを図 12，ヒストグラムを利用
した色領域の検出の結果を図 13，14，および 15に示す．ヒストグラムの表示については，
最も割合の高かったものを最大として，それに対する比率で示している． 
 

 

図図図図    12121212    色相値色相値色相値色相値ののののヒストグラムヒストグラムヒストグラムヒストグラム    

 

図図図図    13131313    領域検出例領域検出例領域検出例領域検出例１１１１    

 

図図図図    14141414    領域検出例領域検出例領域検出例領域検出例２２２２    

 

図図図図    15151515    領域検出例領域検出例領域検出例領域検出例３３３３    
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2.2.4 伸縮・膨張フィルタ 

カメラから得られる画像中には様々な要因で雑音が含まれる．これによって存在しない

物体を検出したり，本来検出されるべき領域が雑音によって分断されることで検出されな

くなってしまうといった問題が生じる．こういった雑音による影響を軽減するために，本

研究では伸縮・膨張フィルタを用いる．画像にフィルタを適用する場合の計算式を式(13)，
(14)，および図 16に示す． 

M1 M2 M3 

M4 P M5 

M6 M7 M8 

 

図図図図    16161616    画素画素画素画素ＰＰＰＰのののの値値値値をををを求求求求めるめるめるめる場合場合場合場合ののののパターンパターンパターンパターン    

（伸縮） )8,7,6,5,4,3,2,1min( MMMMMMMMP =   (13) 
（膨張） )8,7,6,5,4,3,2,1max( MMMMMMMMP =   (14) 

 
 対象とする画像に対して，まず伸縮フィルタを数回かけて細かい雑音を除去し，その後

膨張フィルタを伸縮と同じ回数施すことで領域部分を元の大きさまで戻すという操作を行

う．これによって細かい領域として検出されてしまった雑音領域は除去され，雑音のため

分断されてしまった検出されるべき領域はふたたび接合し，１つの領域として検出できる

ようになる．ただし，伸縮・膨張フィルタをそれぞれかける回数によって得られる画像は

異なり，あまり多くの回数を適用すると本来領域として検出すべき部分まで削り取られて

しまう可能性があるため，これらのフィルタを施す回数は画像処理の一つのパラメータと

して，いくつかの回数について調べる必要がある． 
 画像に対して伸縮・膨張フィルタを施した例を図 17，18，19に示す． 
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図図図図    17171717    伸縮伸縮伸縮伸縮・・・・膨張膨張膨張膨張フィルタフィルタフィルタフィルタ（（（（適用前適用前適用前適用前））））    

 

図図図図    18181818    伸縮伸縮伸縮伸縮・・・・膨張膨張膨張膨張フィルタフィルタフィルタフィルタ（（（（適用回数適用回数適用回数適用回数１１１１））））    

 

 

図図図図    19191919    伸縮伸縮伸縮伸縮・・・・膨張膨張膨張膨張フィルタフィルタフィルタフィルタ（（（（適用回数適用回数適用回数適用回数３３３３））））    

 
 

2.2.5 領域ラベル付け処理 

前述した処理によって領域を検出し，雑音を除去した段階では，まだこの時点での領域

は，システムにとっては「対象点の集まり」としてしか認識されていない．そこで，次に

は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ための処理を行う．本論文では

ラベル付けを利用した領域認識[3][20]を使う． 
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図図図図    20202020    領域領域領域領域ラベルラベルラベルラベル付付付付けのけのけのけの様子様子様子様子    

ラベル付けの様子については図 20に示す．具体的に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（図中では○印が特徴ピクセルを示し

ている）．以後特徴ピクセルが続く間は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．最終的には図 20の一番右の図のように，領域ごとに別々のラベルがつけられる． 
 

2.2.6 円検出 

 ラベル付け処理によって各画素の集合を領域として認識した後，それぞれの領域の形に

ついて図形当てはめによる検査を行う．円検出処理では，認識された領域それぞれに円形

を当てはめることで検査する． 
 まず，領域に含まれる全ての画素のＸ，Ｙ座標の平均値をとり，その領域の重心として

定める．次に，領域の全ての画素について，領域の外周の点か，内部の点かを判断する．

判断基準としては，ある画素 P の上下左右４方向（図 16 における M2，M4，M5，M7）
のいずれか一つが P と異なる領域であった場合は，P を領域の外周点として記憶する．こ
の処理を領域中の画素全てに対して行うことで領域を囲うように外周点の集合が求められ

る．外周点を求めた様子を図 21，22に示す． 
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図図図図    21212121    重心重心重心重心・・・・外周点外周点外周点外周点のののの発見発見発見発見（（（（処理前処理前処理前処理前））））    

 

図図図図    22222222    重心重心重心重心・・・・外周点外周点外周点外周点のののの発見発見発見発見（（（（処理後処理後処理後処理後））））    

 図 22中では黒い点が領域外周と判断された画素，領域内の赤点（図中では赤い方形で囲
んで明記）が重心を表している． 
 外周点と重心が定まったら，次に重心と各外周点との距離を計算して平均をとり，これ

を当てはめる円形の半径とし，求まった半径をもつ円形を領域に当てはめ，領域の外周点

が当てはめた円形と重なる比率を求める．円形と認識する比率についてはパラメータとし

て，複数の条件の下で計算を行う．ただし，雑音による多少の形状変化や，純粋に丸型で

ない物体に対処するため，当てはめに用いる円形はある程度幅を持たせるものとする．図

22の画像に円当てはめを行っている様子を図 23に示す． 

 

図図図図    23232323    円形当円形当円形当円形当てはめのてはめのてはめのてはめの様子様子様子様子    

2.2.7 四角形検出 

 ラベル付け処理が終わった領域に対して，円検出と同様に四角形の当てはめも行い，物

体形状の検査を行う． 
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 四角形の当てはめには，図形を構成する４つの頂点が特徴点として必要である．本論文

では特徴点を求める手法として，まず円検出と同様に外周点と重心を求める（図 21，22参
照）．次に，第１象限から第４象限に存在する外周点のうち，重心との距離が最も長いもの

をそれぞれの象限内から１つずつ４点選択する．これに全ての外周点のうちでの最左点，

最右点，最上点，最下点の４点を加えた８点のうちから４点の組合せで四角形を形成し，

その全ての組合せについて当てはめを行う．後述の４点については，それぞれ外周点のう

ちでＸ座標最大，最小，Ｙ座標最大，最小の点を取るものとし，候補が複数ある場合は重

心との距離が遠いほうを採用する．そして４点の組合せ１つ１つについて，形成された四

角形と外周点郡の重なる比率を求めていき，どれか１つの組合せにおいてその比率が閾値

を上回った場合，その図形を四角形として検出する．円検出と同様，こちらも雑音などに

よる検出形状の変化などが予想されるため，あてはめる四角形にはある程度の幅を持たせ

ている．四角形検出の様子を図 24，25，26に示す． 
 

 

図図図図    24242424    四角形検出四角形検出四角形検出四角形検出（（（（原画像原画像原画像原画像））））    

 

図図図図    25252525    四角形検出四角形検出四角形検出四角形検出（（（（ラベルラベルラベルラベル付付付付けけけけ））））    

 

図図図図    26262626    四角形検出四角形検出四角形検出四角形検出（（（（図形当図形当図形当図形当てはめてはめてはめてはめ））））
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2.3 システムシステムシステムシステム構成構成構成構成 

 2.2 で示した動作を実現するために本論文で作成したシステムの構成図を図 27 に，外観
を図 28に示す．次節以降では，システム内の各モジュールの詳細について述べる． 

人 

依頼 

音声 

モジュール 
対話 中央 

モジュール 

音声入出力 

画像処理 

モジュール 

画像情報 

画像取得 

探索命令 

（物体および 

 ランドマーク）  

ロボット操作 

モジュール 

移動命令 

地図情報 

ファイル 

部屋中での 

位置情報参照 

物体情報 

ファイル 

物体特徴および 

画像処理の 

履歴参照 

ロボットの移動 

システム 

物体情報 

ファイル 

地図情報 

ファイル 

 

図図図図    27272727    システムシステムシステムシステム概要図概要図概要図概要図    

 

図図図図    28282828    システムシステムシステムシステム外外外外観観観観    
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2.3.1 音声モジュール 

 音声モジュールは，人からの音声による依頼を受け付けるとともに，システム側からの

人に対する質問・確認などのための文章を合成音声に変換し，出力する役割を持つもので

ある．本モジュールには，IBM社の ViaVoice SDK for Windows(以下 Via Voice SDK)を用
いた．ViaVoice SDKは音声認識，音声合成を用いたソフトウェア開発のために様々な機能
を提供するものであり，これを用いることで人からの音声および人に出力すべきシステム

側の音声出力を，自らの作るシステム上では文字列として考えることが可能になる． 
 本モジュールは，マイクから得た音声を文章に変換したのちに，文字列から必要とされ

る情報を抜き出す．入力文章からの語句の切り分けについては，前もって登録しておいた

語句との一致を見るキーワードスポッティング[11]を用いる．どのような語句を対象とする
かは，システムが現在必要としている情報によって異なる．システムが人からの依頼を受

け付けている状態だった場合には，2.1.1で示したように物体情報，および部屋中での位置
情報を知るための語句を対象に抜き出しを行う．また，システムが人からの誘導を受けて

目的場所まで到達しようとしている状態だった場合には，方向情報および程度を表す語句

を対象として抜き出す．どのような語句がどのような種類に含まれているかは初期情報と

してシステムにあらかじめ与えてあるものとする．本システムに初期情報として登録して

ある語句の一部を表３に示す．抜き出し操作が終了した後，音声モジュールは抜き出した

情報を中央モジュールのほうへ送る．また，中央モジュールから人への出力として文字列

を受け取った場合はそれを音声に変換して出力する．このように音声モジュールは入力，

出力両面において人-システム間におけるインタフェースとして核の役割を果たしている． 
 

表表表表    3333    システムシステムシステムシステムにににに登録登録登録登録されているされているされているされている語句語句語句語句のののの一部一部一部一部    

文中の語句 語句を受け付ける状態 分類 
「本」「りんご」「筆箱」 依頼受け付け 対象物体の名称 
「本棚」「机」「テーブル」 依頼受け付け 地図上物体の名称 
「赤」「青」「オレンジ」 依頼受け付け 修飾語（属性の修飾） 
「心理学の」「吉崎の」 依頼受け付け 修飾語（固有情報） 
「上」「横」「左」「脇」 依頼受け付け 修飾語（位置の修飾） 
「左」「右」「前」 誘導 誘導命令 

「もっと」「もう少し」 誘導 修飾語（程度の修飾） 
「そこ」「止まれ」 誘導 停止命令，到達命令 
「はい」「いいえ」 検出物体の確認 回答 
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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た画像にさまざまな画像処理を施し，対象物

体，あるいはランドマークなどを発見する．また，物体発見のためのカメラの向き変更や，

人に対して現在のシステムの状態を明確にするために，システムが現在カメラでとらえて

いる画像，およびそれに画像処理を施した結果を見せることも行う． 
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を用いた．カメ
ラの外観を図 29に示す．シリアルポートを介してコマンドを送信することで，ＰＣ上から
カメラ向きを操作することができる． 

 

図図図図    29292929    使用使用使用使用カメラカメラカメラカメラ外観外観外観外観（（（（EVIEVIEVIEVI----D30D30D30D30））））    

また，本モジュールが画面に出力する際に用いる画像処理フォームを図 30に示す．実験
用のため，2.2で示した画像処理を手動で行わせることも可能となっている． 

 

図図図図    30303030    画像表示画像表示画像表示画像表示フォームフォームフォームフォーム    



 32

 本モジュールは，中央モジュールから送られてきた画像処理手順を元にカメラから得ら

れた画像に対して画像処理を施す．また，過去の探索履歴がない場合など，特定の画像処

理手順が得られない場合には，2.2で示した画像処理の様々な組合せを実行し，画像中から
物体の検出を試みる．検出結果は画面に表示され，システムが物体を見つけているかを人

が確認することができる．システムは検出画像を人に提示し，それが正しいかどうかを問

うことで，人の手助けを受けて物体検出が成功しているかどうかを得ることが出来る． 
 ただし，処理した画像全てを人に見せ，逐一検出が成功しているかどうかを確認してい

たのでは人への負担が非常に高くなると考えられるため，人に提示する時点である程度数

を絞る必要がある．そこで本モジュールでは，一つ一つの画像処理手順から得られた画像

に対して，「形状一致による検出が成功したもの」「形状は一致しないものの色属性におい

て一致し，かつ一定以上の面積を持つ領域が検出されたもの」「検出されない，もしくは不

十分なもの」の３段階の評価を下し，そのうち形状一致による検出が成功したものののみ

を人に提示することで，人に対する負担を軽減することとする．画像処理に対する評価の

様子を図 31に示す．図中○が形状一致による検出成功，▲が色のみの一致，×は検出不十
分を表す． 

 

図図図図    31313131    画像処理評価画像処理評価画像処理評価画像処理評価のののの様子様子様子様子    



 33

2.3.3 ロボット操作モジュール 

 ロボット操作モジュールでは，中央モジュールを介して受け取った音声誘導情報を使っ

て，システムが搭載されているロボットの移動を行う． 
 本モジュールでは移動を実現するために ActivMEDIA社の Pioneer 2（図 32）を用いる．
ＰＣ側からシリアルポートを介してコマンドを送ることで移動させることが出来るほか，

超音波センサにより障害物を検地することができる．本システムでは障害物検知時には，

ロボットを強制的に停止させている．また，本モジュールでは直前の移動操作を記憶して

おくことで，「もう少し」「もっと」などの程度を表す命令に対応できる． 

 

図図図図    32323232    ロボットロボットロボットロボット外観外観外観外観（（（（Pioneer 2Pioneer 2Pioneer 2Pioneer 2））））    

2.3.4 中央モジュール 

 中央モジュールは，各モジュールから得られた入力を元に，システムの状態を管理する

役割を担う．具体的には 2.1に示したような動作を実現するために，音声モジュール，画像
処理モジュール，ロボット操作モジュール間で情報のやり取りをする．2.1での状態ごとの
情報の流れについて図 33～37に示す． 
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人 

依頼 

音声 

モジュール 
対話 中央 

モジュール 

依頼文確定

のための 

音声対話 

画像処理 

モジュール 

画像情報 

 

 

ロボット操作 

モジュール 

地図情報 

ファイル 

音声認識 

および音声合成 

物体情報 

ファイル 

 

ロボットの移動 

システム  

物体情報 

ファイル 

地図情報 

ファイル 

 
図図図図    33333333    音声音声音声音声によるによるによるによる依頼依頼依頼依頼のののの受付時受付時受付時受付時のののの流流流流れれれれ    

人 

回答 

音声 

モジュール 
対話 中央 

モジュール 

探索場所 

確定のための

音声対話 

画像処理 

モジュール 

画像情報 

音声認識 

および音声合成 

 

ロボット操作 

モジュール 

 

地図情報 

ファイル 

対話コストの計算 

物体情報 

ファイル 

過去の探索 

履歴を参照 

ロボットの移動 

システム  

物体情報 

ファイル 

地図情報 

ファイル 

 

図図図図    34343434    探索場所探索場所探索場所探索場所のののの確定時確定時確定時確定時のののの流流流流れれれれ    



 35

人 

誘導 

音声 

モジュール 
指示 中央 

モジュール 
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音声認識 

画像処理 
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音声認識 
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ファイル 

探索、認識 

物体情報 

ファイル 

位置情報を検索、

および記憶 

ロボットの移動 

システム 

物体情報 

ファイル 

地図情報 

ファイル 

 
図図図図    35353535    探索場所探索場所探索場所探索場所へのへのへのへの移動時移動時移動時移動時のののの流流流流れれれれ    

人 

音声  

モジュール  

中央 

モジュール  

画像処理 

モジュール  

画像情報 

ロボット操作  

モジュール  

地図情報  

ファイル  

 

 

ロボットの移動  

システム  

物体情報  

ファイル  

地図情報  

ファイル  

過去に有効で  

あった画像処理 

履歴を参照 

画像処理手順の選択  

 

図図図図    36363636    画像処理手順画像処理手順画像処理手順画像処理手順のののの選択時選択時選択時選択時のののの流流流流れれれれ    
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モジュール 確認のため 
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図図図図    37373737    対対対対象物体象物体象物体象物体のののの発見時発見時発見時発見時のののの情報情報情報情報のののの流流流流れれれれ    

 

2.3.5 地図情報の蓄積 

 本システムでは，次回以降の探索に活用できる情報はファイルに書き込むことで蓄積し

ていく．地図情報ファイルは，位置情報に関する情報について記述される． 
 地図情報ファイルは１つの場所ごとに作成され，その場所の名称（「机」「本棚」「テーブ

ルの脇」など），環境内での位置座標，その場所で発見されたことのある物体とその検出回

数，その際の画像処理に用いられた処理手順が記述される．物体検出回数とその際の処理

手順に関しては，一定量蓄積されるごとに計算を行って確率データに変換する．これによ

って地図情報ファイルの中身を調べることで，「この場所でこの物体を見つける際にはど

のような画像処理手順が効果が高いか」ということを得ることが出来る． 
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2.3.6 物体情報の蓄積 

 地図情報ファイルが位置情報の観点から情報を保存していたのに対し，物体の観点から

の情報を保存するためのものとして物体情報ファイルを作成する． 
 物体情報ファイルは１つの物体に対して１つ作成され，その名称，形状特徴（色や形な

ど，前もって与えられた知識），この物体の探索依頼があったとき，結果としてどの場所で

見つかったか，およびその回数を記述する．見つかった場所とその回数については一定量

蓄積されるごとに，確率データに変換される．このファイルを参照することで，「この物体

を見つけるにはどの場所へ行くのが見つけられる可能性が高いか」を得ることができる．

この確率データは，探索依頼があった際の探索場所決定において，対話コストを計算する

際に利用される． 
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第3章 実験 

本システムで用いる効率的なパラメータの決定，およびシステムの有用性を示すために，

以下の実験を行った．本章ではその内容と結果を示す． 

3.1 色相値決定色相値決定色相値決定色相値決定のためののためののためののための実験実験実験実験 

 音声による依頼の中で，色の名称は物体の特徴情報として非常に有用である．ＨＳＩモ

デルにおける色相（Ｈ）の値と実際の色名称との対応を，より一般的に求めるために以下

の実験を行った． 

3.1.1 内容 

 ディスプレイに示される色の名称を，被験者に答えてもらう．表示される色の種類や順

番などは完全に無作為に選択したものとし，これを一人の被験者に対し20～40回程度行い，
色相，彩度に対する色名称空間を形成し，システムが反応する色指定語句として用いるも

のとする．実験に用いたプログラムの外観を図 38に示す． 

 
図図図図    38383838    色相値決定実験外観色相値決定実験外観色相値決定実験外観色相値決定実験外観    
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3.1.2 結果と考察 

実験の結果と，そこから得られた色相値と色名称の関係を表にしたものを図に示す． 
 
○ 被験者数：６ 
○ 総試行回数：２０６（うち判別不可２１） 
○ 出現色名称種類総数：３５ 
色相値 名称（値の特徴） 

0 
10 赤 肌色（明度 高） 

20 

茶・ブラウン 
（明度 低） 

セピア（彩度 低） 
橙・オレンジ 

ベージュ（明度 高） 30 
土色（明度 彩度 低） 黄土色 

（明度 低） 
クリーム色 40 

黄色 
（明度 高）  ウグイス色・山吹色 

50  
60 こげ茶色（彩度 低） 
80 

黄緑 
エメラルド（彩度 高） 

90  
緑 

100 

110 

 

120 

青緑・緑青 
（彩度 明度 低） 

130 
140 

水色 
（明度 高） 

 
150 

160 青 紺色・藍色 
（彩度 明度 低） 

170  
180 

青 

群青色（明度 低） 
190 
200  
210 
220 

 

230 

紫 

240 

桃色・ピンク 
（明度 彩度 高） 赤紫・小豆色 

250 赤 
茶・ブラウン（明度 低）  

 
- （明度 40以下） 黒 

- （彩度 50以下， 
明度 40～220） 灰色 

- 

その他： 
（色相値より 
優先されるもの） 

（明度 220以上） 白 

図図図図    39393939    色相値色相値色相値色相値にににに対対対対するするするする色名称色名称色名称色名称のののの分布分布分布分布    
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表表表表    4444    登録単語候補登録単語候補登録単語候補登録単語候補ののののカテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ分分分分けけけけ    

カ
テ
ゴ
リ 

色名称 
種
類
数

回数 
（有効回答中の割合）

Ａ HSI基本６色（赤，黄，緑，水，青，紫） 
＋明暗 3色（白，灰，黒） 9 １０７(57.8%) 

Ｂ Ａ＋頻出色（橙，茶，黄土，黄緑，桃） 14 １２８(69.2%) 
Ｂ’ Ｂ＋頻出色の英語表現（オレンジ，ブラウン，ピンク） 17 １４２(76.8%) 

    

図 39では，同じ色相値の欄では使われる頻度が高いものを左に表記した．また，実際には
図のように明確に区切られてはおらず，境界線付近では互いの色名称が混在する．例えば，

同じ色相値 100の色について，「緑」という回答と「水色」という回答が得られた，という
具合である． 
赤から黄色にかけての色表現が様々であるのに対し，青から紫にかけての色表現が乏し

いのは，[19]などが示しているとおり，人の目が緑成分の値の変化に敏感であるのに対し青
成分の値の変化に気づきにくいという性質をそのまま示しているといえる．ゆえに色名称

に対する色相値の区切りも一定ではなく，緑領域の値変化の大きい「赤～黄」部分は細か

く，青成分の値変化の大きい「緑～紫」は大きく区切るといった具合に柔軟性を持たせる

必要がある． 
さらに，システムにあらかじめ登録しておく候補として検討した結果を表４に示す．B’
の時点で回答中の 7 割以上を網羅できており，これより先は，ほぼ１ないし２の回答数の
名称に対しての登録となるため，本システムではＢ’カテゴリに含まれる 17語を色名称を示
す語句として扱うこととする．以上のことから，本システムでは色を示す語句に対する色

相値の割り当てを，前章表２のように定めた． 
 

3.2 対話対話対話対話モデルモデルモデルモデル検証検証検証検証のためののためののためののための実験実験実験実験 

 人がシステムと対話をしていくうちに，次第に人の対話による負担が軽減するように，

本研究では対話コストを最小化する問題ととらえた．提案した対話モデルが実際にコスト

軽減を果たしているかを確かめるために，以下の実験を行った． 
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3.2.1 内容 

 システムが持つ対話モデルを以下に示す． 
（Ａ＋Ｃ）（１－α）    …(15) 
Ｅα＋Ｂ（１－α）          …(16) 
Ｄ（α＋β）＋Ｂ（１－α―β）         …(17) 
Ｃ            …(18) 

 式は上段から順に，「自動：システムが人に問い返しをすることなく行動する」，「確認：

人に対して『○○ですね』といった確認の問いかけをする」，「選択：人に対して選択肢を

与える対話を返す」「問い返し：人に『どこにありますか』と直接場所を問う対話を返す」

という行動をとった場合のコストを表す．また，式中の記号の意味は以下のとおりである． 
 
Ａ：システムの誤った自動行動を修正するコスト 
Ｂ：システムの誤った対話に対し，正しい答えを返すコスト 
Ｃ：目的の場所を告げるコスト 
Ｄ：選択肢から選ぶコスト 
Ｅ：「はい」か「いいえ」で返答するコスト 
α：最も確率の高い場所に現在探索中の物体が存在する確率 
β：２番目に確率の高い場所に物体が存在する確率 
 
このモデルに対し，生活環境の中で一定期間の間に物体が存在した場所からテストデー

タを作成し，これを元に対話シミュレーションを行ってコストを計算することで，モデル

の妥当性を考えた．与えたテストデータを表５に示す．テストデータは生活環境の中での

存在回数から割り出した確率に最終的に収束するものである． 

表表表表    5555    本実験本実験本実験本実験でででで用用用用いたいたいたいたテストデータテストデータテストデータテストデータ    

対象物体 存在場所 存在確率 
かごの脇 68.2% 
机の上 12.9% 
椅子の横 8.8% リモコン 

（その他） （10.1%） 
テーブルの下 73.2% 
テレビの上 17.1% 箱ティッシュ 
（その他） （9.7%） 
机の上 60.0% 
テレビの横 30.0% 目覚まし時計 
（その他） (10.0%) 
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3.2.2 結果と考察 

 100回の対話シミュレーションに対するコストの変化として，各施行における単体のコス
トと，そこまでの平均をとったものをそれぞれグラフに示す．また，グラフ中の「無処理」

は，対話モデルによる行動の選択を行うことなく，すべてを「問い返し」で処理した場合

のコストを表す． 
 

リモコン（単体コスト）

0

1

2

3

4

5

6

7

1 9

1
7

2
5

3
3

4
1

4
9

5
7

6
5

7
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図図図図    40404040    対象物対象物対象物対象物「「「「リモコンリモコンリモコンリモコン」」」」におけるにおけるにおけるにおける対話対話対話対話シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションのののの結果結果結果結果    
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図図図図    41414141    対象物対象物対象物対象物「「「「リモコンリモコンリモコンリモコン」」」」におけるにおけるにおけるにおける対話対話対話対話コストコストコストコストのののの平均値平均値平均値平均値    
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図図図図    42424242    対象物対象物対象物対象物「「「「箱箱箱箱ティッシュティッシュティッシュティッシュ」」」」におけるにおけるにおけるにおける対話対話対話対話シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションのののの結果結果結果結果    
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図図図図    43434343    対象物対象物対象物対象物「「「「箱箱箱箱ティッシュティッシュティッシュティッシュ」」」」におけるにおけるにおけるにおける対話対話対話対話コストコストコストコストのののの平均値平均値平均値平均値    
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図図図図    44444444    対象物対象物対象物対象物「「「「目覚目覚目覚目覚ましましましまし時計時計時計時計」」」」におけるにおけるにおけるにおける対話対話対話対話シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションのののの結果結果結果結果    
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図図図図    45454545    対象物対象物対象物対象物「「「「目覚目覚目覚目覚ましましましまし時計時計時計時計」」」」におけるにおけるにおけるにおける対話対話対話対話コストコストコストコストのののの平均値平均値平均値平均値    
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 平均コストの推移を見ることで，対話コストを使用していくうちに小さくなっているこ

とが示され，人への負担が少なくなっていると考えることが出来る．また，単体コストの

結果を見るとまばらではあるものの，無処理の場合よりもコストが上回っているケースが

ある．これは「テーブルの下ですね」とシステムが「確認」の行動をとったのに対し，ユ

ーザが「いいえ，机の脇です」などのように訂正の対話を返した場合などである．しかし，

今回の実験は人が常に対象物体がどこにあるかを述べなかった場合の結果であり，実際の

使用環境においては目的場所を言ったり言わなかったりということが往々にして起こりう

る．さらに実生活の環境を考えた場合，いつもと同じ場所にある場合は場所に関する情報

は省略するが，いつもと違う場所にあるとわかっているならば初めから場所情報を含めた

対話で依頼をする可能性が高い．そうした状況を想定すると，本実験での結果もより低コ

ストになるのではないかと予想できる．本研究では達成できなかったが，生活環境で長期

間にわたるシステムの使用実験の必要性，およびそれに伴って使用者の傾向に依存した対

話コスト値の動的な変化の必要性が見出せた． 
 

3.3 画像処理手順構築実験画像処理手順構築実験画像処理手順構築実験画像処理手順構築実験 

 過去に探索履歴のない，初めての物体を画像から発見する際の画像処理手順の構築が，

上手く働くかどうかを検証する． 

3.3.1 内容 

 画像処理モジュールに，対象物が含まれている画像を与える．処理履歴が無いため，こ

の場における画像処理手順は画像処理を行う段階では構築されていない．そこで画像処理

モジュールは様々な画像処理を，色々なパラメータの値を変えて組合せ実行していき物体

検出を試みる．本実験では，色と形の情報があらかじめわかっている物体を探す場合と，

手がかりとなる情報が無い場合を考える．それぞれのケースで与えた画像と，依頼文を以

下に示す． 
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○ ケース１：依頼文「机の上のりんごを取って」 

 
図図図図    46464646    与与与与えたえたえたえた画像画像画像画像（（（（ケースケースケースケース１１１１））））    

 
○ ケース２：「ダンボールの上の筆箱を取って」 

 
図図図図    44447777    与与与与えたえたえたえた画像画像画像画像（（（（ケースケースケースケース２２２２））））    

3.3.2 結果と考察 

 ２つのケースについての実験に対する結果と，それに対する考察を述べる． 
 まず，１つめのケースは，「りんご」という対象物体の情報があらかじめわかっている（赤

くて丸い形状のもの）場合での処理である．背景に適した処理手順はいまだ構築されてい

ないため，色については赤，形については円形と限定しつつも，その他の処理（各種フィ

ルタの有無，雑音除去の試行回数など）については様々な処理の組合せを試すことになる． 
画像処理に用いた処理手順，および結果として得られた画像の一部を以下の図に示す． 
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彩度フィルタ 

（なし，S<40カット，S<80カット） 

明度フィルタ 

（なし，I<50カット，I<100カット） 

色領域検出 

（ヒストグラムの赤領域から上位３領域）  

雑音除去フィルタ 

（なし，1回適用，3回適用） 

円検出 

 

図図図図    48484848    処理手順処理手順処理手順処理手順（（（（ケースケースケースケース１１１１））））    

○ 総試行回数：81回 
○ 候補領域検出：48回 
○ 有効図形検出：3回 
○ 検出した円形と「りんご」との一致：2回 
 
ここで，「候補領域検出」とは図形当てはめの対象とする領域が検出された回数，「有効図

形検出」とは候補領域に図形（ここでは円形）を当てはめた結果，円形領域として認めら

れた回数である． 

 

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

図図図図    49494949    処理結果画像処理結果画像処理結果画像処理結果画像のののの一部一部一部一部（（（（ケースケースケースケース１１１１））））    

 様々なパラメータ変化をして画像処理を施した結果，図 49(a)のようにりんごの領域を検
出することが出来る組合せを発見できたが，(b)のように，隣の赤い缶も同時に検出してし
まう手順や，色相の似た別の領域を誤って検出してしまう(c)のような手順なども存在した．
(b)のようなケースは円形当てはめの時点で除外され，(c)のケースは検出後に人に画像を見
せ，確認をとる段階で除外できる．結果として，正しくりんごが検出できた２つの画像処
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理手順が，システムによって記録された． 
 このケースでは，単純に色相値で検出すると隣の缶を同時に検出してしまう状態を，彩

度・明度フィルタなどを併用することでりんごのみを検出することに成功している． 
 
 続いて 2つ目のケースについての結果について述べる．2つ目は，探索する物体の情報が
与えられていない場合である．この場合は，画像から得られる色相のヒストグラムを頼り

に領域検出を行い，それらしい領域を検出して人に画像を見せ，その返答によって検出を

行うとともに，正しく検出できたときの画像処理手順を記憶する．ケース 2 における画像
処理の手順生成と，結果画像の一部を示す． 

彩度フィルタ 

（なし，S<40カット，S<80カット） 

明度フィルタ 

（なし，I<50カット，I<100カット） 

色領域検出 

（全体ヒストグラムから上位８領域） 

雑音除去フィルタ 

（なし，1回適用，3回適用） 

図形検出（円検出および 

特徴点の異なる四角形検出２種） 

 

図図図図    50505050    処理手順処理手順処理手順処理手順（（（（ケースケースケースケース２２２２））））    

○ 総試行回数：648回 
○ 候補領域検出：176回 
○ 有効図形検出：37回（うち，背景 22，筆箱 8，赤いペン 7） 
○ 検出した図形と「筆箱」との一致：8回 

 

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

図図図図    51515151    処理結果画像処理結果画像処理結果画像処理結果画像のののの一部一部一部一部（（（（ケースケースケースケース２２２２））））    



 49

 図 50 に示すとおりに画像処理を行った結果，図 51(a)のように背景部分を対象としてし
まうことが多かったが，背景候補に対する図形当てはめはほとんどの場合において失敗す

るため，図形検出段階でかなり除外できる．候補領域検出回数が 176 回に対して，有効図
形の検出回数が 37回と 8割ほど減っているのは，ほとんどがこの背景領域の除外によるも
のである． 
 背景以外の検出領域は，筆箱（図(b)）と赤いペン（図(c)）であった．ここでシステムは，
図形当てはめが成功した全ての絵をユーザに提示し，筆箱を検出できたのはどれかを指定

してもらう．そしてユーザが(b)を選択したとき，システムは(b)を生成するために用いた画
像処理手順をファイルに記録する． 
 この実験により，あらかじめ物体情報が与えられていない場合でも，総当り的な画像処

理の組合せを試すことで検出が可能であると確認できた．しかしこの方法では扱う画像処

理手順の数が膨大になるため，ケース２ではかなりの処理時間を必要とした．ゆえに，毎

回このような検索を行うのではなく，何らかの形でより効率的に画像処理手順を生成する

必要性があることも確認できたといえる． 
また課題として，実際に検出が成功したかどうかは人に提示して返答を求めるため，図

形当てはめの段階まで成功した処理手順が膨大であった場合，それを人が検証していくの

はかなり負担になってしまう．これをなんらかの手段で軽減する必要性があることが明確

になった． 
 

3.4 システムシステムシステムシステム全体動作実験全体動作実験全体動作実験全体動作実験 

 過去の探索履歴を用いて，システムが効率的な動作を行うかどうかを，実験を通して検

証する． 

3.4.1 内容 

 依頼の受付から探索の終了までの一連の動作を通して行い，シミュレーションによって

検証を行う．システムはあらかじめ数十回のシミュレーションを行い，実験中で用いる場

所および物体に関しては，過去の探索履歴を持っている．また，本シミュレーションはノ

ートＰＣのみでの実行のため，カメラからの画像取得部分とシステム移動部分については，

代替モジュールで置き換えるものとする．代替モジュールの外観を下図に示す． 
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図図図図    52525252    代替代替代替代替モジュールモジュールモジュールモジュール外観外観外観外観    

 代替モジュールは，ロボットの代替として移動命令を受け取って画面上のロボットを示

す赤い丸を動かす（赤丸中の青丸はロボットの向きを表す）．また，カメラの代替として，

フィールド上のそれぞれの場所に対応した画像ファイルを，画像処理モジュールに送る． 
 

3.4.2 結果と考察 

 まず，システムに音声で次のような依頼をした． 
「手袋を取ってきて」 

 
この時点でシステムが蓄積していた，手袋に関する存在履歴は以下のようになっていた． 
 

表表表表    6666    実験時実験時実験時実験時のののの手袋手袋手袋手袋にににに関関関関するするするする履歴履歴履歴履歴    

場所名 存在回数 
テーブル ３ 
ダンボール ２ 
黒い机 １ 
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 ここから，実験 3.2で示した対話モデルの式を利用して対話コストを計算すると，自動：
5.5，確認：3.5，選択：2.67，問返し：3.0 となり，システムは選択肢を与える対話を返す
行動を実行した． 
 

「テーブルにありますか．それともダンボールにありますか」 
 

 これに対して「テーブル」と返すと，システムは過去の探索によって得た位置情報によ

って移動を開始した（今回はシミュレーションフィールド上の移動となった）．移動後のシ

ミュレーション上でのロボットの位置，および取得した画像を下図に示す． 

 

図図図図    53535353    移動処理後移動処理後移動処理後移動処理後のののの代替代替代替代替モジュールモジュールモジュールモジュール外観外観外観外観    

 

 
図図図図    54545454    取得取得取得取得したしたしたした画像画像画像画像    
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 この画像に対し，かつてテーブルで手袋を探索した際に成功した処理手順を履歴から検

索して実行した．履歴に残されていた処理手順と，それにより得られた画像を以下に示す． 

彩度フィルタ 

（なし） 

明度フィルタ 

（I > 80カット） 

色領域検出 

（105 < H < 130） 

雑音除去フィルタ 

（1回適用, 2回適用） 

四角形検出 

 

図図図図    55555555    履歴履歴履歴履歴によりによりによりにより導導導導かれたかれたかれたかれた処理手順処理手順処理手順処理手順    

○ 総試行回数：16回 
○ 候補領域検出：14回 
○ 有効図形検出：13回 
○ 検出した図形と「手袋」との一致：13回 

 

(a)(a)(a)(a)                ((((b)b)b)b)    

図図図図    56565656    処理処理処理処理のののの結果結果結果結果    

 
 結果として，極めて少ない試行回数で目的物体を検出することに成功した．今回は，初

期の音声情報で「手袋」以外の情報を与えなかったが，過去の探索履歴から，手袋はテー

ブルかダンボールにある確率が高いとシステムが予測し，選択による対話を返すことで対
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象場所を確定した．また，色に関する情報についても与えていないが，過去の探索で色相

値 105 < H < 130（色名称では緑～青緑）での探索で発見されているため，この値を利用す
ることで手袋を発見することが出来た．これにより，過去の探索履歴を用いて画像処理手

順を構築することの有用性が示せたといえる． 
 
 ただし，別の取得画像での実験においては，このように上手く処理手順構築が働かない

状況もあった．一例としては，背景ではなく照明および環境光の効果によって得られる色

相値自体が大幅に変化してしまった場合である．図 57の場合は環境光の影響により，取得
画像全体が赤みを持ち，色相値を大幅に変化させている． 
 

 
図図図図    57575757    物体検出物体検出物体検出物体検出がががが上手上手上手上手くくくく働働働働かなかっかなかっかなかっかなかったたたた画像画像画像画像のののの一例一例一例一例    

 
 このような場合に対しても履歴を上手く利用して検出を行うためには，[9]が示している
ような，照明変化に不変な量を考えに含め，その値も履歴情報に加えることでより変化に

強い物体探索が可能になるのではないかと考えられる．今後の課題としていきたい． 
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第4章 結論 

本章では、本論文の結果と，本研究の今後の課題について述べる。 

4.1 結果結果結果結果 

本論文では，依頼をうけて物を取ってきてくれる，生活環境内で動くサービスロボット

の実現の際に問題となる様々な問題の中から，カメラ画像からの物体認識，および依頼時

の人-ロボット間の音声対話部分に着目し，画像処理履歴，対話履歴を用いることでそれら
がより効率的になっていく手法について提案した．また，それらの考えを実装したシステ

ムを作成し実験を行い，その考えの妥当性と，システムの有用性について検証を行った．

その結果，履歴を用いたシステムの処理の変化によって，問題解決の可能性は示せたもの

の，挙げた問題点を完全に解決するまでには至らなかったと考えられる．各実験で示され

たような，人に提示する画像が膨大になった場合の人にかかる負担の問題や，全ての画像

処理手順を行っても物体が見つけられなかった場合（照明など環境条件の変化が著しかっ

た場合，あるいは別の物体に対象物体が隠されてしまった場合など）に対する問題などは，

解決に至らなかった問題の一例である． 
 

4.2 今後今後今後今後のののの課題課題課題課題・・・・展望展望展望展望 

 今後の課題としては，4.1 で示したような未解決問題に対する手法を研究するとともに，
本論文で提案した手法の有用性をより深く検証するために，実際の生活環境内で長期間使

用した際の記録をとるなど，より実用レベルに近い実験を行うことが必要と考えられる．

そのうえで実際のロボットにアームを取り付けるなど物体取得の能力を持たせ，実用に適

うロボットシステムの実現に目を向けたい． 
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