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論文概要 
 

一般家庭や介護施設等の生活環境において、高齢者やその介護者の手助けをするような

福祉ロボットの開発に目が向けられている。これらのロボットが作業を行うためには、  

ロボットに人の命令を正しく理解させ、生活環境である家や部屋の構成、家具や家電製品、

そして家庭用品といった物体の認識が必要となる。 

本研究では、人が使う「対象物に関する特徴語句」を、ロボットにわかる表現語句に   

変換し、指示を明確にした上で、ロボットが物体認識を行い、物体認識の精度を高めるこ

とを目的とした。物を表現する言葉は人により様々であるため、「人が使用する言語」を 

「ロボットが理解できる表現」に置き換えることで、ロボットに多様な人の言葉を理解さ

せ、対象物そのものを正しく理解させる。 

研究目的の実現のために、人同士の会話実験を行って、日用品等の普段使用する物の  

形状に関する語句を収集し、形状語句の使用傾向を分析した。単一の円、単一の矩形の  

場合には、「丸い」とか「四角い」といったわかりやすい言葉での形状表現であった。    

そして、複雑な形状の物に対しては、形状の直接的な表現ではなく、例示的な表現（例え

ば、凹凸形、Ｖ字形、Ｕ字形、ドーナツ形、丼形、メガネ形、等）が多かった。 

複雑な形状の場合では、単純な形状を組み合わせて構成した複合構成であるものが多い

ということが判った。例えば、メガネ型という表現は、２つの円（レンズ）を直線で連結

した構成である。この収集した結果から、日常語句と専門的表現（数理的表現）との対応、

複合形状の要素となる「楕円や矩形の組み合わせ方」や「連結の仕方」を明らかにして、

複合形状への展開方法（単純形同士の組み合わせ、連結）を整理した。 

複雑な形状でも、基本は「楕円」と「矩形」の組み合わせが多いため、楕円及び、矩形

の形状認識を精度よく行うプログラムを作成した。プログラム性能評価は、画面（640*480）

内の楕円の検出成功率（検出成功数/試行回数）は約 70％、最大検出時間は約 20 秒であっ

た。そして、矩形の検出成功率は約 80％、検出時間は約 0.2 秒であった。認識不可の大半

は、物体の輪郭が背景の色と区別できないことに発していた。 

その後、「人が使用する言語」を「ロボットが理解できる表現」に置き換え、上記の基本

形状検出プログラムを用いることで、人が指示した基本形状を認識できた。基本形状（楕

円と矩形）による対話物体認識は有用性を示した。今後、上記の基本形状の認識プログラ

ムの性能向上と、複雑な形状（メガネやハサミ等）を認識する方法を課題とする。 

 

本論文ではまず、 

第１章で、研究の背景と現状の問題点を整理し、その解決法を示す。 

第２章では、人が物体をどのように表現するのか調べるために行った、人同士の会話実験

について述べる。 

第３章では、収集した物体表現に基づいて作成した物体認識システムについて述べる。 

第４章では、作成した物体認識システムを組み込んだロボットのシステム開発について述

べる。 

第５章では、対話物体認識システムの有用性を検証するために行った実験について述べる。 

第６章では、研究のまとめと今後の課題について述べる。
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第第第第1111章章章章    序論序論序論序論        

1.11.11.11.1        背景背景背景背景    

近年、生活環境内で高齢者やその介護者の手助けをするような福祉（あるいは医療）ロ

ボットの開発に目が向けられている[1]。福祉ロボットは、高齢者や介護者の指示に当ては

まるモノを高精度で認識しなければならない。画像からの物体認識に関しては、最近、統

計的機械学習による方法が進展している。しかし画像情報だけでは、ロボットに物体認識

を 100％成功させることは困難である。このために、誤認識をするようなケースや対象物体

の特徴が学習されてないようなケースが生じる。例えば、福祉ロボットが働く介護施設や

一般家庭では、家具等の大きな設置物の形状は固定的であるが、日用品のような物（例：

テッシュ箱）は、製品の種類も多いため、サイズや色模様の種別があり、物の認識が複雑

となるという問題点がある。また、置き方により、画像上での形状の見え方も変化する。 

身体が不自由で、物を自由に取りに行くことが困難な人に対して、ロボットが代わりに

物を取りに行くことを確実にすることが望まれる。ある状況によって、認識できたり、  

認識でなかったりということでは実用的とはいえない。そのため、物の理解ができない  

場合には、人がロボットに情報を与えることで、ロボットが正しく物の形状や特徴を理解

し、物を認識できるように補助する必要が生じる。  

このため、人が使う「対象物に関する特徴語句」を、ロボットにわかる表現語句に変換

し、指示を明確にした上で、ロボットが物体認識を行い、物体認識の精度を高めることを

目的とした。物を表現する言葉は人により様々であるため、「人が使用する言語」を「ロボ

ットが理解できる表現」に置き換えることで、ロボットに多様な人の言葉を理解させ、  

対象物そのものを正しく理解させる。 

1.21.21.21.2        関連研究とその問題点関連研究とその問題点関連研究とその問題点関連研究とその問題点    

関連研究１ 

物体認識の研究は数多くなされている。特に、ここ最近では統計的機械学習に基づいた

自動的な手法が進展している。以下にいくつかの研究を紹介する。 

領域に基づく方法として有名なのが Translation model である。この方法では、予め画像

全体に対して数個のキーワードが付けられている Corel 画像データベースを用いて、領域

分割された画像への自動アノテーションを実現している[2]。 

しかし、領域分割による方法では、オクルージョンがある場合や、形状が複雑で領域分



 8

割がうまくいかない場合への対処は難しい。そこで、M.C.Burl らは、局所領域の特徴とそ

の位置関係を確率モデルで表現する Constellation model を提案している[3]。そして、こ

の方法をより多くの種類に対応可能として一般化させたのが、R.Fergus らの研究である。

オペレータには特徴点周辺のパターンのスケール情報も出力される Kadir-Brady detector

が用いられ、これによってある程度のスケール変化への対応も可能となった[4]。 

また，Constellation model では局所領域の相対的位置の情報も確率モデル化しているが、

局所領域の特徴量のみで認識を行う Bag-of-keypoints という方法も提案されている[5]。 

その他にも、L.Fei-Fei らは、局所パターンを SIFT 特徴量[6]で表現し、13 クラスの学

習画像 650 枚分すべての特徴量を k-means クラスタリングすることで 174 種類の visual 

word を作成し，確率的文書分類手法の LDA を用いることによって 13種類のシーンを 64%の

精度で分類することに成功している[7]。 

これらの手法は単一シーンを認識するのに用いられるが、実世界シーンの画像内には複

数の物体が含まれ、それぞれが何らかの関係を持って存在しているのが普通である。その

ため、最近では context を確率モデルによって表現し、学習によってモデルを構築する研

究が行われるようになっている。A.Torralba らは、確率モデルをグラフ構造で表現するグ

ラフィカルモデルを用いて、研究室シーンの画像に対して机やキーボードなどの認識を行

っている[8]。また、D.Hoiem らは、消失点を用いた簡単な 3 次元復元を行い、ベイジアン

ネットワークによって視点位置、地面、空、垂直領域、歩行者、自動車の関係をモデル化

し、街中のシーンの画像に対する歩行者や自動車を認識している[9]。 

 

問題点１ 

物体認識に関する研究は，上で挙げたような手法が今後も進展していくものと予想され

る。しかし、現状ではそれらの手法だけで実世界にある全ての物体を正確に認識するのは

非常に困難である。その一例として、誤認識をするようなケースや対象物体の特徴が学習

されてないようなケースが考えられる。また、福祉ロボットが働く介護施設や一般家庭の

ような変動の大きい環境では、その認識がさらに難しくなると考えられる。このように、

画像情報だけで全ての認識を補完することはできない。身体が不自由で、ものを取りに行

けないような人にとっては、ある状況では正確に認識できるが別の状況では認識に失敗す

るといったシステムでは実用的とはいえない。そのため、こういった自動での認識に失敗

した場合には、画像データ以外の何らかの情報を与えることによってシステムを補助する

必要が生じる。 

 

関連研究２ 

本研究室の「人間の用いる表現に基づく対話を援用した物体認識に関する研究」[10]では、   

利用者に頼まれたものを取ってくるロボットを想定した際に必要となる物体認識の機能に

おいて、統計的学習による手法だけでは全ての物体を正確に認識できないという問題に 
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着目し、その解決策として利用者との対話を援用した認識方法を提案した。目的のシステ

ムを実現させるために、人間同士の会話実験を行うことで、人が物体を言葉でどのように  

表現しているのかを調べ、その分析結果に基づいた物体認識処理を作成した。その結果、 

視覚属性として、色、形、大きさなどといった計 6 種類の表現が得られた。しかし、いきなり   

これら６種類全ての表現に取り組むのは困難であるため、研究ではその中でも一番多く利用され

ていた色に関する表現に焦点を当てた。 

その後、作成した色認識プログラムを実際のロボットに実装し、さらに音声認識やモー

ション再生などの機能を加えることによって、利用者と対話を行いながら目的の物体を見

つけ出す、という一連の動作をこなすシステムを開発した。 

 

問題点２ 

 色で物体を認識する場合、１種類の物体が製作者の好みで様々な色で塗られているの

で、認識する際、同じ色の関係のない物体と間違える可能性が高い。 

 本研究では色ではなく、物体の形状に焦点を当てた対話物体認識の研究を行う。 

1.31.31.31.3        解決方法解決方法解決方法解決方法    

上記の問題点の解決のため、本研究では、「人がロボットに対話で対象物の形状を伝え、

ロボットが対象物を画像認識する対話物認識方法」に関する研究を行っている[10][11][12]。

画像以外の情報として、人が対話で物体の情報をロボットに与えることで、ロボットの物

への認識を補助することに重点を置いた。対象物体の特徴として形状に注目した。人が日

常生活で用いる物（人工物）は、形が決まっているので、形状情報を用いれば対象物を

抽出する確率は高くなる。 

人がロボットに物事を依頼する（「取ってきてほしい物の特徴」を伝える）と、ロボッ

トは、人の言葉を音声認識し、カメラ画像から「二次元画像上の特徴」を探さなければ

ならない。 

そのため、カメラ画像から物体を検出するとき、三次元形状の二次元画像への投影を

考慮する。例えば、（A）三次元での円は二次元投影では楕円として登録、（B）三次元

での矩形の形状は、二次元投影では台形や四辺形として登録される。 

また、物体認識の時点で、ロボットに情報を与える仕組みを用意し、ロボットの物体

認識の手助けをする手法を提案する。ここでは、「人から得た言語」、「一般形状語句」

や「２次元画像上の特徴語句」の関係性を示すオントロジーという概念[13][14][15]を

用いる。また、「人から得た言語」と、関連する「２次元画像上の特徴語句」を記述し

たＤＢ（データベース）を手段として使用する。ロボットと人との会話を助ける辞書で

ある。検索が終わると、「二次元画像上の特徴」を検出する認識プログラムが作動する

ようになる。 
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研究を下記の３つのステージに分けて行った。  

第１のステージとして、言葉の体系化を行う。日常的に使う物体（日常品等）の形状に

関する語句を収集し、数理的に使用される形状語（専門語）との関連性を調べて整理した

DB を作成した。 

第２のステージとして、三次元空間からの画像認識と物体抽出を行うための、三次元映

像から二次元空間へ投影されて作成される画像形状の特徴について検討する。カメラ画像

から物体を検出するとき、実空間での三次元形状は二次元画像への投影結果の形状として

認識する方法を検討した。例えば、（A）三次元での円は二次元投影では楕円として登録、（B）

三次元での矩形の形状は、二次元投影では台形や四辺形として登録される。実世界では一

般形状として、円や矩形が多い。そのため、本研究では、形状認識の主要として「楕円形

状」と「矩形形状」の認識プログラムを開発した。 

第３のステージとして、第２ステージで利用する「物体の特徴検出ソフトウェア」の  

必要機能を検討し、その機能を実現するため、直線と曲線の検出、楕円検出、矩形検出の

アルゴリズムを考案し、物体の特徴検出ソフトウェアに組み入れた。 

プログラム開発ツールには、「Open CV」と「Visual Studio」を使用しソフトウェア言

語としてＣ言語を使用した。 

1.41.41.41.4     研究研究研究研究目的目的目的目的            

依頼物の探索アプローチでは、物体の特徴の重要度順位を明らかにしたオントロジーに

基づいたＤＢの探索性能を評価するとともに、理解した形状と同一の画像を高速検出（５

秒以内を目標）する画像検出アルゴリズムの性能を評価し、「オントロジーに基づく会話物

体認識」の実験モデルを検討し、シミュレーション評価を行う。 

1.51.51.51.5     本論文の構成本論文の構成本論文の構成本論文の構成    

本章では、本研究の背景と目的等について述べた。第２章では、人は物体をどのように

表現するかの調査実験（人間同士の会話実験）について述べており、物体の形状の言葉表

現を調査対象としている。第３章では、収集した物体表現に基づいて作成した物体認識シ

ステムについて述べる。第４章では、使用したハードウェアについて述べる。第５章では、

対話物体認識システムの有用性を検証するために行った実験について述べる。第６章では、

研究のまとめと今後の課題について述べる。
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第第第第2222章章章章    人間が用いる物体表現の調査人間が用いる物体表現の調査人間が用いる物体表現の調査人間が用いる物体表現の調査    

この章では、物体への表現を収集するために行った人間同士の会話実験について述べる。 

1 章でも述べたように、対話による物体認識を行わせるためには、まず人が、物体を言葉

でどのように表現するのかを知る必要がある。そこで、食べ物や飲み物、実生活でよく使

う物体を実際に数十個用意し、複数人の被験者にそれらの物体を、日常で使う言葉で表現

してもらった。このようにして得られるデータは、単なる言葉の集合として扱われるだけ

でなく、自然な対話を実現する上で重要となる会話の流れにも配慮した形で扱うことがで

きると考えられる。 

以下に調査の詳細を述べる。 

2.12.12.12.1     調査調査調査調査 1111：物体の属性を捉えた表現：物体の属性を捉えた表現：物体の属性を捉えた表現：物体の属性を捉えた表現    

この調査では、日常的に使う物体（日常品等）の形状に関する語句を収集し、数理的に

使用される形状語（専門語）との関連性を調べて、表を作成した。 

2.1.12.1.12.1.12.1.1        概要概要概要概要    

 人が物体を表現するケースの一つとして、個々の物体を捉えた表現、つまり色や形など

といった物体の属性を表現するケースが考えられる。この調査では、そういった物体の  

属性に関する表現を収集することを目的としている。特に、画像処理でも扱うことのでき

るような、人の視覚から得られる表現の収集をねらいとした。 

調査のための実験では、 命令の指示者（伝達者）と、命令の実行者を組とする。命令の   

指示者は依頼物の形状を回答者に伝えると、回答者は依頼物を多くの候補物から選択して

回答するという対話実験を行う。 

指示者が机の上の物体を声のみで回答者に伝え、その際に発せられたことばを収集する。

図 1 に調査の環境を示す。指示者と回答者の前にそれぞれテーブルを置き、回答者側のテ

ーブルの上には 26 個の物体を配置する。 
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図図図図    1111：：：：調査環境調査環境調査環境調査環境    

   

 

図図図図    2222：：：：調査に用いた２６個の物体調査に用いた２６個の物体調査に用いた２６個の物体調査に用いた２６個の物体    

指示者指示者指示者指示者    回答者回答者回答者回答者    
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本調査の手順を説明する。調査の手順は、以下の１～４で行う。そして、図３に手順のな

がれと物配置例を示す。 

1. 指示者はテーブルの上にある物体から 1 つを選ぶ（図３の①） 

2. 指示者は１で選んだ物体を回答者に伝える 

3. 回答者は指示者が表現したと思う物体を当てる 

4. 回答者が対象物体を当てるまで 1～3 の手順を繰り返す 

 

 

図図図図    3333：調査：調査：調査：調査 1111 の手順と物配置例の手順と物配置例の手順と物配置例の手順と物配置例    

この手順を 1 組（指示者と回答者）あたり 10 個の物体を選定して行い、指示者が発した   

言葉を収集する。なお、伝達者には、 形状に関する情報を発してもらう。 形状情報だけ

では回答者が物体を見つけられなかった場合には、 形状以外の「目で見てわかる視覚情報」

で対象物を伝えるように依頼した。ただし、色情報に関しては本研究室で既に行われてい

るので[14]、色情報の伝達は除いた。 
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2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 結果と考察（結果と考察（結果と考察（結果と考察（伝達実験で得られた発見伝達実験で得られた発見伝達実験で得られた発見伝達実験で得られた発見））））    

５組の実験者（１０人）によって、 合計 150 程度の「日用品等の普段使用する物の形状

に関する語句」を収集し、形状語句の使用傾向を分析した。 

 

 

図図図図    4444：形状語句で：形状語句で：形状語句で：形状語句での使用割合の使用割合の使用割合の使用割合    

 

図 4 に、実験での回答者が発した形状語句の割合を示す。最も多かったのは、一般的な

形状語句として、円、四角形である。単一の円、単一の矩形の場合には、「丸い」とか「四

角い」といったわかりやすい言葉での形状表現であった。 

人が作った人工物は、たいてい四角形や円といった単純な形状を組み合わせて構成され

ているものが多い。そのため、本研究では、円と四角形を高い精度で検出するプログラム

を作成することとしている。次に多かったのは、直方体と円柱である。直方体は６個の四

角形で構成されており、円柱は２個の円と２本の直線で構成されている。直方体と円柱の

検出プログラムは、円・四角形検出プログラムを応用すれば作成することを考えている。 

そして、複雑な形状の物に対しては、形状の直接的な表現ではなく、例示的な表現（例

えば、凹凸形、Ｖ字形、Ｕ字形、ドーナツ形、丼形、等）が多かった。 

複雑な形状の場合では、単純な形状を組み合わせて構成した複合構成であるものが多い

ということが判った。例えば、眼鏡を表現する場合、２つの円（レンズ）を直線で連結し

た  構成である。この収集した結果から、日常語句と専門的表現（数理的表現）との対

応、複合  形状の要素となる「楕円や矩形の組み合わせ方」や「連結の仕方」を明らか

にして、複合形状への展開方法（単純形同士の組み合わせ、連結）を整理した。 
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立体的なモノ（円柱等）は見る角度によって形状が異なることがある。 このため、伝達

者が形状を相手に伝えるには、見る角度までを伝える必要がある。下記の図５に示すよう

に、収集した言語のうち、約 70％が「正面」、「上面」、「側面」のいずれかの方向から

の形状を代表的な形状として捉えている。特に、複雑な形状であるほど、その形を伝達す

ることが難しい。「正面」、「上面」、「側面」の各面でさえも形状が異なる場合もある。 

また、複雑な形状を表現する場合に２ 種類以上形状を組み合わせて表現し、 誰でも親

しみのある文字の形（例えば、V 字型、U 字型）や物体名（例えば、ドーナツ型、弓型、

葉巻型）を用いて形のイメージを表現している場合もある。 

課題として、ロボットに立体的なモノを形状認識させるとき、ロボットが見る角度により、

モノの形状が変わってしまうことがある。このため、ロボットのモノの見方や、ロボット

が立体的なモノを形状認識する方法を考慮する。 

 

 

図図図図    5555：用いられた形状表現の割合：用いられた形状表現の割合：用いられた形状表現の割合：用いられた形状表現の割合    

 

①形状が複雑な場合、約 70％が「正面」、「上面」、「側面」のいずれかの方向からの 

形状を代表的な形状として捉えている。  

②形状表現での 26％が他の属性情報（文字、柄、部分形状等）組み合わせで表現している。 
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2.22.22.22.2        収集した言葉の体系化収集した言葉の体系化収集した言葉の体系化収集した言葉の体系化    

2.1 で収集したロボットへの命令の言葉（日常語や常用語） をロボットが理解できる表

現に置き換える必要がある[13]。 下の図 は、3 節で 10 人の被験者から入手した形状に関

する特徴語句と一般形状語句を、オントロジーの考え方を用いて体系化させたものである。 

 

図図図図    6666：：：：形状語句の体系化形状語句の体系化形状語句の体系化形状語句の体系化    
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第第第第3333章章章章    提案する物体認識手法提案する物体認識手法提案する物体認識手法提案する物体認識手法    

 この章では、本研究で提案・作成した物体認識手法[16]について述べる。 

3.13.13.13.1        物体認識手法の構成物体認識手法の構成物体認識手法の構成物体認識手法の構成    

本研究で提案する物体認識システムの構成を図７に示す。利用者から物体を取って欲し

いという依頼があった場合には、まず自動での認識によって対象となる物体の検出を試み

る。そして、それによって正しく認識できたのなら処理を終了する。もし正しく認識でき

なかった場合には、対話を用いた物体認識へと切り替わる。対象物体がどういったものな

のかを利用者に尋ね、そこで教えてもらった情報を基にして物体の検出を行う。対話物体

認識は、自動物体認識と異なり、繰り返し対話を行うことによって複数回の失敗にも対応

することが可能である。また、失敗を経験することにより、学習が可能となる。 

                

 

図図図図    7777：提案する物体手法の構成：提案する物体手法の構成：提案する物体手法の構成：提案する物体手法の構成    

3.23.23.23.2        対話物体認識対話物体認識対話物体認識対話物体認識    

 以下の図８に対話物体認識の全体像を示す。自動での認識に失敗したら、まず利用者と

の対話を行うことによって、利用者から対象物体に関する情報を教えてもらう。そして、
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そこで得られた情報に応じてその後の処理を決定する。例えば、物体の色を取得したなら

カラー物体認識によって得られる結果を、物体の位置情報を取得したなら空間物体認識に

よって得られる結果を利用する。そして、選択された処理によって候補となる物体を見つ

けることができたなら、その物体が目的の物体であるのかを利用者へ確認する。もし、候

補となる物体を見つけられなかった場合や、見つかった物体が目的の物体でない場合は、

再び利用者と対話することによって新しい物体情報を教えてもらう。 

 

図図図図    8888：対話物体認識の全体像：対話物体認識の全体像：対話物体認識の全体像：対話物体認識の全体像    

  

図図図図    9999：：：：対話物体認識の全体図対話物体認識の全体図対話物体認識の全体図対話物体認識の全体図    

 

図９の（A）において、人がロボットに依頼すると、ロボットは「人の言葉」を理解しよ

うとする。 

このとき、人から聞いた物体の特徴が DB（特徴言語を記載した DB）にない場合は、新しい   

特徴言語をこの DBに追加することで、ロボットは物体に関する知識を獲得する。２ 節で述

べたように、ロボットに人の言葉を理解させるために、人が日常使う言葉を調査・収集し、 

ロボットが理解できる表現に置き換える必要がある。 

図９の（B）では、ロボットは、オントロジーにある特徴（概念） から画像処理で探索可能

な 物体特徴を参照し、実際の物体を画像中から探索する。 
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人にとって使いやすい対話物体認識システムを作成するには、2 章の調査で得られた色や

形や大きさなどといった多種多様な表現に対応させる必要がある。できるだけ多くの表現

に対応させることによって、より柔軟性のある対話物体認識を実現させることができると

考えられる。 

 本研究では、このような対話物体認識の一環として、形状情報の表現への対応に取り組

んだ。以下にその詳細を示す。 

3.33.33.33.3        形状形状形状形状物体認識物体認識物体認識物体認識    

形状物体認識では、対象となる物体の形状を識別する。2 章で述べた人同士の会話実験を

行って、日用品等の普段使用する物の形状に関する語句を収集し、形状語句の使用傾向を

分析した結果、複雑な形状でも、基本は「楕円」と「矩形」の組み合わせが多いため、楕

円と矩形の形状認識を精度よく行うプログラムを作成した。楕円及び矩形検出プログラム

作成には、Intel 社の Open CV と、Microsoft 社の Visual Studio を用い、Ｃ言語で記述

した。特殊な形状抽出には、Das らによる物体検出プログラム[1] を用いている。 これは

MATLAB 言語で作成している。図 10 に形状物体認識のアルゴリズムを示し、その後に、

プログラムの詳細に述べる。  

 

図図図図    10101010：：：：形状物体認識のアルゴリズム形状物体認識のアルゴリズム形状物体認識のアルゴリズム形状物体認識のアルゴリズム    
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3.3.13.3.13.3.13.3.1        途切れているエッジの接続途切れているエッジの接続途切れているエッジの接続途切れているエッジの接続    

認識対象物を構成する「直線・曲線エッジ」の検出率を向上するために、繋がっている

と思われる各エッジの接続を行う[17]。 
 
 

表表表表    1111：画像上で検出された隅点に基づいたエ画像上で検出された隅点に基づいたエ画像上で検出された隅点に基づいたエ画像上で検出された隅点に基づいたエッジのリストッジのリストッジのリストッジのリスト    

エッジ上の隅点の数と位置 分類された 

エッジタイプ 

エッジ点 

の数 

エッジのサンプル図 

（i）隅点なしのループエッジ 

（ii）隅点が1個あるループエッジ 

Isolated-1 1 

（i） 隅点なしのエッジ 

（ii）エッジの始点か終点のどち

らかに隅点が1個ある 

（iii）エッジの始点と終点に合わ

せて隅点が２個ある 

Isolated-2 1 

（i） 隅点はｎ個ある 

ただし、エッジの始点と終点上

には隅点がない 

Connected n+1 

（i）隅点はｎ個あり、エッジの始

点か終点上のどちらかに隅点が 

1個ある 

（ii）ループ上に隅点がｎ個ある 

Connected n 

 

（i）隅点はｎ個 

エッジの始点と 終点に合わせ

て隅点が２個ある 

Connected n -1 
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（a） 孤立しているエッジのための窓 

（b） 接続エッジのための窓 

（c） コーヒーマグの検出された隣接しているエッジリストの例 

図図図図    11111111：隣接エッジの検出隣接エッジの検出隣接エッジの検出隣接エッジの検出： 

 

各対象エッジ ek の始点と終点に隣接していると思われるエッジは、上記の表 1 のエッジリ

ストのエッジの種類に基づいて決定する。対象エッジの種類が Isolated-1 であれば、これ

に隣接するエッジはないと考える。Isolated-2 においては、隣接していると思われるエッジ

を見つけるために、互いのエッジ（対象エッジとそれに隣接していると思われる他のエッ

ジ）の端点方向に沿ってそれぞれのエッジの端点をわずかに伸ばしていく。このタスクは

m×m コーディネートウィンドウを使用して効率的に行われる。図 11 の（a）に示されて

いるコーディネートウィンドウに従って、ek の画素の大部分が P1 サブウィンドウの中に

存在するなら、隣接していると思われるエッジの大部分は P3 サブウィンドウにある。ここ

で、P は ek の終点座標である。同様に、対象エッジ画素の大部分が P2 サブウィンドウに

あるなら、P4 などで隣接エッジを見つける。エッジが接続されているなら、隣接している

接続エッジは、単に図 11 の（b）で与えられたウィンドウを使用することで決定される。 図

11 の（c）は、上のコーディネートウィンドウを使用することで 2 つの検出された隣接して

いるリストを示している。 

3.3.23.3.23.3.23.3.2        直線・曲線エッジを検出直線・曲線エッジを検出直線・曲線エッジを検出直線・曲線エッジを検出    

検出した輪郭点列からなるべく多くの直線・円弧を検出するために、点列全体に区間長

と開始点を変化させながら、近似函数として直線・円弧をあてはめ、点列と近似函数の平

均誤差e1 と最大誤差e2 を計算して、その値がある閾値以内ならその区間を直線・円弧と

して記憶しておくことを考える。しかし、輪郭線全てに直線と円弧を当てはめるのでは計

算量が膨大になってしまうので、まず、輪郭点列から明らかな隅点をDavis 法のディジタ

ル曲率[12]によって抽出し、その隅点で区切ったセグメントに対して二分探索的手法を用

いることで直線・円弧を検出することにする[18]。 
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3.3.33.3.33.3.33.3.3        楕円検出手法楕円検出手法楕円検出手法楕円検出手法    

第1ステージとして、検出した曲線エッジ（図13）上から選んだ５つの画素（図14）から、

楕円を抽出（楕円方程式との照合）する[19]。 

ここで用いたくりこみ法はエッジ片が短くても楕円全体が精度良く当てはまる手法であ

り[18]、この特性により上記の処理が有効に機能する。環状領域の計算は次のように行う。

楕円を含む２次曲線は次の形の方程式をもつ。 

Ax2+2Bxy+Cy2+2f（Dx+Ey）+f2F =0 （1） 

f はデータと同じオーダの定数（例えば画像サイズ）である。上式が楕円を表す条件は 

AC ―BB > 0 （2） 

である。 

また、AC ―BB <= 0 の場合、双曲線の式となる（図15）。 

ベクトルx と行列Q を 
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と定義すると、式（1） は次のように書ける[14]、[16]。 

（x・Qx） = 0 （4） 

ただし（a・b） はベクトルa、 b の内積を表す。 

これから、上記に示したように、初期の段階で、曲線エッジは形状によって、楕円か双曲

線のどちらかの一部に判定される。第 2 段階以降で楕円行列式を再計算する場合、初期段

階で楕円か双曲線とみなされたエッジでは、計算方法が若干異なる。そのため、下記の楕

円計算手順を示した図 12～図 19 では、楕円または双曲線とみなされた曲線エッジをそれぞ

れ用いて説明する。 

 

                                                            図図図図    12121212：検出した曲線エッジ：検出した曲線エッジ：検出した曲線エッジ：検出した曲線エッジ

（左図） 曲線エッジＡ （右図） 曲線エッジ
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図図図図    13131313：曲線エッジから選んだ５点の画素：曲線エッジから選んだ５点の画素：曲線エッジから選んだ５点の画素：曲線エッジから選んだ５点の画素    

 

 

 

図図図図    14141414：楕円か双曲線かの判定（左図：楕円：楕円か双曲線かの判定（左図：楕円：楕円か双曲線かの判定（左図：楕円：楕円か双曲線かの判定（左図：楕円    右図：双曲線）右図：双曲線）右図：双曲線）右図：双曲線）    

 

上記の図 14 の右図の曲線エッジＢは、曲線形状と長さの都合により双曲線とみなしてし

まう場合がある。このような事象が起きた場合、曲線エッジＢとは離れており、組み合わ

せることで楕円となる、他の曲線エッジを探し出す（図 15）。 

問題点は、検出成功率を高めるために、全ての検出した曲線エッジから２種類の曲線（楕

円や双曲線の一部分となる部分曲線）を抜き出して、楕円になるかを確かめているために

検出時間が長くかかることである。 

 

                                                 

（左図）曲線エッジ （右図）曲線エッジ

（左図）曲線エッジ （右図）曲線エッジ
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図図図図    15151515：離れた曲線エッジを用いて楕円を計算：離れた曲線エッジを用いて楕円を計算：離れた曲線エッジを用いて楕円を計算：離れた曲線エッジを用いて楕円を計算    

 

これより本論独自の手法を示す。 

第 2 ステージとして、検出した曲線エッジが楕円（あるいは楕円の一部）なのか、それ

とも独立した線分なのかを判定する必要がある。そのため、曲線エッジ片に当てはめた楕

円（楕円 D）の周長の半分以上を構成するかどうかの判定をする手法を考案した。判定方

法として、対象曲線を楕円 D の一部とみなし、楕円 D の中心から見て、対象曲線エッジ画

素が存在する方向を確認する。 

まずは、楕円Ｄの中心座標を計算する。計算方法として、楕円対象の曲線エッジに当て

はめた楕円 D を矩形で囲み（図 16）、その矩形の中点座標を計算する。矩形の中心座標が

楕円 D の中心座標 O となる。また、中心座標 O と、矩形の 4 つの頂点との距離Ｒを半径と

する円Ｃを作る（図 17）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図    16161616：計算した楕円を囲む：計算した楕円を囲む：計算した楕円を囲む：計算した楕円を囲む矩形を計算矩形を計算矩形を計算矩形を計算    

曲線エッジＢ 

他のエッジ他のエッジ他のエッジ他のエッジ

検出した楕円検出した楕円検出した楕円検出した楕円    

（左図） 曲線エッジＡ （右図） 曲線エッジＢ
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図図図図    17171717：矩形の：矩形の：矩形の：矩形の4444頂点を通る円Ｃを計算頂点を通る円Ｃを計算頂点を通る円Ｃを計算頂点を通る円Ｃを計算    

 

次に、円の中心座標 O から対象の曲線エッジの端点２箇所に直線を引き、円と直線の交

点座標 A と B を求める（図 18）。中心座標 O から座標 A と B に直線を引き、円 C を分割

する。対象の曲線エッジが存在する方向にある紫の円弧の角度を数値情報求める（図 19）。

この紫の円弧らが対象曲線エッジの画素が存在する方向となる。 

そして、対象の曲線エッジを楕円の一部と考えたとき、曲線の開区域に注目して、他の

曲線エッジがないかを調べる。もし、見つかれば、楕円行列式を再計算する。そして、周

りのエッジ画素位置を補正（調整）して、楕円の中心位置、長径、短径のサイズを再設定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図    18181818：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定 AAAA    

（左図）曲線エッジ （右図）曲線エッジ

（左図） 曲線エッジＡ 
（右図） 曲線エッジＢ

交点座標Ｂ交点座標Ｂ交点座標Ｂ交点座標Ｂ    

中心点中心点中心点中心点 OOOO    

半径半径半径半径 RRRR    

交点座標交点座標交点座標交点座標 AAAA    
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図図図図    19191919：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定：対象の曲線エッジの画素が存在する方向を判定 BBBB    

    

 

（左図）曲線エッジ （右図）曲線エッジ

90° 

180°

270° 
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0° 

0° 
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270° 

180° 
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       実験パターン                実験パターン 

     

図図図図    20202020：：：：楕円の検出結果楕円の検出結果楕円の検出結果楕円の検出結果    （検出を意味する赤い楕円、楕円を囲む緑の矩形）（検出を意味する赤い楕円、楕円を囲む緑の矩形）（検出を意味する赤い楕円、楕円を囲む緑の矩形）（検出を意味する赤い楕円、楕円を囲む緑の矩形）    

 

楕円検出プログラム性能を評価するために、図 20 に実験パターンと検出実験結果を示し

ている。実験パターンは、画面（640*480）内に複数の楕円と他の形状とを複合配置した構

成である。楕円検出の実験結果として、検出した楕円は赤色で表示し、検出した楕円を緑

の矩形で囲ってわかりやすく強調表示している。 

検出成功の判定プとしては、 

成功判定条件：楕円対象物の全てを検出 

失敗：上記以外 

とした。実験結果として、検出成功率（検出成功数/試行回数）は約 70％（28 回成功/40 

回試行）であった。また、楕円１つのみの予備実験では、検出時間は 10 回試行で、１秒以

内であったが、今回の複合実験では最大 20 秒かかっている。 

 

複合実験で複数楕円の検出時間に 20 秒となった背景は、エッジ追跡や、目的の楕円を検

出するために、全ての検出した曲線エッジから２種類の曲線（楕円や双曲線の一部分とな

る部分曲線）を抜き出して、楕円になるかを確かめていることによる。このため、異なる

物体の輪郭線も１つの楕円の候補として計算している。このため、検出時間が長くかかっ
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ている。また、認識失敗の大半は、物体の輪郭が背景の色と区別できないことや、異なる

物体の輪郭線を検出対象の楕円の一部として誤認していることに発していた。楕円を構成

する 

連結画素の途切れの判定方法、検出時間の高速化に課題を残している。  
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図図図図    21212121：：：：楕円の検出フローチャート楕円の検出フローチャート楕円の検出フローチャート楕円の検出フローチャート    
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3.3.43.3.43.3.43.3.4        矩形検出方法矩形検出方法矩形検出方法矩形検出方法    

3.1 で検出したエッジから、４つの直線エッジを選び、各々が一定範囲の角度をもった４

つの角を形成していれば、それら４つの直線エッジで囲まれた領域を矩形とみなす。 

   

図図図図    22222222：矩形：矩形：矩形：矩形の検出結果の検出結果の検出結果の検出結果    

矩形の検出処理時間は約 0.2 秒であり、検出成功率は、検出回数/試行回数では 40 回中

28 回が成功なので、成功率約 80％である。失敗率である 20％は、物体の周りの色と光の

関係により対象物体と背景の境（エッジ）が見えにくくなるため、エッジを検出できないと 

いった課題を残している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図    23232323：：：：矩形検出フローチャート矩形検出フローチャート矩形検出フローチャート矩形検出フローチャート    

ＹＥＳ 

スタート 

エンド 

ＹＥＳ 

4 本の直線エッジ検出 

4 本の直線エッジで

４つの角ができるか 

検出した角は閾値 

以下であるか 
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3.3.53.3.53.3.53.3.5        特殊な形状の抽出特殊な形状の抽出特殊な形状の抽出特殊な形状の抽出    

特殊な形状を抽出するために、久野研究室で作成した形状学習プログラム[20] を一部 

改良して利用した。 

このプログラムは、自分が学習させたい物体の形状が描かれている画像（学習画像）を

複数枚用いて、 形状を学習するものである。 学習画像は 20 種類以上用いることで充実さ

せる。各学習画像上のエッジにランダムに特徴点を設置し、設置した特徴点の位置関係から

形状を学習させる。実験に用いる画像（トレーニング画像）から学習画像で学んだ形状を抽

出させる。トレーニング画像上のエッジにもランダムに特徴点が設置され、設置された特徴

点の座標から、対象の形状を抽出する。 

実験の結果、造形物として形状が明確に定義されているものは抽出率が高いことがわかっ

た。瓶やマグカップといった特徴的な形状は、約 90 ％抽出できている。しかし、特徴的な

ものでも、対象物と背景部分が同色の場合や、他の形状と重なる場合には、対象物を割り出

すことができなかった。これが、誤認識した 10％の理由である。 

 

 

          

（（（（aaaa））））    瓶瓶瓶瓶（（（（bbbb））））    マグカップマグカップマグカップマグカップ    

図図図図    24242424：：：：瓶とマグカップの抽出結果瓶とマグカップの抽出結果瓶とマグカップの抽出結果瓶とマグカップの抽出結果 

 

（問題点） 

楕円や矩形といった一般的な形状は、 曲線一般との特徴差が少ないため形状抽出率が低

い。学習画像で覚えた形状と、形状サイズで対象物を判定しているので、自由なサイズで

の対象物判定ができていない。遠方にあるものは、サイズが小さくなるので、これをサイ

ズ補正した上で、形状を抽出し対象物を正しく検出する必要がある。二次元投影での対象

物のサイズ情報（カメラの焦点情報やズーム倍率、距離情報）の獲得や、他の対象物（サ

イズ基準となる日用品）とのサイズ比較方法を検討する必要がある。 
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3.43.43.43.4        利用者とロボット間の対話利用者とロボット間の対話利用者とロボット間の対話利用者とロボット間の対話    

ここでは、対話物体認識を行うにあたって、どのような物体情報を利用者から教示する

かについて述べる。利用者にとって最も易しい質問となるのは、「どれですか？」と、物体

に関する情報をとくに限定しないで求める質問である。ただ、それでは返答の自由度が高

いため、利用者の答えた内容に対応した対話物体認識ができるとは限らない。そのため、

利用者に答えてもらいたい物体情報をある程度ロボット側で指定（制約）する必要がある。

そこで、上で述べた形状物体認識と空間物体認識の２つの処理を使って効果的に物体を 

認識できるよう、状況に応じて以下の 3 つの返答を行うことにした。 

 

Ans1：「どんな形ですか？」 

 形状物体認識の利用を想定した返答となる。対象物体がどんな形状なのかを利用者に問

い合わせ、利用者の答えた形状と形状物体認識で識別された形状とを比較することで候補

物体を見つけ出す。 

 

Ans2：「“物体名”があるのはわかります。」 

 空間物体認識の利用を想定した返答となる。自動で認識された物体を利用者に伝え、  

「”物体名”の左です。」などといった位置情報を教えてもらうことによって候補物体を見つ

け出す。  

 

Ans3：「これですか？」 

領域分割処理で得られた物体領域の中から候補物体をランダムに一つ選び、それが対象

物体であるかどうかを利用者に問い合わせる。また、形状物体認識や空間物体認識によっ

て候補となる物体を見つけ出すことができた場合にもこの返答を行う。 
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第第第第4444章章章章        対話認識実験でのハードウェア構成対話認識実験でのハードウェア構成対話認識実験でのハードウェア構成対話認識実験でのハードウェア構成    

4.14.14.14.1     使用するカメラ使用するカメラ使用するカメラ使用するカメラ    

ロボット用のカメラとして、Logicool 社製の Qcam® Pro for Notebooks（図 26）を使用

した[21]。このカメラを用いて、取得される画像を基に物体認識等の画像処理を行う。表 2

にカメラ仕様を示す。 

 

                    

名称  Logicool Qcam® Pro for Notebooks 

 本体サイズ  mm：30.0×40.2×62.2 

 重量  g：54 

 ビデオキャプチャー  最大 200 万画素 

 静止画キャプチャー  最大 800 万画素 

 フレームレート  最大 30 フレーム/秒 

表表表表    2222：：：：QcamQcamQcamQcam の仕様の仕様の仕様の仕様    

4.24.24.24.2        使用するマイク使用するマイク使用するマイク使用するマイク    

音声認識用のマイクとして、SONY の ECM-C10（エレクトレットコンデンサーマイクロ

ホン）（図 26）を使用した。このマイクを用いて、利用者からの命令を音声認識する。    
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           （左図）マイク正面     （右図）マイク後方 

図図図図    25252525：：：：ECMECMECMECM----C10C10C10C10 の外観の外観の外観の外観    

 

表表表表    3333：：：：ECECECECMMMM----C10C10C10C10 の仕様の仕様の仕様の仕様    

名称  ECM-C10（エレクトレットコンデンサーマイクロホン） 

型式 エレクトレットコンデンサー型 

プラグ 金メッキ L 型ミニプラグ 

外形寸法 約 φ8×19mm（最大径×全長） 

質量 約 10g（コード含む） 

周波数特性  50～15,000Hz 

4.34.34.34.3    対話認識システムの構成対話認識システムの構成対話認識システムの構成対話認識システムの構成    

はじめに対話認識システムの全体像を述べる。システムは、人からの依頼を受け付ける

までは待機状態にあり、音声による依頼があるとその内容に応じた処理を開始する。例え

ば、「物を取って欲しい」という依頼があった場合には、カメラ画像内から候補となる物体

を見つけ出し、それが利用者の取って欲しい物体なのかを動作・発話という 2 つの行動に

よって利用者へ問い合わせる。この“音声入力→処理→行動出力”という 1 つの流れが、

利用者とロボットの 1 回の対話に相当する基本的なプロセスとなる。 

 

そして、対話認識システム構成をあらわしたのが図 26 である。システムは以下の 4 つの

モジュールから構成される。 

 

・音声認識モジュール（Speech Recognition） 

・言語理解モジュール（Speech Analysis） 

・物体認識モジュール（Object Recognition） 

・PC の発話モジュール（PC Speech） 
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以下に各モジュールの詳細を記す。 

 

図図図図    26262626 対話認識システム構成対話認識システム構成対話認識システム構成対話認識システム構成    

4.3.14.3.14.3.14.3.1        音声認識モジュール音声認識モジュール音声認識モジュール音声認識モジュール    

音声認識モジュールでは、「コーラ取って」や「そこの赤いのだよ」などといった利用者

が発した音声の認識を行う。音声の認識にはオープンソースの連続音声認識ソフトウェア

Julius を使用した[22]。Julius は汎用性・可搬性が高く、音響モデルや言語モデルなどの

置き換え・修正が容易であることから、様々な使用環境や目的に応じたシステム構築が可

能であるため、ロボットの対話システムとしても非常に扱いやすいというメリットがある。

処理動作に関しては、マイクから音声が入力されると認識が行われ、その結果が文字列と

して出力される（図 27）。 

           

図図図図    27272727：利用者の声を認識：利用者の声を認識：利用者の声を認識：利用者の声を認識    

ポカリスエットを

取って 
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また、Julius では音声対話や受付サービスなどのように、目的とするタスクがある程度

限定されている場合には、想定される発話 case を専用の文法で記述することによって、通

常より高い精度での認識を実現させることができる。それを行うには、想定される発話 case

の文法規則と単語辞書を grammar ファイル・voca ファイルという 2 つのファイルにそれ

ぞれ手作業で記述する。図 28 左に、本研究で作成した音声対話タスク用の grammar ファ

イルと voca ファイルの一部を示す。機械は、これらのファイルに記述された発話 case に

従って音声の認識を行うことになる。ただし、実際に PC 上で動かす場合には、これら 2

つのファイルを特定のコンパイラによって結合させた XML ファイルを使用する（図 29 の

右図）。 

      

図図図図    28282828：音声対話用に作成した文法ファイルの一部：音声対話用に作成した文法ファイルの一部：音声対話用に作成した文法ファイルの一部：音声対話用に作成した文法ファイルの一部    
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4.3.24.3.24.3.24.3.2        言語理解モジュール言語理解モジュール言語理解モジュール言語理解モジュール    

本モジュールでは、音声認識モジュールから送られてきた認識文の解析を行う。音声認

識モジュールで認識される音声はただの文字列に過ぎないため、その時点ではロボットは

利用者の発話内容を理解できていない。そこで、その文字列がどういった意味を持ってい

るのかを、本モジュールによってロボットに理解させる。 

 

表表表表    4444：語彙データベースの一部：語彙データベースの一部：語彙データベースの一部：語彙データベースの一部    

ID 単語名 カテゴリ 

1 皿  

2 コーラ 物体名 

3 ティッシュ箱  

… …  

1 コップ  

2 本 物体の種類 

3   

… …  

1 赤  

2 緑  

3 青 色 

… …  

1 円  

2 四角 形 

3 三角  

… …  

1 左  

2 右 位置 

… …  

1 取って  

2 来て 動作 

… …  

 

具体的には、受け取った文字列に含まれている語彙を抜き出すといった処理を行う。語

彙の抜き出しには、あらかじめ作成しておいた語彙データベースを利用する（表 4）。デー

タベースには、各語彙の ID と名前、またそのカテゴリを登録しておき、与えられた文字列

とデータベース内の文字列を比較していくことによって認識文に含まれる語彙を抜き出す。

例えば、音声認識モジュールから「コーラ取って」という文字列を受け取った場合には、
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語彙データベースから物体名 ID：2 と動作 ID：1 の情報が抜き出され、ロボットは“コー

ラ”という名称の物体に対して“取る”という動作を行えばよいことを理解する[23]。 

なお、この語彙データベースには、物体の名称や種類、またその属性や位置などといっ

た対話物体認識の際に使用される単語を全部で 118 種類登録している。 

 

4.3.34.3.34.3.34.3.3        物体認識モジュール物体認識モジュール物体認識モジュール物体認識モジュール    

 物体認識モジュールでは、カメラが取得した入力画像内から目的とする物体の認識を行

う。前の言語理解モジュールから送られてきた物体情報を基に対象物体の認識を試みる。

認識処理に関しては、3 章で述べた自動＋対話物体認識の処理を実装している。 

例えば、言語理解モジュールから“ボール”に相当する物体情報が送られてきたなら、

自動物体認識を行うことによって入力画像内からボールの認識を試みる。また、“球”に  

相当する物体情報が送られてきたなら、形状物体認識の処理を施すことによって“円”の

検出を行う。そして、そこで得られた認識結果を次のモジュール（音声発話モジュール）

へ送る。 

4.3.44.3.44.3.44.3.4        音声発話モジュール音声発話モジュール音声発話モジュール音声発話モジュール    

 音声発話モジュールでは、PC にどういった発話を行わせるのか決定する。前もって PC

に発話させたい音声ファイルを作成して、状況に合わせてそれらのファイルを読み込ませ

ることによってロボットに発話を行わせる。このＰＣによる発話は、主に動作と併せて行

う。例えば、物体認識によって候補となる物体が見つかった場合には、その方向に向かっ

て指を差すのと同時に、「これですか？」などいう発話を PC に行わせる。
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第第第第5555章章章章    実験実験実験実験    

この章では、作成した物体認識手法を評価するために行った実験について述べる。 

5.15.15.15.1        目的目的目的目的    

 この章では、３章で述べた物体認識システムにおける対話物体認識部分の有効性を検証

する。複数の物体がテーブルに配置されているというシーンを 2case 用意し、ＰＣが利用

者から対話で与えられる形状情報や位置情報を用いて、目的の物体を上手く検出できるか

を調べる。    

    

5.25.25.25.2        方法方法方法方法    

ＰＣをロボットの視点 実験を行う。提案手法を組み込んだ形状認識プログラム及び、

対話 case を用いて、対話物体認識を行い、対象物を特定できるまでに、対話に対しの繰り

返し応答が何回行われるのかを調べる。「それはどんな形ですか？」と形状情報を尋ね、利

用者の答えた表現に相当する物体を検出できた場合には、検出物を候補物体とし、「これで

すか？」と利用者へ確認する。もし候補が複数あれば、物体の位置情報で確認する。 

 

本来の手順としては、指示者がＰＣ（ロボット）に物体のある位置を教えるのであるが、

実験では、簡易的に以下の手順とした。 

ＰＣ（ロボット）は検出した物体の位置情報を画像上に表示して、指示者は対象物体の位

置座標をＰＣに伝えることで、位置情報を確認する実験手順とした。 

 

 

   

                                                                            図図図図    29292929：物体の配置図：物体の配置図：物体の配置図：物体の配置図    
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5.35.35.35.3        結果結果結果結果    

対話認識により、検出したい形状情報をＰＣに伝え、当てはまる形状を前述の図 30 から

検出した。楕円と矩形を検出した。以下に検出結果を示す。 

5.3.15.3.15.3.15.3.1        楕円の検出楕円の検出楕円の検出楕円の検出    

まずは、マイクを用いて、ＰＣに楕円関連の形状情報を対話で伝える。すると以下の  

ウインドウ（図 31）が現れて、ＰＣが認識した結果が表示される。 

   

図図図図    30303030：：：：対話認識対話認識対話認識対話認識（（（（楕円検出楕円検出楕円検出楕円検出））））    

 

以下の図 32 は、楕円を検出した結果である。検出した楕円は赤色で表示しており、さら

に検出した楕円を緑の矩形で囲っている。 

物体の検出した輪郭線（図中の青い線）が少なければ形状認識が上手くいかない上、2 種

類以上の物体を１つの楕円とみなしてしまう（それぞれの物体の輪郭線の 1 部から楕円を

計算している）ことが問題点となっている。 

 ２つの小楕円を含んだ大楕円が実在するならば、２つの小楕円の外側をつなぐ環状（チ

ェイン形）の部分が、エッジや部分曲線として少なからず存在する。このチェイン形の背

や腹の位置に、どの程度の長さの割合（部分曲線長／楕円の周囲長）で部分曲線が存在し

ているかで大楕円の存在を判定する必要がある。 

 人工物の製品などでは、楕円や矩形をボタンやマークとして配置している場合が多く、

配列の組み合わせや、外部輪郭と関係で、対象物の検出が可能となる物が多い。例として、

リモートコントローラー（操作盤）や電卓の本体の形状内には、楕円や矩形といった形状
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であり、文字が表示された複数のボタンがある。また、時計にも複数の数字が存在する。

複数複数の形状の組み合わせや配置特徴、等も含めた対話での形状認識へ応用することが

できるだろう。 

 

    

          a-1                             a-2 

図図図図    31313131：：：：楕円検出実験結果例楕円検出実験結果例楕円検出実験結果例楕円検出実験結果例    

5.3.25.3.25.3.25.3.2    矩形検出の結果矩形検出の結果矩形検出の結果矩形検出の結果    

楕円検出のときと同様に、ＰＣに矩形関連の形状情報を対話で伝える（図 33）。 

   

図図図図    32323232：：：：対話認識対話認識対話認識対話認識（（（（矩形検出矩形検出矩形検出矩形検出））））    

以下の図 35 は、矩形を検出した結果である。検出した矩形は緑色で表示している。 

楕円同様、物体の検出した輪郭線が少ない場合や、輪郭線と背景色が同じ色の場合には、

輪郭線が検出できずに形状認識が出来ないという問題がある 
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b-1                             b-2 

図図図図    33333333：：：：矩形実験結果例矩形実験結果例矩形実験結果例矩形実験結果例    

5.4  5.4  5.4  5.4  考察考察考察考察    

以上，実験の結果から判明したことを述べる。 

（1）対話実験により、対話による指示内容（対象物の指示）と対象物の形状情報の関係を

整理できた。この結果をもとに、指示内容の問い合わせ回数を減少させられることが

わかった。そして、物体の形状認識での情報（物体の輪郭等）が少なかった場合でも、

探索対象物を予測できることが分かった。 

 

（2）形状認識の場合、対象物体を一定距離以内で撮影し、対象物体の輪郭を一定サイズ以

上の大きさで検出しないと形状認識に支障をきたしている。このため、対象物体のサ

イズに関係なく物体の形状を検出できるようにスケール（拡大、縮小）対応を加えて

認識処理を行う必要があることが分かった。 

 

（3）人工物の製品などでは、楕円や矩形をボタンやマークとして配置している場合が多く、  

配列の組み合わせや、外部輪郭と関係で、対象物の検出が可能となる物が多い。複数

の形状の組み合わせや配置特徴、等も含めた対話での形状認識への応用が必要。  

 

（4）物体の検出した輪郭線が少ないと形状の誤認識や、2 種類以上の物体を１つの物体と 

みなしてしまう問題がある。２つの小楕円が１つの大楕円の構成の一部と判定する場

合には、２つの小楕円の外側をつなぐチェイン環状の中間部分（背・腹）に対して、

エッジや部分曲線の存在有無、および、長さ割合（部分曲線長の和／楕円の周囲長）

の新たな基準を設けて判定することも必要である。 

ということがわかった。 
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今後の改良点として、検出した曲線エッジの中から、2 種類以上のエッジを選んで組み合

わせて楕円を計算しているため、２つの楕円と共通の曲線エッジをもつ架空楕円（前記の

楕円より大きな楕円）が表示されることがある（図 35）。実体のない架空楕円なのかを判断

するための方法として、「楕円の一部と見なした曲線エッジ部」が楕円上での位置的特徴及

びその長さを確認する必要がある。例えば、図 36 において、エッジ数のエリア配置割合で

判定する。 

判定基準例として、下記の①あるいは②の条件を満足することで楕円判定する。 

①配置割合が左右エリア（ⅠとⅢの合計）で全体の 1/5 以上、上下方向（ⅡとⅢの合計）で

1/5 以上。 

②全エリアで 3/5 以上 

 

 

 

 

 

図図図図    34343434：：：：同じ曲線エッジをもつ楕円検出例（赤い曲線：共通曲線エッジ）同じ曲線エッジをもつ楕円検出例（赤い曲線：共通曲線エッジ）同じ曲線エッジをもつ楕円検出例（赤い曲線：共通曲線エッジ）同じ曲線エッジをもつ楕円検出例（赤い曲線：共通曲線エッジ）    

 

 

 

 

 

（（（（aaaa）楕円として判定）楕円として判定）楕円として判定）楕円として判定                                                                                    （（（（bbbb）架空の楕円として判定）架空の楕円として判定）架空の楕円として判定）架空の楕円として判定    

図図図図    35353535：曲線エッジ画素の偏りを確認（赤い曲線：存在する曲線エッジ画素）：曲線エッジ画素の偏りを確認（赤い曲線：存在する曲線エッジ画素）：曲線エッジ画素の偏りを確認（赤い曲線：存在する曲線エッジ画素）：曲線エッジ画素の偏りを確認（赤い曲線：存在する曲線エッジ画素）    

 

また、本研究での形状認識を拡張させていき、布や衣服などのように形が不規則に変化

するモノ、あるいは、モノを特定する模様や柄などのパターンも認識できるように考えて

いる。 

エリアⅠ 

エリアⅡ

エリアⅣ

エリアⅢ 
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第第第第6666章章章章    まとめまとめまとめまとめ    

本論文では、利用者に頼まれたものを取ってくるロボットを想定した際に必要となる 

物体認識の機能において、統計的学習による手法だけでは全ての物体を正確に認識できな

いという問題に着目し、解決策として「人の形状表現に基づく対話物体認識手法」を提案

した。 

目的の認識方法を実現させるために、物体の特徴として、物体の存在を最も強調する形

状についての語句の体系化を行った。また、実空間の物体に対し、画像上からの抽出方法

を研究し、矩形（四角形）と楕円の基本図形に注目して、複合的な形状を検出するための

必要条件を、実験を通して明らかにできた。 

形状言葉表現に沿って対象物を認識することで、ロボットが利用者の意図を理解しやす

くなり、人とロボットの応答が明確になり、あいまいな対話や応答数を軽減させることの

確認を行った。この確認のための対話実験を通し、対話による指示内容（対象物の指示）

と対象物の形状情報の関係を整理した。そして、対話による物体認識手法を実現するため

の人間の形状表現の特性を明らかにした。この結果、指示内容の問い合わせ回数を減少さ

せられることが分かった。また、対話により、物体の形状認識での情報（物体の輪郭等）

が少なかった場合でも、探索対象物を予測できることが分かった。 

 また、対話に基づいて実際の対象物を検出する楕円検出プログラム、及び矩形検出プロ

グラムを作成し、その性能評価を行った。 

楕円検出プログラム性能評価では、画面（640*480）内に複数の楕円と他の形状とを複合

配置した実験パターンで行い、画面内の複数楕円を全て検出した場合を成功として、検出

成功率（検出成功数/試行回数）は約 70％（28 回成功/40 回試行）であった。 

矩形検出プログラム性能評価では、楕円同様、画面（640*480）内に複数の矩形と他の形

状とを複合配置した実験パターンで行った。この実験は、画面内の複数楕円を全て検出し

た場合を検出成功とし、検出成功率は約 80％（32 回成功/40 回試行）であった。検出失敗

の原因は、物体の周りの色と光の関係により対象物体と背景の境（エッジ）が見えにくく

なるため、エッジを検出できなかったことによることが分かった。 

 

対象物が、楕円や矩形の組み合わせで出来ている場合の複合配置の識別問題や、逆に、2 

種類以上の物体を１つの物体とみなす誤認識問題がある。これらを解決すため、エッジや

部分曲線の存在確率の高いエリアに対して、重み付けして、長さ割合（部分曲線長の和／

楕円の周囲長）を判定することで改善を図れることが分かった。 

 上記の判明したことにより、対話物体認識方法の改善点や、問題点の対処法を明らかにす

ることができた。また、実験をとおして、対話物体認識方法の有効性も確認できた。 
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最後に、今後の研究アプローチを下記の（A）～（F）に記載する。 

（A）特徴抽出プログラムの精度向上。精度向上として、一定以上の対象物体の輪郭を検出、

処理時間の削減、特徴エッジ（楕円を構成する曲線、四角形を構成する直線画素）   

抽出の増加を目標とする。 

（B）オントロジーDB 方法の適用範囲と蓄積方法の検討をする。 

（C）蓄積した知識情報をどのような会話に利用するか、知識利用での評価方法や効果の 

判定方法を検討する。 

（D）上記（A）～（C）の総合的な評価を行うため、シミュレーション実験（オフィスや

キッチン等の部屋空間及び対象物配置モデルを用意）を行い、検出での正解度、処理

時間等の評価を行う。また、シミュレーション環境（「部屋」や「対象物」）は、本物

を擬似した映像（静止画や動画）を用いた方法を採用する。 

（E）今回は、形状として、矩形、楕円といった一般的な固形の形状に絞った。今後は、布

や衣服などのように形が不規則に変化するモノ、あるいは、モノを特定する模様や柄

などのパターンも認識できるように認識の自由度を拡張することで、物体認識の応用

面を拡げる。 

（F）形状認識に形状サイズの大小が影響を及ぼしている問題は、認識処理の段階で、形状

サイズのスケールを変えて、形状認識することで対応できるように改善する。 



 46

謝辞 

研究ならびに生活面においてご指導を賜りました久野義徳教授，小林貴訓助教，本当に

ありがとうございました．この場を借りてお礼申し上げます．そして，同期学生の皆様，

物体認識プロジェクトとして共に開発を携わった皆様，並びに私を暖かく見守って頂いた

両親をはじめとする周囲のすべての皆様に深く感謝致します． 



 47

参考文献参考文献参考文献参考文献    

[1] 土肥健純, “医療におけるロボティクスの現状と将来”, 日本ロボット学会誌, Vol. 18, No. 1, pp. 
29-32, 2000. 

[2] Duygulu, P., Barnard, K., Freitas, N. d. and Forsyth, D., “Object Recognition as Machine 
Translation: Learning a Lexicons for a Fixed Image Vocabulary”, European Conference on 
Computer Vision, pp.IV:97-112, 2002． 

[3] Burl, M. and Perona, P., “Recognition of planar object classes”, IEEE Computer Vision and 
Pattern Recognition, pp.223-230, 1996. 

[4] Fergus, R., Perona, P. and Zisserman, A., “Object Class Recognition by Unsupervised 
Scale-Invariant Learning”, Computer Vision and Pattern Recognition, pp.264-271, 2003． 

[5] Csurka, G., Bray, C., Dance, C. and Fan, L., “Visual categorization with bags of keypoints”, 
ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision, pp.1-22, 2004． 

[6] Lowe, D.G., “Object recognition from local scale-invariant features”, IEEE International 
Conference on Computer Vision, pp.1150-1157, 1999. 

[7] Fei-Fei, L. and Perona, P., “A Bayesian Hierarchical Model for Learning Natural Scene 
Categories”, IEEE Computer Vision and Pattern Recognition, pp.524-531, 2005. 

[8] Torralba, A., Murphy, K. and Freeman, W., “Using the Forest to See the Trees: A Graphical 
Model Relating Features, Objects and Scenes, Advances in Neural Information Processing 
Systems”, 2003. 

[9] Hoiem, D., Efros, A.A. and Hebert, M., “Putting Objects in Perspective”, IEEE Computer Vision 
and Pattern Recognition, pp.2137-2144, 2006. 

[10] 坂田 克俊,“人の用いる表現に基づく対話を援用した物体認識に関する研究”, ICS-09M-714 

[11] 槇原靖, 滝澤正夫, 白井良明, 三浦純, 島田伸敬, "ユーザとの対話を用いたサービスロボットのた

めの物体認識”,第20回日本ロボット学会学術講演会, CD-ROM, Oct. 2002 

[12] Y. Makihara, M. Takizawa, Y. Shirai, J. Miura, and N. Shimada, "Object Recognition Supported 

by User Interaction for Service Robots”,Proc. of the 5th Asian Conf. on Computer Vision, Vol. 

2, pp. 719-724, Melbourne, Australia, Jan. 2002. 

[13] 溝口,“ オントロジー構築入門”,オーム社、 2006. 

[14] 結城 啓,“オントロジに基づく知的コミュニティシステム”,社団法人 情報処理学会 2005-DPS-123

（10）  

[15] 杉山 聡,“オントロジを利用した会話理解手法の提案”, 社団法人 情報処理学会 2003-NL-155

（15） 

[16] 大崎紘一，神代充，宗澤良臣，梶原康博共著, "画像認識システム学”,共立出版 

[17] Dipankar Das, Yoshinori Kobayashi, and Yoshinori Kuno,“Object Detection and Localization in 

Clutter Range Images Using Edge Features”,  ISVC （2） 2009: 172-183                                                                                                                                                                                                        

[18] 河副文夫,“細線画像のフルーエンシ函数近似とその地図道路情報自動函数化への応用に関する研究”,  

筑波大学大学院博士課程 システム情報工学研究科修士論文 

[19] 岡部,“楕円成長法による円形物体の自動検出”,信学論D-2、 Vol.J85-D-2、 No.12、 pp.1823-1831、

2002. 



 48

[20] Dipankar Das, Al Mansur, Yoshinori Kobayashi, and Yoshinori Kuno,“An Integrated Method for 

Multiple Object Detection and Localization”, Proc. ISCV08、 Vol.2、 pp.133-144、 2008. 

[21] Logicool社製Qcam® Pro for Notebooks http://www.logicool.co.jp  

[22] 大語彙連続音声認識エンジンJulius http://julius.sourceforge.jp/  

[23] 山崎, 野沢, 植田, 槙, 森, 岡田, 松本, 稲葉,“日用品データベースを利用する家事支援ロボット

による 思い出し・片付け支援”,第27回日本ロボット学会学術講演会, 2E2-05, 2009. 

 


