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We humans get much information from character strings, so the skill of reading character string is
useful for robots on their work. This paper describes a method to read character strings on objects.
Robots detect character strings on an object and recognize their 3D pose, then move the object to read
character strings easily.
Key Words: Character detection, Object manipulation

1

序論

将来的にロボットが人間の生活空間の中で活動し，人
間を支援することが期待されるが，その支援においてロ
ボットは，人間の生活空間中の物品を扱うことが考えら
れる．その物品を適切に扱うためにロボットは，物品に
関する情報を取得する必要がある．食品パッケージや本
など，日常環境中の物品には文字が書かれていることが
多くあり，また，椛田らは自律的に行動するロボット実
現のための看板の文字領域抽出法を提案している [1]．人
間はこのように文字から情報を取得することが多くある
ため，ロボットがこれらの文字を読んで物品に関する情
報を得ることも有用であると考えられる．
ロボットが物品に書かれた文字から情報を獲得するた
めには，まず，物品に書かれた文字列を検出し，それを
読み，そして読んだ文字を物品情報として理解する必要
がある．本論文では，そのうちの，物品に書かれた文字
列を検出してから読むまでの動作実現について述べる．
物品上の文字列は傾いていることが多いため，このま
までは文字を読むことが難しい．そこで，ロボットは検
出した文字列を読みやすいように物品を動かす．文字列
の傾きを画像処理により補正することもできるが，傾き
が大きい場合には文字がつぶれてしまっており，画像処
理によって水平に変換しても OCR による処理精度が低
下してしまうことが考えられる．そのため，ロボットが
物品を動かすことは必要になると考えられる．ロボット
は文字が書かれた面をカメラに対して平行にし，さらに
文字列が水平方向に見えるように物品を移動する．

2

文字列の検出

ロボットが文字を読むためには，まず，対象となる文
字列を検出する必要がある．人間の生活空間の中にある
物品には文字が書かれているが，背景となるテクスチャ

を除いて文字だけを検出する必要があり，また，文字列
は水平になっているとは限らず，傾いていることも多い
ため，傾きを考慮して文字列を検出する必要がある．こ
こでは，以前 [2] で述べた手法を用いる．これは，文字の
輪郭線を抽出し，輪郭線の中心を通る直線をハフ変換の
原理を利用して求めることによって文字列の傾きを求め，
その方向に連続した閉輪郭線を文字線幅を考慮して探索
するというものである．この手法により，文字列を検出し
た結果が図 1 の左上の画像の赤色で囲まれた部分である．
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Fig. 1: Stereo image

3

文字列を水平にして読むための観察動作

物品上の文字列を検出した後，ロボットはその文字列
を読みやすいように物品を動かし，カメラに対して文字
が書かれた面が平行かつ文字列が水平に見えるようにす
る．そのためにロボットは，文字列の 3 次元位置姿勢を
知る必要がある．
文字列検出処理によって画像中の文字列を囲む長方形
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Fig. 2: 3D pose of a detected character string
が取得できたので，この長方形の 3 頂点の 3 次元位置が
分かれば，文字列の 3 次元位置姿勢を求めることができ
る．この 3 頂点の 3 次元位置は，図 1 に示すようにステ
レオ画像から取得することができる．これにより取得し
た文字領域を 3 次元空間に描画した結果が，図 2 である．

Fig. 4: Detection of character strings on the rotated
object

Fig. 3: Detected string after manipulation
このように求めた文字列の姿勢と左目カメラの姿勢に
ついて逆運動学を解き，文字が見やすいように物体を移
動する．このとき，頭を固定して腕のみを動かすと，解
空間が狭くなるため，腕と頭の両方を動かし，文字列と
カメラの相対的な位置姿勢の関係を指定して逆運動学を
解くようにしている．移動後の左目画像と文字列検出結
果を図 3 に示す．移動によって文字が書かれた平面がカ
メラに対して平行になり，そして文字列が水平に見える
ことが分かる．

4

実験

4.1 傾いた文字列の検出
カメラに対して水平軸周り，鉛直軸周り，光軸周りに傾
いた文字列の検出を行った．図 4 の上段は水平方向，中
段は鉛直方向，下段は光軸方向にある角度だけ傾けた文
字列の検出結果である．水平軸周りには 60[deg]，鉛直軸
周りには 70[deg]，光軸周りには 90[deg] 傾けたときにも，
文字列が検出できた．この文字検出手法により，ロボッ
トはカメラに対して傾いた面上の文字を検出できること
が分かる．
4.2 パッケージの文字読み取り動作
パッケージを用いて文字読み取り動作を行った．結果
を図 5 に示す．物品を動かすことによって，文字が書か
れた平面をカメラに対して平行にし，文字列がほぼ水平
に見えるように移動できている．

manipulation

Fig. 5: Object manipulation

5

結論

ロボットが物品に書かれた文字を検出して文字列の 3
次元位置姿勢を取得し，物品を文字が読みやすい位置姿
勢に動かす動作について述べた．
今後は，平面以外に書かれた文字の検出や複数個の領
域があった場合に順に読み取りを行うなどの対応を行っ
ていく予定である．
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