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Abstract: In this paper, we propose a novel method to estimate functions of a tool for a robot
observing a person using a tool. In this method, an evaluation on the relational hierarchy of multi
objects and an evaluation on the accompaniment of them are integrated. This enables to estimate not
only moving or conveying function but also cutting or stinging function. We tested this system by an
experiment of estimating functions of a tool in simulated images. This result showed the effectiveness of
our approach.

1 緒言

人間が道具操作を行っている状況をロボットに観察させ，
操作方法を獲得させるためには，単に道具や操作対象を追
跡し，軌道を記憶させるだけでなく，どのような道具機能
が，道具のどこ (作用点)を使って，いつ発揮されているか
を認識することが必要となる．
本稿では，へら，包丁，スコップ等の平面状の道具を扱

う．平面状の道具は，押す，すくう，運ぶ，などの機能を，
素手よりも効率的に，または，より安全で衛生的に実現す
るために，そして，切断等の新たな機能を実現するために
利用されている．これらの道具に共通する特徴としては，1)
多様な機能を発現すること，2)機能と作用点の関係が重要
であること，3)道具操作中に，道具自身と操作対象の間に，
遮蔽関係が頻発することが挙げられる．
1)および 2)，つまり道具の機能と発揮部分の関係を学習

させる研究は，道具局所形状と機能の種類との関係を学習
させる研究 [1]に始まり，対象の操作前後の視覚特徴を学習
に利用する研究 [2]等が行われているが，機能のシンボルや，
機能が発揮される前後において操作対象の状態を人間が与
えてやる必要があった．機能が発揮されるタイミングの認
識と分節化の研究としては，追跡対象が道具ではないもの
の，接触状態の遷移に着目する研究が行われている [3]．
3)を考慮しつつ，2)のために対象の領域追跡を行う手法

について，著者らは [4]において，a)次の時刻においても見
えているであろう領域 (非遮蔽予測領域)を用いた複数対象
領域追跡法および，b)非遮蔽領域を用いて，遮蔽領域まで
含めた領域の見た目変化を予測する手法，そして，c)物体
の重なり順番を推定する手法を提案した．しかし，複数物
体が互いに互いを遮蔽する，相互重畳の認識が行われてお
らず，重畳関係からの機能分類は行われていなかった．ま
た，遮蔽領域の二次元見た目変化推定は，大幅な対象の回
転に対応していなかった．
本稿では，[4]の手法を拡張し，非遮蔽領域を用いた二次

元見た目変化推定法を改善する．さらに，相互重畳関係を
含む重畳関係推定，および複数対象の随伴性評価に基づき，

平面道具の機能分類を行う手法を提案する．

2 重畳関係推定と随伴性を併用した機能分類
2.1 遮蔽関係を有する複数対象の追跡

[4]における，遮蔽関係を有する，複数の平面状対象追跡
の概要は，以下のようであった．

1. 始めは，複数対象同士に遮蔽関係は生じていないとす
る．初期時刻の画像 I(0)の初期領域Ri(0)が与えられ
た対象 iについて，I(0)のRi(0)部分 (Ii(0))をテンプ
レートとして，テンプレートマッチによる追跡を行う．

2. 各時刻において，対象 iの領域 Ri(t)と，その他の対
象 j の領域 Rj(t)に，重なりが生じているか確認する
(遮蔽領域決定)．

3. 重なりが発生しているならば (Ri(t)∩Rj(t) ̸= ∅)，領域
Ri(t) ∩Rj(t)内部で，入力画像 I(t)が，対象 iのテン
プレート画像 Ii(t)と対象 j のテンプレート画像 Ij(t)
のどちらに近いかを判断する (重なり順序推定)．

4. 3.において，対象 iが遮蔽されていると決定されたな
らば，次の時刻において，遮蔽された領域を除いた領
域 Ri(t) − Rj(t)のテンプレート (非遮蔽領域画像)を
利用して追跡を行う (非遮蔽予測領域を用いた追跡)．

5. 対象の移動または回転に起因する，二次元見た目変化
に対応するため，テンプレート Ii(t)を，最も入力画像
I(t)に合うように透視変換する (非遮蔽領域を用いた
物体見た目変化推定)．

このシステムでは，対象の追跡を，画像内二次元移動追跡
および二次元見た目変形推定の，二つの段階に分けて行っ
ていたため，非常識的な二次元変形まで考慮しており，結
果として追跡性能の低下につながっていた．本稿では，対
象の初期座標を入力として加え，対象を三次元空間で追跡
することで，問題点を解決する．また，テンプレートマッチ
における尤度計算は，SAD(Sum of Absolute Difference)を
用いており，非遮蔽領域を用いた物体見た目変化推定には，
エッジェル位置の一致度を評価していた．これは，追跡すべ



き平面状道具である，包丁やへら等には，テクスチャが少
なく，特徴点ベースの追跡が不可能であったことに起因す
る．本稿では，エッジェル位置の一致度に変わり，chamfer
matchingをベースとした尤度計算法を導入し，よりロバス
ト性を高める．

2.2 重畳関係による機能分類と視点設定法
一般に，遮蔽関係は，ある対象の観測点表面が，その他の

対象の観測点側表面より遠方に存在するときに発生し，遮
蔽関係が生じる場合は，1)物体同士に前後関係が発生して
おり，領域の交わりは存在しないもの，2)物体同士の領域
に交わりが発生しているもの，に分けられる．
[4]で扱われていた重畳関係は，単なる重なり順序のみで

あったため，1)にのみ対応していたが，切断，突き刺し等
の機能分類には，2)の認識が重要であると考えられる．2)
について，観測点側に交わり境界が存在する場合，双方の
対象に，もう一方の対象を遮蔽している領域が存在する状
況が発生する．以後，この関係を相互重畳関係と呼ぶもの
とする．双方が凸である場合，一方的な遮蔽関係は，1)，2)
双方で発生するが，相互重畳関係は，2)のみで発生するた
め，この関係の認識が，分類できる機能の拡張に有用であ
ると考えられる．ただし，前述の通り，この関係は全ての
場所から観測可能ではないため，可能な点へと，観測点を
設定または移動することは，重要であると考えられる．
さらに，重畳関係のみでは，道具と操作対象の関係が，単

なる遮蔽関係なのか，或いは移動等の意味のある関係か，適
切な判断が行えない．そこで本稿では，道具と操作対象の
随伴性を併用して，機能推定に用いるものとした．

2.3 重畳関係と随伴性を用いた機能分類
本研究における認識処理の構成図を，Fig.1に示す．道具

と操作対象の初期領域および座標がセットされると，各時
刻の単眼カメラ画像を入力とし，道具機能を出力する．シ
ステム中には，道具および操作対象の追跡器の他に，重畳
関係推定器が存在する．重畳関係推定器は，各時刻の対象
領域を入力として，重畳関係および，遮蔽関係がある領域
Rup と，そのときに観測点側に存在する対象を，各追跡器
に通知する．さらに，そのときの重畳関係 Ssが道具機能分
類器に通知される．これにより，各追跡器は，非遮蔽予測領
域を用いた追跡が可能となる．一方，各対象の速度は，随伴
関係推定器で評価され，随伴関係 Saが機能分類器に送られ
る．最終的に，機能分類器から道具機能 Sf が出力される．
道具，操作対象追跡器と随伴性の評価法について次節で，

重畳関係推定法について次々節で述べる．

3 平面対象の追跡法と随伴性評価

本節では，道具，操作対象追跡器と随伴性の評価法につ
いて述べる．

3.1 粒子フィルタを用いた平面道具追跡
Fig.1の各追跡器において，追跡対象のカメラ座標系での

位置とオイラー角，xt = [xt yt zt αt βt γt]
T を状

態変数とする，粒子フィルタを用いて追跡を行う．
追跡対象の初期座標 (状態)x0が設定されると，初期粒子

s
(k)
0 が初期座標に，s

(k)
0 = {x0, w0} のように，一様重みw0

で設定される．ただし，kは粒子のインデックスである．動
作モデル p(Xt|Xt−1)をx

(k)
t|t−1 = x

(k)
t−1として遷移させた後，
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Fig. 1: Flowchart of Tracking and Function Estimating

System

尤度計算を行い，尤度 w
(k)
t に応じてリサンプリングし，以

後それを繰り返す．

3.2 尤度計算法
尤度を計算するに当たっては，初期時刻において設定され
た，対象の座標 C

i H0と，初期画像内の追跡対象領域Ri(0)

のみを表す画像 Ii(0)から，対象が状態 x
(k)
t の座標に存在

した場合の対象画像 Ii(t)
(k)を生成する．その後，入力画像

I(t)と対象画像 Ii(t)
(k) の類似度として尤度を計算する．

また，尤度は，1)境界情報に基づく尤度計算，2)領域内部
情報に基づく尤度計算，の二種類の評価を統合して求める．

3.2.1 境界情報に基づく尤度計算

境界情報に基づく評価は，average chamfer distance[5]に
基づいて行う．この計算では，まず入力画像 I(t)から canny
法によりエッジを抽出し，画像中の各画素について，その
画素から最近傍のエッジまでの距離を計算した，距離変換
画像を生成する．その後，対象画像 Ii(t)

(k)の輪郭と，距離
変換画像を用い，average chamfer distanceを，Eq.(1)に
より計算する．

Dchamfer(P, I) =
1

|P |
∑
p∈P

dI(p) (1)

ただし，P は，対象画像の輪郭ピクセルの集合，|P |は P の
要素数，dI(p)は，距離画像の位置 pにおける値を表すもの
する．従って，変形後の対象画像 Ii(t)

(k)が，入力画像 I(t)
にフィットするほどDchamfer(P, I)の値は小さくなる．

3.2.2 領域内部情報に基づく尤度計算

本稿では，その内部の色記憶を用いた評価を，境界情報
に基づく評価に併用して用いる．対象色の画素を抽出した，
画素集合 Ic(t)と対象画像 Ii(t)

(k) の画素集合 Pi(t)
(k)の差

集合を用いて，Eq.(2)のように求める．

Ec(x
(k)
t ) = exp

{
|(Ic(t)− Pi(t)

(k)) ∪ (Pi(t)
(k) − Ic(t))|

−C

}
(2)



ただし，記号 −は差集合，||は画素集合内の画素数を表す
ものとし，C は正の定数とする．Ec(x

(k)
t )は，0から 1ま

での値をとり，色領域同士の差分が小さくなるほど，評価
が高くなるよう設計されている．

3.2.3 評価の統合

二種類の尤度は，Eq.(3)を用いて統合する．E(x
(k)
t )も，

0から 1までの値をとり，評価が高いほど 1に近づくよう
設計されている．

E(x
(k)
t ) = Ec(x

(k)
t ) · exp{−Dchamfer(P, I)} (3)

3.3 随伴性評価法
随伴性認識の先行研究としては，把持物体領域を選択す

るために，身体運動情報と物体運動情報の正準相関分析を
用いる研究 [6]が挙げられる．本追跡システムでは，道具と
物体の追跡結果が，いずれも同じ三次元空間内の速度とし
て出力されるため，速度同士の差を直接評価するものとす
る．時刻 tにおける，道具の速度を vA(t)，操作対象の速度
を vB(t)とすると，時刻 T [frame]における随伴性を，最新
N [frame]の速度差を平均して，Eq.(4)を用いて評価する．

Eacm(T ) = exp

{
−1

Cacm

T∑
t=T−N+1

||vA(t)− vB(t)||

}
(4)

ただし，Cacmは正の定数とする．Eacm(t)は，0から 1の
間の値をとり，随伴性が高いほど値は大きくなる．
しかし，静止している物体同士では，随伴性を正しく評

価することはできない．従って，平均速さ ||vi(T )||(Eq.(5))
の評価を併用し，随伴性判断可否の評価を行うものとする．

||vi(T )|| =
1

N

T∑
t=T−N+1

||vi(t)|| (5)

最終的に，時刻 T における随伴性 Sa(T ) ∈
{“unclear”, “no”, “yes”} を，Eq.(6) のように決定す
る．つまり，双方ともに動いており，動きに相関がある場
合のみ随伴関係があり (“yes”)，双方ともに停止していた
場合は，判断を保留 (“unclear”)，その他の場合は，随伴性
が無い (“no”)とする．vthr および Eacm thr は定数である．

Sa(T ) =

“yes”, if
(
||vA(T )|| ≥ vthr

)
∩
(
||vB(T )|| ≥ vthr

)
∩ (Eacm(T ) ≥ Eacm thr) .

“no”, if
(
||vA(T )|| ≥ vthr

)
∩
(
||vB(T )|| ≥ vthr

)
∩ (Eacm(T ) < Eacm thr) .

“no”, if{(
||vA(T )|| < vthr

)
∩
(
||vB(T )|| ≥ vthr

)}
∪
{(

||vA(T )|| ≥ vthr

)
∩
(
||vB(T )|| < vthr

)}
.

“unclear”, if(
||vA(T )|| < vthr

)
∩
(
||vB(T )|| < vthr

)
.

(6)

4 重畳関係を有する道具・対象領域追跡法
本節では，重畳関係推定器の実現法について述べる．
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4.1 非遮蔽予測領域を用いた道具・対象領域追跡法
前節で述べた，追跡システムの全体像と尤度計算法につい
て，[4] と同様に，重畳関係を考慮した追跡法へと拡張する．
重畳関係推定器は，時刻 t = T [frame]において，対象領
域の追跡結果が通知されると，対象領域 (RA(T ), RB(T ))
同士の重なり領域 (RA,B(T ) = RA(T ) ∩ RB(T ))を求める
(Fig.2, A点線領域)．その後，入力画像 I(T )の RA,B 内部
について，各対象画像 (IA(T )，IB(T ))のいずれに近いかを
判断し，ラベリングする (Fig.2, A矢印)．
次の時刻 t = T + 1[frame] における尤度計算は，時刻

T [frame]において遮蔽されていた部分を除いた領域 (非遮
蔽領域)のみを用いて行う．領域内部情報に基づく尤度計算
(Ec)は，非遮蔽領域のみを用い，境界情報に基づく尤度計
算 (Dchamfer)は，非遮蔽領域の境界のうち，遮蔽領域との
境界を除いた部分のみを用いる (Fig.2, B)．

4.2 重畳関係の分類法
前節で述べた，ラベリングされた領域 RA,B(T ) =

RA(T )∩RB(T )を用いて，時刻T における重畳関係Ss(T ) ∈
{“independent”(遮蔽関係無し) , “covered”(一方的な遮蔽関
係), “mutual”(相互重畳)} を，Eq.(7)のように決定する．

Ss(T ) =

“independent”, if (RA ∩RB) = ∅.
“covered”, if

{(RA ∩RB) ̸= ∅} ∩ {∀p ∈ (RA ∩RB) ,

||I(p)− IA(p)|| ≥ ||I(p)− IB(p)||}.
“mutual”, if

{(RA ∩RB) ̸= ∅}∩
{∃p ∈ (RA ∩RB) ,

||I(p)− IA(p)|| ≥ ||I(p)− IB(p)||}
∩{∃p ∈ (RA ∩RB) ,

||I(p)− IA(p)|| < ||I(p)− IB(p)||}.

(7)

I(p)は，入力画像 I の，位置 pにおける輝度値 (R,G,B)と
し，記号 ||||は，輝度値同士の距離を表すものとする．本稿
の実験では，マンハッタン距離を用いた．ただし，記号 ∃，
∀の計算には，ノイズ対策のため，閾値処理を行う．
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Fig. 3: Result of tracking multiple object regions

5 重畳関係・随伴性を用いた機能分類実験

前節までに述べた，重畳関係および随伴性の評価法を組
み合わせて，機能分類を行った実験結果について述べる．

5.1 実験の条件と機能分類法
入力画像列は，実験 1)包丁で野菜を切っている，実験 2)

包丁で野菜を動かしている，の二種類のシミュレーション
画像列とした．道具初期領域として包丁の領域を，操作対
象初期領域として野菜領域を与えた．さらに，道具と操作
対象は，初期時刻において，作業平面上に存在するとの仮
定をし，画像内の各領域の重心に原点が来るよう，既知の作
業平面 (まな板)座標から座標系を自動計算するものとした．
機能分類結果Sf (t)は，Sf (t) ∈ {“cut”(切断), “move”(移

動) , “fork”(突き刺して動かす), “nil”(不明または無し)}と
し，以下のように求めた．
(cond

((and (or (equal Sa "no") (equal Sa "unclear"))

(eq Ss "mutual")) (setf Sf "cut"))

((and (equal Sa "yes") (equal Ss "covered"))

(setf Sf "move"))

((and (equal Sa "yes") (equal Ss "mutual"))

(setf Sf "fork"))

(t (setf Sf nil)))

5.2 結果と評価
まず，実験 1と実験 2における，道具および操作対象の

領域追跡結果を Fig.3 に示す．なお，初期座標の決定結果
を，各々左下に示した (Initial coordinates)．いずれも，途
中で遮蔽関係が発生しているが，追跡には成功している．
次に，実験中の随伴性 Sa，重畳関係 Ss および機

能分類結果 Sf の推移を，それぞれ Fig.4，Fig.5 に
示す．横軸が時間 [frame] であり，縦軸は随伴性につ
い て ，Sa“unclear”=0，Sa“yes”=1，Sa“no”=2，重 畳
関 係 に つ い て ，Ss“independent”=0，Ss“covered”=1，
Ss“mutual”=2 として示した．また，機能分類結果を
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Fig. 4: Result of estimating function in experiment 1
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Fig. 5: Result of estimating function in experiment 2

Sf“cut”=0，Sf“move”=1，Sf“fork”=2，Sf“nil”=3 と示
した．
実際には，実験 1において 26[frame]から 32[frame]まで，
切断機能が発生しており，実験 2においては，30[frame]か
ら 44[frame]まで，移動機能が発生している．機能推定の
正解数を，全ての機能推定数で割った，機能推定成功率は，
いずれも 95[%]となった．

6 結言

本稿では，ロボットが人の道具操作を観察し，その機能
を分類するための一手法として，単眼カメラを用いて，互
いに遮蔽関係のある平面状の道具と操作対象を追跡しつつ，
物体の重畳関係および随伴性を推定して機能分類を行う手
法を提案した．提案手法では，視点について制約があるも
のの，相互重畳を含む重畳関係推定を行い，切断を含む，機
能分類が可能であった．
今後，本手法をロボットに搭載し，リアルタイムに道具
操作の分節化を行うこと，およびロボット自身が道具を利
用している際の成功・失敗判断に用いることが考えられる．
さらに，相互重畳部位に着目した，切断面の推定も興味深
い研究課題である．
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