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For robots observing and learning human tasks, changes of objects’ velocity and their access, or
contingence have been proposed as events that segment human actions. In this paper, we propose a
novel event for segmentation, superposition. Superposition can be calculated only with front surface’s
information of manipulated objects. Additionally, it can be useful in recognizing functions of daily
objects. Second, a visual system to track multi-objects and to estimate their superposition is proposed.
This system is an expanded template matching which uses an anticipated non shielded image to track an
object, a non shielded image to estimate visual changes of an object. Finally, we tested out this system
by an experiment that HRP-2VZ humanoid vision system with the estimating system observed a human
using a tool in daily environment. This result showed the eﬀectiveness of our approach.
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緒言

筆者らは，ロボットが人の行動を観察し，その行動が環
境に及ぼす影響を理解するための視覚機能の構築に興味が
ある．
人の物体操作行動観測時の分節化事象としては，速度変
化や近接，接触 [1,2] 等の注視制御の状態記述子が提案され
ているが，本稿では，日常物体操作観測について考察を行
い，従来の分節化事象に加え，重畳という記述子を提案す
る．重畳関係へ注目する事で，初見の操作物体について得
られる前面情報のみからの，互いに関わりを持つ複数物体
の追跡と物体同士の関係推測，及び物体間に発生する機能
の分類が可能となる．
さらに，複数の物体初期領域画像，及び各時刻のカメラ
画像を入力とし，各時刻の物体領域及び，それらの重なり
順番を出力とする視覚システムの一実現法として，従来よ
り用いられているテンプレートマッチについて二種類の拡
張を行った手法を提案する．また，筆者らが開発を行って
きたヒューマノイドヘッドシステム [3] の高視力視覚を用い
て複数物体の重畳関係を推測する実験を行った結果を示す．
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日常物体操作観測の為の分節化事象と重畳

注目点設定方法又は分節化事象としての近接や接触 [1, 2]
は，物体間に発生する機能の認識及び分節に有用である．し
かし，その認識には，裏面形状についての事前知識が必要
であるか，真横から見なければならない等，環境について
の制約条件が存在するため，実環境で，初見の物体を観察

Table. 1: Tool functions appeared in daily tool use and
their classiﬁcation based on visual state
機能

注視における状態

入れる，載せる

二次元近接，重畳，随伴

寄せる

二次元近接，重畳（一部，横），随伴

挟んで持つ

二次元近接，重畳（三重），随伴

切る

二次元近接，相互重畳，非随伴

挿す

二次元近接，相互重畳，随伴

する際には利用が難しい．しかし，このような状況でも，手
との随伴運動の観察により物体の表面情報を得ることは可
能である．そこで本稿では，物体表面情報のみからの，複
数物体追跡，機能発現位置発見及び機能の分類を行う為の
注視処理実現法を問題とする．
生活支援タスクで頻出する機能を挙げ，物体表面情報か
ら決定できると考えられる注視状態の遷移により，それら
を分類したものを表 1 に示す．ここで導入したのが，隠し
隠される重畳関係という注視状態記述子である．
重畳関係は，物体同士の近接や接触を包含する状態かつ
表面形状のみから観測可能であるという性質を持つ．さら
に，表 1 に示す通り，それ自身が高次機能の分類に有用で
あると考えられる．遮蔽物体を追跡する手法としては，文
献 [4] 等が存在する．ただし，これは物体領域を出力とする
ものではない．日常物体操作観測の際には，１）道具と操
作対象の組み合わせ，に加え，２）道具として作用する物

Fig. 2: A method to track shielded objects

Fig. 1: A system to track multiple objects and to estimate
their superposition
体領域内の作用点位置，３）作用している機能の種類の情
報を得たいため，領域レベルでの追跡と重畳領域推定を行
いたい．
本稿で提案する視覚システムは，複数の物体初期領域画
像及び，各時刻のカメラ画像を入力とし，各時刻の物体領
域及び，それらの重なり順番を出力する為の一手法である
が，テンプレートマッチによる追跡法へ，１）非遮蔽予測
領域を用いた遮蔽物体追跡手法，２）非遮蔽領域を用いて
物体領域全体の見た目変形を予測する手法，への二種類の
拡張を行うものとする．この手法の利点は，領域レベルで
の遮蔽物体追跡と，複数物体の重畳関係推定を行うことが
可能である点である．
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複数物体追跡と重畳関係推定法

本稿で提案する視覚システムを図 1 に示す．ただし，本
稿では以下のような用語を導入する．

1. 物体見た目変形 本稿では，物体の並進運動並びに回転
運動に起因する，単一カメラ画像内二次元物体形状の
変化の事を指すものとする．
2. 物体外観テンプレート 物体の，遮蔽されている領域を
含む，全ての二次元領域画像．始めに設定された後，変
形推定器によって変形，更新される．Tall (t)．
3. 非遮蔽領域 各時刻において，物体領域の中で遮蔽無く
入力画像に存在する範囲．重畳関係推定器により計算，
更新される．N (t)．
4. 非遮蔽予測領域 重畳関係推定器により計算，更新され
る，次の時刻において遮蔽されていないであろうと推
定された領域．N e(t)．
視覚システムは，カメラ及び複数の物体追跡器と一つの
重畳関係推定器から成り，初期時刻における，互いに遮蔽の
無い複数物体の領域画像 (Tall (0)) を設定されると，各々の
物体領域追跡を行うと共に，各時刻における物体間の重畳
関係を決定する．各追跡器では，物体非遮蔽予測領域 N e(t)
を用いて物体追跡を行った後，重畳関係推定器へ物体位置
を通知する．重畳関係推定器は，各物体の物体位置と物体
外観テンプレートを元に，入力画像を最も良く説明できる

物体の重なり順番を決定すると共に，各物体の非遮蔽領域
N (t) と非遮蔽予測領域 N e(t) を計算する．また，各物体追
跡器では，入力画像に最も良く合う非遮蔽領域画像の見た
目変形 N (t) → Ntrans (t) を推定し，物体外観テンプレート
を更新する．
次節「非遮蔽予測領域を用いた物体追跡と重畳関係推定」
では，非遮蔽領域を用いた物体追跡，及び遮蔽領域を用い
た重畳関係推定法を導入する．次々節「非遮蔽領域を用い
た物体見た目変形推定」では，非遮蔽領域を用いて物体領
域全体の変形を推定する手法を導入する．
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非遮蔽予測領域を用いた複数物体追跡と
重畳関係推定

4.1 非遮蔽領域と非遮蔽予測領域
非遮蔽予測領域と，それを用いた物体追跡法について図 2
に示す．物体１，２の時刻 t における物体外観テンプレート
T 1all (t)，T 2all (t) と，時刻 t[f rame] の入力画像が与えら
れた際に，物体１及び２の場所が決定できれば，互いに重畳
関係を持つ領域 S(t) を求める事ができる．さらに，S(t) に
ついて，どちらの物体が上層に存在するかが決定できれば，
その時刻において，物体１，２の領域のうち遮蔽されてい
ない領域，つまり非遮蔽領域 N 1(t) 及び N 2(t) が決定でき
る．非遮蔽領域の輪郭近傍領域が他の物体の輪郭近傍領域
と重なる領域を，非遮蔽領域から差し引いた領域を非遮蔽
予測領域とすると，この領域は，次の時刻においても遮蔽
されていないと予測される領域となる（N e1(t)，N e2(t)）．
T 1all (t)，T 2all (t) のうち，N e1(t)，N e2(t) 領域内となる
画像 T 1(t + 1)，T 2(t + 1) をテンプレートとして，時刻
t + 1[f rame] におけるテンプレートマッチを行えば，遮蔽
のある物体の追跡が可能である．
4.2 重畳関係推定器の実現法
重畳関係推定器は，各時刻の入力画像と，その時刻にお
ける複数物体の位置及び物体外観テンプレートを入力とし，
物体の重なり順番，非遮蔽領域及び非遮蔽予測領域を出力
とするモジュールである．
図 3 に，重畳関係推定及び非遮蔽領域計算アルゴリ
ズムを示す．まず，物体追跡器 (R1, R2..) の全てのペア
Rpair list :’((R1 R2) (R1 R3)..) を作成し (L1)，各々のペ
アについて，重畳領域 S を計算する (L3, 24-28)．重畳領
域が存在する物体ペアについて，重畳領域 S 内で入力画像

1:(let ((Rpair list (all-combination (list R1 R2 ...)))
2:
Plist )
3: (calc-overlapping-region Rpair list )
4: (dolist (Rpair Rpair list )
5: (when (eq (cadr (assoc :S Rpair )) ∅)
6:
(setf Rpair list
7:
(remove Rpair Rpair list ))))
8: (dotimes (i M)
9: (if (null Rpair list ) (return))
10: (dolist (Rpair Rpair list )
11:
(dotimes (j 2)
12:
(when (< C (calc-correlation Icam
13:
(cadr (assoc :S Rpair ))
14:
(cadr (assoc :Tall (elt Rpair j)))))
15:
(setf (cadr (assoc :N (elt Rpair (mod (+ 1 j) 2))))
16:
(- (cadr (assoc :N (elt Rpair (mod (+ 1 j) 2))))
17:
(cadr (assoc :S Rpair ))))
18:
(push ’((elt Rpair j)
19:
(elt Rpair (mod (+ 1 j) 2))) Plist )
20:
(setf Rpair list (remove Rpair Rpair list ))
21:
(setf Icam (- Icam (cadr (assoc :S Rpair ))))
22:
))))
23: Plist )
24:(defun calc-overlapping-region (Rpair list )
25: (dolist (Rpair Rpair list )
26
(setf Rpair
27:
(reverse (push ’(:S (car Rpair )∩(cadr Rpair )) Rpair )))
28:
))

Fig. 3: An algorithm to estimate superposition of tracking
objects
Icam と，二つの物体追跡器の物体外観テンプレート Tall (t)
の相関演算を行い，いずれかの相関値が一定値 (C) 以上の
ときのみ，高相関値を示した物体を上層 (F:)，もう一方の
物体を下層 (B:) と決定する (L10-19)．ただし，入力画像
Icam からは上下関係の決定できた重畳領域を順に除いて行
き (L21)，除外されていない画像領域内についてのみ，前
述の相関演算を行うものとする．また，上下関係を決定で
きた物体ペアについて，下層の物体の非遮蔽領域 N からペ
アの重畳領域 S を引いていく．ただし，各物体の非遮蔽領
域 N は，各時刻の重畳関係推定前において物体外観テンプ
レート Tall (t) の物体領域全域としておくものとする．この
計算を最大 M 回繰り返すものとした．最大回数を定めたの
は，指定された以外の物体による遮蔽等に起因する，順序
決定不能な場合に対応するためである．
重畳関係計算及び非遮蔽領域計算が終了した後，全ての
物体の非遮蔽領域 N i の輪郭及びその周辺領域 N ib を計
算し，非遮蔽領域 N i から他の物体の非遮蔽領域輪郭周辺
N jb , (i ̸= j) を除いた領域を非遮蔽予測領域とする (N ei =
N i ∩ N¯jb , (i ̸= j))．

1: (defun evaluate-transformation (Icam Ntrans )
2: (let ((Ecam list (abstract-edgels Icam ))
3:
(EN list (abstract-edgels Ntrans ))
4:
(r 0))
5:
(dolist (EN EN list )
6:
(let (Ecam Vcam vcam in vcam out
7:
ccam in ccam out cN )
8:
(when (setf Ecam (find-near-edgel EN Ecam list ))
9:
(setf Vcam (list (cadr (assoc :v Ecam ))
10:
(- (cadr (assoc :v Ecam )))))
11:
(setf vcam in
12:
arg min {||(v- (cadr (assoc :v EN )) vcam )||})
vcam ∈Vcam

13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

(setf ccam in (get-color Icam
(v+ (cadr (assoc :pos Ecam )) vcam in )))
(setf ccam out (get-color Icam
(v− (cadr (assoc :pos Ecam )) vcam in )))
(setf cN (get-color Ntrans (v+
(cadr (assoc :pos EN )) (cadr (assoc :v EN )))))
(if (and (> Cc ||(v- ccam in cN )||)
(< Cc ||(v- ccam out cN )||))
(incf r)))
r))))

Fig. 4: An algorithm to estimate transformation of a template image using position and color of its edgels
１）複数の見た目変形仮説を生成し，２）各仮説に対して，
変形尤度計算を行い，３）最大尤度の変形を採用，物体外
観テンプレートを更新する．
本稿の実験では，変形仮説生成に，透視変換を用いた．これ
は，初期時刻における物体外観に対して平面仮定をおいたも
のである．物体外観テンプレートの上下左右四隅の点をそれ
ぞれ横，縦に #f (dxi , dyi ), (i = 0, 1, 2, 3) 移動させる変換
とし，変形前に非遮蔽領域だった画像領域について，尤度計算
を行った．8 つの変形パラメタ #f (dxi , dyi ), (i = 0, 1, 2, 3)
は，正規乱数により決定した．

5.2 エッジと内外部色を用いた各仮説に対する尤度計算
各変形仮説に対して，その変形後の物体外観テンプレー
トのうち，変形前に非遮蔽領域と計算されていた画像領域
（変形後非遮蔽領域画像）を用い，その変形仮説が入力画像
をより良く説明できているものであるほど値が大きくなる
よう，尤度計算を行う．
本稿では，変形後非遮蔽領域画像のエッジとその内部及
び外部色を用いて，尤度計算を行った．このアルゴリズ
ムを図 4 に示す．入力画像 Icam についてエッジ抽出を行
い，エッジェル位置 (:pos) 及び方向 (:v) を定める (L2)．一
方，変形後非遮蔽領域画像 Ntrans についても，エッジェ
ル位置を，輪郭ピクセルとして決定し，エッジ方向の領域
内側向き (:v) を計算する (L3)．変形後非遮蔽領域画像内
エッジェル EN について，Ecam list の中から，位置の近
5 非遮蔽領域を用いた物体見た目変形推定
いもの Ecam を見つける．見つかった場合のみ，Ecam エ
5.1 見た目変形仮説生成評価と外観テンプレート更新
ッジ方向について，EN のエッジ方向内側向きと近い向き
前節までの拡張には，追跡物体の並進運動及び回転運動
vcam in を計算し (L8-12)，入力画像 Icam の，エッジェル
に伴う，二次元見た目変形が考慮されていない．そのため， 位置 (cadr (assoc :pos Ecam )) にエッジ方向内部向き
例えば，スプーンを傾けながら動かす場合等に，適切な追
vcam in を加えた，エッジェル内部ピクセル位置 (L14)，及
跡が行えない．本節では，非遮蔽領域について，エッジと
びエッジェル位置 (cadr (assoc :pos Ecam )) からエッジ
その内部色及び外部色を用いて，見た目変形を推定する手
方向内部向き vcam in を引いた，エッジェル外部ピクセル位
法を述べる．
置 (L16) の色を決定する (L13-16)．変形後非遮蔽領域画像
Ntrans の領域内部ピクセル色 cN と ccam in 及び ccam out を
見た目変形推定は，相関演算の後に行われ，各時刻の画
比較し，内部色同士の差が閾値 Cc 以下かつ，内部色と外部
像 Icam と，非遮蔽領域画像 N を入力とし，物体外観テン
プレート Tall を変形して更新する（図 1）．推定では，まず， 色の差が閾値 Cc 以上の場合のみ評価値を増やす (L19-21)．
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Fig. 6: Real order of three objects
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Fig. 7: Result of estimating order of three objects
果を，全順番推定数で割った推定成功率は，Tool が 72[%]，
Tomato が 94[%]，Dish が 98[%] であり，全てを合わせた
結果は 88[%] であった．順番推定ミスの原因は，主に見た
目変形推定部であり，物体の奥行き形状により，初期物体
見た目における平面近似が成り立たなくなる場合に発生し
ている．見た目変形推定へ前面三次元形状を用いることで，
より適切な見た目変形仮説を生成できることから，改善可
能であると考えている．

Fig. 5: Result of tracking three objects
これを，全ての変形後非遮蔽領域画像内エッジェル EN
について行い，尤度 r を求める (L22)．

6

list

料理移し変え行動観察中の重畳関係推測実験

6.1 実験条件
HRP-2VZ の高視力視覚から人までの距離を約 1.5[m] と
し，高視力視覚の画角を 25[deg] として，人が道具 (Tool)
に野菜 (Tomato) を載せて移動する，移し変え行動を撮影
した QVGA 画像列に対し，道具，野菜及び，移し変えの先
である皿 (Dish) の，初期フレームにおける各領域を指定し
て，三者の並列追跡及び重畳関係推定を行った．また，道
具について，非遮蔽領域を用いた見た目変形推定を行った．
相関演算は SAD(Sum of Absolute Diﬀerence) を用いて
行い，エッジ抽出は canny 法を用いた．
6.2 実験結果
実験結果を図 5 に示す．入力画像に各物体の非遮蔽領域
計算結果を描画したものを図左列に，Tool の物体見た目変
形推定前後の非遮蔽領域輪郭を図中列に緑色，赤色で示し
た．また，システムの出力結果である，物体位置と物体重
畳関係を図右列に示した．物体の上層に存在する物体を F:，
下層に存在する物体を B: に示している．Tool や Dish は途
中で遮蔽されているものの，正しく追跡できていること，ま
た Tool の，主に回転に起因する見た目変形に対して変形推
定計算が妥当に行われていることが分かる．
また，物体の重なり順番推定結果を図 7 に，人が画像列
から決定した，真の重なり順番推定結果を図 6 に示す．横
軸が時刻，縦軸が順番を表すが，ある物体に対して，その
物体の手前に存在する物体の数に１を足したものを，順番
と定義した．全 103[f rame] について，正しい順番推定結
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結言

本稿では，実環境で物体操作観察を行うロボットの為の
注視実現法として，近接，接触に加え，重畳関係に着目す
る手法を提案した．重畳関係は，近接や接触を包含する注
視状態記述子であるだけでなく，それ自身が初見の道具で
の移動，切る，入れる等の発生箇所認識及び機能分類に有
用であると考えられる．
重畳関係を推定する注視制御器は，非遮蔽予測領域に着
目して追跡を行うこと，そして非遮蔽領域を用いて領域全
体の見た目変形推定を行うことで実現可能であることが明
らかとなった．
今後，見た目変形推定において，三次元形状情報を用い
ることで，より適切な変形仮説生成を行えるようになると
考えている．また，ロボットによるタスク再現時に，重畳
関係推定を行うことで，成功失敗判定を機能レベルで行う
こと，そして重畳関係に基づく，機能レベルでの物体領域
分割などが興味深い研究課題として挙げられる．
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