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In this paper, we propose a novel method to estimate a tool’s function for a robot
observing a person using a tool. In this method, an evaluation on the relational hierarchy of a
tool and an object, and an evaluation on the accompaniment of their velocities are integrated.
This enables to estimate not only moving or conveying function but also cutting or stinging
function. In order to estimate the relational hierarchy, overlapping regions of multi-objects are
tracked using their viewable regions. We tested this system by tracking a tool and estimating
function of it in a kitchen environment. This result showed the effectiveness of our approach.
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1. 緒

言

著者らは，生活支援ロボットが人を観察し，人から
作業を学んでいくための視覚システム (図 1) の構築
に興味がある．人間は調理や掃除などにおいて，道具
を用いることで素手よりも効率的に，または安全で衛
生的に作業を実現している．このような道具利用法を
視覚教示できれば，人間と同じ環境や道具を用いたロ
(1) (2)

ボットによる作業

を，各家庭に応じたものへ容易

に変更可能となる．
日常道具による作業では，道具と対象の間の相互作
用の種類が時々刻々変化する．そして，その相互作用
の種類が操作目的となる．従って，適切な道具選択と

つ場所を特定できるよう，道具と操作対象の領域を追
跡する．同時に，それらの領域の重なり関係，つまり
重畳関係に着目することで，変形を含む作用の分類を
行う手法を提案する．
本稿の構成は以下の通りである．平面状の道具と凸
対象の領域を追跡し，相互作用を推定する際の問題点
とアプローチを，２章で関連研究を挙げながら述べる．
３章では，遮蔽関係のある対象領域の追跡法について
述べる．４章では，複数の対象に関する随伴性と重畳
関係の評価方法およびそれらを統合して相互作用を推
定する処理について述べる．５章では実画像列を用い
た実験結果について述べ，６章でまとめる．

操作を可能とするためには，観察の際に道具と対象の
軌道を推定するだけでなく，相互作用の種類と道具上
でその作用を起こす能力，つまり機能を持つ場所の推
定と記憶が必要となる．

CUTTING
TOMATO with KNIFE

本稿で取り上げる日常道具は，へら，包丁，ほうき，
そしてスコップ等の平面形状を有するものである．操
作対象は，野菜や箱のような凸形状の物体とする．こ
れらの日常道具と操作対象の間には，従来の作業認識
(3) (4)

研究

において扱われてきた移動の作用に加え，変

形の相互作用が発生する．本稿では，道具が機能を持
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Fig. 1

A robot observing a person. Not only the orbits
of tools and objects but also tools’ function and
their points of action are needed.

2. 道具と操作対象の相互作用推定と重畳関係

1. Independent
or Contiguous

2·1 道具と操作対象の相互作用推定
人の手作
業の認識に関する先行研究としては，近接関係や運動

2. Covered

A

B
B

ドプレースや組立作業の視覚教示と再生を実現した研
(3)(4)

は，変形を含む作用が発生する．変形を含む作用の認
識を行っている研究としては，切断作用の前後の対象
領域の分離を認識するもの

(5)

がある．しかし，作用

中に区間を認識できるものではないため，切断作用が
行われた後に，追跡対象を切断後の対象へ切り替える
処理などが可能な枠組みではない．調理画像列におけ
る包丁による切断を，繰り返し動作として認識する研
(6)

B

Fig. 2 Species of superposition

が挙げられる．これらは変形や分離の無い剛体

の操作対象を仮定しているが，日常道具による操作で

究

A

A

特徴の変化，接触関係を観測することで，ピックアン
究

3. Mutual

では，動作区間を推定できている．しかし，視覚

教示で必要となる，道具と操作対象の追跡は行ってい
ない．

(11)

う

．追跡対象の重なり関係をモデリングしている研

究としては文献

(12)

が挙げられるが，対象の領域は計

算されていない．本手法では道具上で作用が行われて
いる点が計算できるよう，領域として追跡を行う．遮
蔽を考慮した領域追跡に関しては，次節で述べる．

2·2 重畳関係とその種類
本稿において，重畳
関係とは，ある観測点から観測された複数の物体同士
がその投影面において，互いにそれらの領域を遮蔽す
る，または遮蔽される関係を表すものとする．遮蔽関
係は，ある物体の観測点側の表面が，もう一方の物体
の観測点側の表面より遠方に存在するときに発生する．

本研究では，道具と操作対象を追跡しつつ，切断の
ような変形を含む相互作用の認識を，作用が行われて
いる最中に認識することを目的とする．そこで本稿で
は，道具と操作対象の随伴性と重畳関係を併用する手
法を提案する．この手法では，移動作用の識別の手が
かりとして，追跡対象同士の速度の随伴性を用いる．
さらに，変形を含む相互作用の識別の手がかりとして，
追跡対象領域同士の重畳関係を用いる．重畳関係につ
いては次項で述べる．
一方で，日常道具で対象を操作する場合，道具と対
象は一般に接近または接触するため，観測において遮
蔽が問題となる．遮蔽された対象を追跡する先行研究

従って重畳関係は，１）物体同士に遮蔽関係が存在す
る場合，または２）物体が物体に没入している場合，
に発生する．
この重畳関係を，投影面における二次元の領域の重
なり方によって分類すると，以下の三種類となる．
独立/Independent，または接触/Contiguous
物体領域同士に重なり合いが無い場合．
片側遮蔽/Covered
ある物体領域が，他の物体領域を遮蔽している
場合．
相互重畳/Mutual

としては，局所相関演算を行うためのテンプレートを

ある物体領域が他の物体領域の一部を遮蔽し，逆

分割して，遮蔽状態の発見および遮蔽下の追跡を行う

に他の物体領域から一部の領域を遮蔽されている

(7)

手法 ，対象上または対象周辺の局所特徴を組み合わ
(8)

場合．

などが挙げられる．また，ある

これらの例を，図 2 に示す．図中 3. では，包丁が対象

程度遮蔽が生じても，遮蔽されていない部位の局所特

の一部を，対象が包丁の一部を隠しているので，相互

せて追跡を行う手法

(9)

徴から物体探索を実現している研究 がある．しかし

重畳となっている．

これらの手法では，追跡対象にテクスチャが十分存在

一方，物体同士が三次元空間上でどのような関係に

している必要があった．本研究で対象としている日常

ある場合に，どのような重畳関係が観測され得るかを

道具や食材などの対象は，単一の素材から構成され，

示したのが，表 1 である．表では，平面状の道具と

十分なテクスチャを有していない場合が多い．

対象の三次元的な関係が，独立（Independent），接触

本稿では，テクスチャの少ない平面状の道具と対象

（Contiguous），道具の一部が操作対象に没入している

の領域を，カメラ画像を用いて追跡する．その際，領

場合（Partially inserted），道具が全て操作対象に没入

域の境界位置と内部の色情報を組み合わせた追跡を行

している場合（Fully inserted）の四種類を取り上げた．

う．これらの情報を組み合わせた領域追跡法としては，

各々の場合において，観測点を移動していったときに，

(10)

が挙げられる．本手法では，遮蔽された対象に

どの重畳関係が観測され得るか，例を挙げて示した．

対応するため，複数の追跡対象同士の重なり関係を計

ただし，観測点は道具平面外にあるものとする．特に，

算し，遮蔽されていない領域のみを利用して追跡を行

相互重畳関係が観測され得るのは Partially inserted の

文献

Table 1 Species of superposition observed when a tool is in variable relationships with an operational object
State of
Superposition

Tool

Operational
Object

Independent

Fully visible Fully visible

Independent
(Contiguous)

Fully visible Fully visible

Independent

Contiguous

Partially
inserted

Fully
inserted

Tool
Fully
invisible

Fully visible
Object

Fully visible

Fully
invisible

Fully visible

Partially
visible

Partially
visible

Fully visible

Partially
visible

Partially
visible

Covered

Region of Tool
inside Object

||

|||||

Mutual

Invisible edge
of Tool

3. 遮蔽関係のある複数平面領域の追跡法

場合に限られることに注意されたい．Partially inserted
は，道具で操作対象を切断する，穴を開ける等の作用
が行われる際に観測される．従って，物体を変形，特
に切断させる作用の認識には，相互重畳関係を観測す
ることが有用であると考えられる．

2·3 随伴性と重畳関係を用いた相互作用推定

本

稿では，前述の重畳関係と，速度の随伴性を併用して，
道具と操作対象の相互作用を表 2 のように分類する．
ただし，表中に示した相互作用の種類は，以下の通り
とする．

本節では，テクスチャの少ない平面状の追跡対象領
域を，遮蔽下で追跡するための手法について述べる．
追跡対象は，初期時刻 t = 0 における領域 R(0) ⊂ N2
と座標 C H 0 が指定されているものとする．

3·1

粒子フィルタを用いた平面道具追跡

本

稿では，粒子フィルタを用いて対象を追跡する．粒
子フィルタの状態変数 x t は，対象のカメラ座標系
での三次元位置とロール・ピッチ・ヨー角度，xt =

Move 対象への移動を伴う作用．運搬，混ぜ等．

yt zt αt βt γt ]T とする．
追跡対象の初期座標 x 0 が設定されると，初期粒子
(k)
(k)
s0 が初期座標へ s0 = {xx0 , w0 } のように，一様重み

Fork 硬い対象への変形を許す移動．フォークや串
で刺して移動するなど．

w0 で設定される．ただし，k は粒子のインデックスで
(k)
(k)
ある．動作モデル p(Xt |Xt−1 ) を x t|t−1 = xt−1 として遷

nil 作用が発生していないか，作用の種類を特定で
きない．

移させた後に尤度計算を行い，尤度 wt

[xt

Cut 対象への変形を含む作用．挿入，切断等．

Table 2

Function estimation using accompaniment and
superposition of multiple objects’ regions

Superposition
Independent Covered Mutual
Unclear
nil
nil
Cut
Accompaniment
No
nil
nil
Cut
Yes Move, if contiguous Move
Fork

(k)

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
初期座標 C H 0 ，初期時刻の対
象領域 R(0) および対象画像 IA (0) ⊂ N2 × [0, 255]3 か
(k)
ら，状態 x t の場合の対象領域 R(t)(k) ⊂ N2 および対象
画像 IA (t)(k) ⊂ N2 × [0, 255]3 を生成する．ただし IA (0)
は，初期時刻における入力画像 I(0) のうち R(0) 領域
内のみを表すものである．その後，入力画像 I(t) と対
象画像 IA (t)(k) の類似度として尤度を計算する．
また，尤度は，１）境界情報に基づく評価，２）領

域内部の色情報に基づく評価，の二種類の評価を統合

3·2·1 境界情報に基づく評価
境界情報に基づく
(13)
に基づいて行う．この計算
では，まず時刻 t の入力画像 I(t) から canny 法により

評価は，chamfer distance

Camera

Initial tool
region/coordinates

して求める．
C
A

Input image

H 0 , R A ( 0)
Tool Tracker

エッジを抽出する．そして，画像中の各画素について，
Tool region

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 IA

(t)(k)

の

I

A

Tool velocity

vA

輪郭と距離変換画像を用い，chamfer distance を，式

Covered
region Rup

Hierarchy
Estimator

Accompaniment

(1)

ただし，P ⊂ N2 は，対象画像の輪郭ピクセルの集合，

|P| は P の要素数，dI(t) (p) は，距離変換画像の位置 p

C
B

Object region

Hierarchy

Sa

Ss

IB

Object velocity

vB

Function
Estimator
Tool function

Fig. 3

H 0 , RB (0)

Object Tracker

Accompaniment
Estimator

(1) により計算する．
1
Dch (P, I) =
∑ dI(t) (p)
|P| p∈P

Initial object
region/coordinates

I

Sf

Flowchart of tracking multiple regions and
estimating function

における値を表すものする．従って，変形後の対象画
像 IA (t)(k) の輪郭が入力画像 I(t) のエッジに類似する

れていた部分を除いた領域（非遮蔽領域）のみを用い

ほど，Dch (P, I) の値は小さくなる．

て，時刻 T + 1[frame] の尤度計算を行う（図 4 の右）．

境界情報に基づく評価値は，Dch (P, I) を用い，式 (2)
のように求める．ただし，Ge および Ce は定数とする．
(k)

Ee (xxt ) =

1
(2)
1 + exp{−Ge · (−Dch (P(t)(k) , I(t)) +Ce )}

3·2·2 領域内部の色情報に基づく評価
領域の
境界位置に基づく評価に加え，領域内部の色を用いた
評価を用いる．これは，追跡対象の輪郭の近傍に，他
の対象の輪郭が存在した場合に対応するためである．
対象領域 R(t)(k) の輪郭周辺について，入力画像 I(t)
から対象色の画素を抽出した画素集合 Rc (t) ⊂ N2 と，

R(t)(k) 内部で輪郭周辺にある画素集合 Re (t)(k) ⊂ N2 の
差集合を用いて，式 (3) のように求める．

従って，各時刻において，各々の追跡対象の領域内に
あって，他の追跡対象に遮蔽されている領域を計算す
る必要がある．この計算法については，次節で述べる．

4. 重畳関係と随伴性の評価法と作用推定
本稿では，道具および操作対象の追跡に，前節で述
べた追跡法を用いる．双方の追跡結果から，重畳関係
と随伴性を評価して相互作用を推定するとともに，推
定された重畳関係を，遮蔽下の対象領域追跡における
尤度計算に用いる．

4·1 作用推定処理の流れ
随伴性と重畳関係を
用いて，道具と操作対象の相互作用を推定する処理の
流れを図 3 に示す．初期時刻における，道具と操作対

|(Rc (t)− Re (t)(k) ) ∪ (Re (t)(k) − Rc (t))|
(3)
|Re (t)(k) |

象の座標および領域が指定されると，カメラ画像を入

ただし，記号 − は差集合，|| は画素集合の要素数を表

において，道具と操作対象の領域画像 IA (t)，IB (t) が

(k)
すものとする．Ec (xxt )

重畳関係の評価器へ通知される．同時に，道具と操作

(k)

Ec (xxt ) = 1 −

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

対象の速度 v A (t), v b (t) が随伴性の評価器へ渡される．
重 畳 関 係 の 推 定 器 は ，道 具 と 操 作 対 象 の

よう設計されている．

3·2·3 評価の統合
用いて統合する．

力として，双方の追跡が並列に行われる．各々の時刻

二種類の評価値を，式 (4) を

領 域 画 像 IA (t)，IB (t) か ら 重 畳 関 係 Ss (t) ∈

{“Independent”, “Covered”, “Mutual”} を計算し，作用

(k)
(k)
(k)
E(xxt ) = Ec (xxt )Cc · Ee (xxt )

の推定器へと通知する．同時に，追跡器へ遮蔽領域が

(4)

(k)

ただし，Cc は正の定数である．E(xxt ) は 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．

3·3 非遮蔽予測領域を用いた対象領域の追跡法
前述の追跡処理を，遮蔽関係を考慮した追跡法へ拡
張する．本手法では，時刻 T [frame] において遮蔽さ

通知され，非遮蔽領域を用いた尤度計算へと利用され
る．随伴性の推定器は，道具と操作対象の速度 v A (t),

v b (t) から随伴性 Sa (t) ∈ {“Unclear”, “No”, “Yes”} を
計算して，作用の推定器へと通知する．
作 用 の 推 定 器 で は ，表 2 に 従って 作 用 の 分 類
が 行 わ れ ，最 終 的 に ，作 用 の 推 定 結 果 S f (t) ∈

{“Cut”, “Move”, “Fork”, “nil”} が出力される．

(k)

IA(T)

IA(T+1)

(k)

IB(T+1)

RA,B (T)

}
T
−1
||vvA (t) − v B (t)|| (6)
Eacm (T ) = exp
Cacm t=T∑
−N+1
{

ただし，Cacm は正の定数とする．Eacm (t) は，0 から 1

I(T)

I(T+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

IB(T)
Fig. 4

て評価する．

く評価することはできない．そこで，式 (7) に示す平

A method to estimate objects’ hierarchy(left)

均速さ ||vvX (t)|| の評価を併用し，随伴性判断の可否を

and to track them(right)

決定する．

4·2 重畳関係の分類法
重畳関係の評価器は，時
刻 t[frame] において，対象領域の追跡結果 IA (t), IB (t) ⊂

||vvX (T )|| =

T
1
||vvX (t)||
∑
N t=T −N+1

(7)

最 終 的 に ，時 刻 t に お け る 随 伴 性 Sa (t) ∈

N2 × [0, 255]3 が通知されると，対象領域 RA (t), RB (t) ⊂
N2 同士の重なり領域 RA,B (t) = RA (t) ∩ RB (t) ⊂ N2 を

定する．つまり，双方ともに動いており，動きに相関

求める（図 4 の点線領域）．その後，RA,B 内部の各画

がある場合のみ随伴関係があり (“Yes”)，双方ともに

素について，入力画像 I(t) が各対象画像 IA (t)，IB (t)

停止していた場合は，判断を保留 (“Unclear”)，その

のいずれに近いかを計算し，ラベリングする (図 4 左

{“Unclear”, “No”, “Yes”} を ，式 (8) の よ う に 決

他の場合は，随伴性が無い (“No”) とする．

の矢印)．
ラベリングおよび重畳関係の決定法を，式 (5) に示
す．ただし，I (p) ∈ [0, 255]3 は，入力画像 I の位置 p
における輝度値 (R,G,B) とし，記号 ||xx − y || は，輝度
値 x , y 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．また，ノイズ対策のため，
記号 ∃ と ∀ の計算には，閾値処理を行う．

Ss (t) =


“Independent”, if RA,B = 0.
/





 “Covered”, if
(∀p ∈ RA,B ; s(p, A, B)) ∨ (∀p ∈ RA,B ; s(p, B, A)) . (5)




“Mutual”, if



(∃p ∈ RA,B ; s(p, A, B)) ∧ (∃p ∈ RA,B ; s(p, B, A)) .
s(p, X,Y ) ≜ ||II (p) − I X (p)|| ≥ ||II (p) − I Y (p)||
前述の通り，追跡器において，次の時刻 T +1[frame]

Sa (t) =


“Yes”, if h(A,t) ∧ h(B,t) ∧ a(t).




 “No”, if (h(A,t) ∧ h(B,t) ∧ ¬a(t))

∨ (h(A,t) ∧ ¬h(B,t))




∨ (¬h(A,t) ∧ h(B,t)) .



“Unclear”, if (¬h(A,t) ∧ ¬h(B,t)) .
h(X,t) ≜ ||vvX (t)|| ≥ vthr

(8)

a(t) ≜ Eacm (t) ≥ Eacm thr
ただし，vthr および Eacm thr は定数である．

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，人が道具で対象を操作している実画像
列から作用分類を行った実験結果について述べる．

5·1 実験の条件

人が机上で包丁を使い，果物に

における尤度計算は，時刻 T [frame] における非遮蔽

作用する場面を撮影した，サイズ 640pixel×480pixel，

領域のみを用いて行う（図 4 右）．そのため，このラ
ベリング結果は，作用の推定器だけでなく，各々の追

15fps の画像列を用いて実験を行った．実験１では果
物を切った場面，実験２では果物を包丁に載せて運ん

跡器へも通知される．

だ場面を撮影している．撮影の際は，切断作用が行わ

4·3 随伴性評価法

随伴性認識の先行研究とし

れる際に相互重畳関係が発生する視点を選択した．実

ては，把持物体領域を選択するために，身体運動情報

験１，２のいずれも包丁と果物の領域を追跡し，それ

と物体運動情報の正準相関分析を用いる研究

(14)

が挙げ

らの相互作用を推定するものとした．ただし，包丁と

られる．本追跡システムでは，道具と物体の追跡結果

果物は初期時刻において，既知の作業平面上に存在す

が，いずれも同じ三次元空間内の速度として出力され

るものとしている．

るため，速度同士の差を直接評価するものとする．時

初期時刻における追跡対象の領域は，色ヒストグラ
(15)

刻 t[frame] における道具の速度を v A (t)，操作対象の

ムを用いたグラフカット法

速度を v B (t) とすると，時刻 T [frame] における随伴性

指定した．また，既知の作業平面座標を用いて，操作

を，最新 N[frame] の速度差を平均して，式 (6) を用い

対象の初期座標を対象領域の重心位置に設定した．

により，対話的に人が
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Fig. 5 Result of tracking objects’ region in A) Experiment 1 and B) Experiment 2
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Fig. 6 Result of estimation of accompaniment, superposition, and function in A) Experiment 1 and B) Experiment 2
5·2 結果と評価

まず，実験１および実験２に

または不明で推移しているが，実験２では 80 フレーム

おける領域追跡結果を，図 5 に示す．各々の上段が入

以降に連続して随伴性有りと計算されている．重畳関

力画像，下段が領域の追跡結果である．領域の追跡結

係は，いずれの実験でも最初は独立であったが，実験

果は太線で示している．いずれの実験でも，途中で追

１では片側遮蔽から相互重畳となり，その後片側遮蔽

跡対象同士に遮蔽関係が発生しているが，領域追跡に

へと変化した．切断に伴う正しい重畳関係が推定でき

成功している．

ていると言える．実験２では，後半で片側遮蔽となっ

次に，各時刻の随伴性，重畳関係および作用推定の

ているが，相互重畳の時刻も存在する．実際には相互

結果を図 6 に示す．実験１においては，随伴性は無し

重畳は発生していないが，追跡対象同士に色の近い部

分が存在し，上下関係の推定に間違いが生じたことが
原因だと考えられる．
実験１において，随伴性と重畳関係を統合した作用
の推定結果は，後半で Cut となった．実験２では，後
半で Fork または Move と推定された．作用推定の成功
率は，各々91%，65%であった．ただし成功率は，正
解データとして人が記述した作用 Cut，Move，Fork，

nil と，同じ作用が推定されたフレーム数を，全てのフ
レーム数で割って計算した．実験２における成功率の
低さは，前述の重畳関係推定の誤りに起因するものだ
と考えられる．重畳関係推定の誤りは，追跡対象同士
の重なり方についての常識をモデル化すること，そし
て距離画像の併用によって改善されると考えられる．
ただし，距離画像においても遮蔽関係は発生するため，
本稿のように重畳関係を考慮する必要はあると考えら
れる．

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，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，物体同士の重畳関係および随伴性を推定して
作用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
推定を行うことで，切断を含む作用分類を，その作用
が行われている最中に行うことが可能であった．
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．また，作用が行われている最中に分類
が可能である枠組みを用い，相互重畳が現れた部位に
着目することで，切り方を推定することが可能だと考
えている．切断後の切片へと注意を移すような，追跡
対象の切り替えを自律的に行うことも興味深い研究課
題である．
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