
Fig. 1 Experiment environment 

Fig. 2 left: Hand pose estimation using OpenPose,   
Right: Object pose estimation using LINEMOD 
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 In this paper, we present a method of assembly operation understanding by demonstration. Human demonstrator 
performs assembly operation in front of a 3-D range camera system, then the system recognizes each assembly 
operation from two features: 3D object poses and hand motion feature. The pose of assembled parts are calculated by 
means of LINEMOD that one of template matching methods. Meanwhile, hand motion feature is extracted from hand 
joints motion. They are extracted by means of OpenPose that is one of human pose estimation method. We combine 
both features to obtain more robust feature and to calculate probability of each motion classes. Finally, we confirmed 
that the proposed method enables to recognize assembly operation as highest probability motion class.   
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1. はじめに 

 大量生産時代を支えている産業用ロボットは，繰り

返し作業は得意だが，今日求められている多品種少量

生産への要求に応えることが難しい．中でも，自動化

に課題があるのは組立工程である．組立工程は現在も

多くの作業が人の手で行われている．	

	 次世代の産業用ロボットには汎用性が求められるが，現状

ではほとんどの場合，一度システムとして組みあがるとその

まま使い続ける専用機械として利用される．ここでいう汎用

性とは，新たな物体の追加，組立指示があったときに迅速に対

応できることである．	

本研究の目的は，視覚システムに部品組付け作業内容を理

解させることである．教示者は視覚システムの前で作業を実

演し，システムは一連の動作から意味のある動作を抽出し，組

付け作業に含まれる各動作クラスへ分類する． 

文献[1]では視覚システムが人間の行う作業動作を観察す

ることにより，組立作業を理解させ，認識した作業と同じ作業

をロボットが実行するシステムの提案がなされた．ロボット

への教示方法として，ティーチングプレイバック方式，プログ

ラムによる教示などがあるが，これらは教示した作業の一部

だけを変更したいときや，次々に組立作業内容が変わるとき

に多くの手間がかかる．このような理由から視覚システムに

よる組立作業理解は汎用的なロボットシステムにとって非常

に重要である．実演による作業教示として組立作業以外には，

例えば文献[2]では人間が日常行う簡単な動作の認識を行い

ヒューマノイドロボットに同じ動作を実行させる研究がなさ

れている．	

 本研究では作業者の手の動きと，物体認識状態を組み合わ

せることにより，作業者の行った部品組付け作業を理解し，現

在行われている動作クラスの出力を実現した．	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 問題設定とアプローチ 

教示者は図 1 に示すようにカメラの前で部品組付け作業を

実演してみせる．対象とする物体は 2nd	Robotic	Grasping	and	

Manipulation		Competition	の Manufacturing	Track	という

ロボットによる組立作業の競技会で課題として設定されたギ

アユニットを使用する．このギアユニットは全 7 種類の部品

から構成され，ユニットを組み上げるには，ベースへのシャフ

トの組付け，ギアの差し込み，ギアのはめ合わせなどの作業が

必要となる．		

	 本研究では，このギアユニットの中からベース，シャフト，



Table 1	 Object Recognition State 

ギアの 3つの物体を対象とする．	図 2	右に示すようにベース

が縦に置かれており，シャフト，ギアがそれぞれ平面上に適当

に置かれている．このベースを片方の手で押さえながら，もう

片方の手でその他の物体をベースへ組み付けていくという状

況は，小型物体の組付工程において実際によく見られる状況

であると考えられる．	

この問題設定において，ギアユニットの完成までに行われ

る動作として 1．シャフトを回しこみながらベースに組み付け

る(screw)，2．シャフトにギアを差し込む(insert)，	という

二つの動作が考えられる．よって，作業理解の目標は，1と 2

の動作とそれ以外の動作(other)の 3つの動作クラスの分類を

行うこととする．	

このためのアプローチとして，（1）物体の認識状態，（2）手

の動き，の 2つの情報を利用するアプローチを採る．それぞれ

を以下に説明する．（1）部品組付け作業は物体に対して操作を

行うため，組付け作業を行っている間とそれ以外の状況では

物体の認識状態が異なることが予想できる．例えば，作業を行

う前，物体は操作を加えられていないため問題なく認識でき

るが，作業中，物体には教示者の手による見え隠れが生じる．

これらの認識状態の違いを利用することで動作を推定する方

法である．	（2）作業理解をするにあたり，教示者がどのよう

に動くかは重要な情報である．本研究では手作業による部品

組付け作業を対象とするため，手の動きに着目した．時系列の

手の動きから動作を区別するのに必要な特徴を抽出し，それ

らの比較により動作の推定を行う．	

ただし，実際の問題として，（1），（2）のそれぞれの手法の

みでは対応できない動作がありうる．例えば insert 動作とほ

ぼ同じような手の動かし方をしたが，実際には insert 動作を

行っていない場合や，物体認識状態によると何らかの動作を

していると推定されたが，実際にはその他の要因により物体

に見え隠れが生じ，誤った推定を行う場合など，それぞれの推

定だけでは対応できない状況が考えられる．この問題に対し，

（1），（2）それぞれの推定手法を組み合わせることでお互いの

弱点を克服し，よりロバストな動作推定を行う．特徴の組み合

わせによる動作推定結果は，それぞれの推定結果が与えられ

た時にどの動作クラスである確率が高いかを求めることで得

る．	

	

3. 部品組付け作業理解手法 

3.1 物体認識状態による動作推定 

3.1.1 物体姿勢認識 
 作業空間上で物体がどこにどのような向きで置かれている

か，すなわち姿勢を求めることは非常に重要である．それぞれ

の物体の姿勢がわかれば，教示者の動きなどもある物体を基

準とした局所座標系で表現できる．	

物体姿勢認識を行うために LINEMOD[3]を使用した．LINEMOD

はテンプレートマッチングの手法の一つで，輪郭情報をもと

に入力画像の中でテンプレート画像を照合する．なお，部品組

付け作業で対象となる物体は工業用部品であることがほとん

どであり，これらの物体は多くの場合においてテクスチャが

少なく，認識の手掛かりとなる画像特徴量が得られにくい．

LINEMOD はこのようなテクスチャの少ない物体の認識を得意

とする手法である．図 2 右上に LINEMOD による認識結果の例

を示す．	

また LINEMOD は多数のテンプレートを利用することを前提

とした手法であるが，これらのテンプレートの照合処理を高

速化していることに大きな特徴がある．モデルとなる 3 次元

空間上で様々な視点から見た多数のテンプレートは幾何シミ

ュレータ内で自動生成した．	

	

3.1.2 物体認識状態による動作推定 
 部品組付け作業を行う際，操作の対象となる物体には組み

付ける物体(シャフト，ギア)と組み付けられる物体（ベース）

の2種類がある．例えばシャフトをベースに組み付ける場合，

組み付けを始める前と後では物体の見え隠れの状態（物体認

識状態）が異なる．	

物体認識状態は LINEMOD による認識率により決める．認識

率はテンプレートとのコサイン類似度εで求められる．本研

究では，類似度εを式(1)のシグモイド関数に入力し，認識率

		𝑥𝑝𝑎𝑟𝑡を算出することとした．そこでは，ゲイン a を適切に設
定することで各物体の認識率は閾値 bを用いて 1，0 に限りな

く近い値に二分される．表 1 に示すのは各動作における理想

上の物体認識状態である．上の例では組付け作業前はすべて

の物体が認識できるはずであるため other 列の左列のように

すべての物体の認識結果が 1 に近い値となると考えられる．

作業を始めるとベースは手で押さえられ，またシャフトは手

の中にあるため，これらの物体の認識率は低下する．ギアだけ

が見えている状況なので，組付け作業中は表 1	 screw 列の認

識結果に近くなると考えられる．他の動作も同様に考えてい

くと各動作時の理想上の物体認識状態は表	1 のようにまとめ

られる． 

	

	

	

	

	

	

	

	 	

各動作の見本ベクトル	𝝁𝒄	は表	 1 の各動作の理想上の物体
認識状態ベクトルとした．例えば	𝝁)*+,- = {1, 0, 0}	である．動
作によっては見本となるデータが複数ある場合が考えられる

ため、動作クラス	𝑐	が与えられた時,その動作である尤度は式
(2)で表される．ここで共分散行列𝜮𝒄は適宜設定する。	
 
 
ここで， 
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Fig. 3  Method for hand motion feature extraction 
Left: Principal component vector v(t) is calculated from motion 
chunk Middle: normal composed of each v(t) Right: The angle 
of normal and orientation of reference coordinate system 

𝑝(𝒚|𝒄) = 𝑁A𝒚C𝝁𝒄, 𝜮𝒄D          (6) 

Σ* = {𝜮)*+,-,𝜮OP),+8,𝜮Q8K,+}       (7) 

𝝁𝒄 = {𝝁)*+,-,𝝁OP),+8,𝝁Q8K,+}      (8) 

𝑝(𝑐) = 9
T
                  (10) 

3.2 手の動き特徴による動作推定 

3.2.1 手の姿勢認識 

教示者がどのような動きを行ったかは動作推定するにあた

り重要な情報である．本研究では OpenPose という人の姿勢認

識手法を用いて作業者の姿勢認識を行った．OpenPose は手の

姿勢認識にも対応しており，それぞれの手から 21 個の定点の

位置と信頼度を出力する．図 2	左に OpenPose による認識結果

を示す．それぞれの定点，つまり関節位置は画素座標系におけ

る位置を出力するが，深度画像から得られる距離を用いてカ

メラ座標系からの位置に変換し，さらに LINEMOD によりベー

スを基準とした局所座標系を作成し，関節位置とベースの座

標変換を行った．一連の座標変換により関節の動きはベース

座標系上の動きとして表すことができる．ベースを基準座標

系とした理由は，ほとんどの場合意味のある動作はベースに

対して行われるためである．また，ベースを基準座標にとるこ

とで，手の動きは物体の向きに対して不変となる．		

	

3.2.2 手の動き特徴の抽出 

	 関節位置の時系列データから各動作を区別できる特徴の抽

出方法について述べる．	

1． 図	3	左に示すように，ある一定区間の関節位置を記録
しておき一つの動作のかたまり(chunk)として考える

（赤丸）．主成分分析によりこの動作のかたまりから主

成分ベクトルを求める（赤矢印）．	

2． 図 3中央に示すように，主成分ベクトルを𝑡 = 𝑖, 𝑡 = 𝑖 +
1	において求め二つのベクトルから成る法線ベクトル
𝑛を求める．	

3． 図 3 右に示した基準座標系の任意の軸（図では y 軸）
と上記 2.で求めた法線ベクトル𝑛のなす角𝜃を求める．	

これらのステップを 30 フレーム分行い，𝜃のヒストグラムを
作成した．Bin の幅を 10 として作成したヒストグラムの例を

図 4に示す.これが手の動き特徴ベクトル	𝒚	となる．	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 ここでは，ある区間に関節がどのような方向に動いたかを

表すベクトルとして動作のかたまりの主成分ベクトルを用い

た．これにより手の微小な変動の影響を抑えることできる．	

	 動作クラス insert,	 screw については見本となるデータを

予め作成しておく.other については見本となるデータを用意

できないため，ベクトルの全要素が 0.5 となる特徴ベクトル

を用意した．これは手の動き特徴の各要素は 0 から 1 の値を

取るよう正規化されているため，その中央値としたものであ

る．これらの見本ベクトル		𝝁𝒄と共分散行列	𝜮𝒄	を適宜設定する
と，動作クラス	𝑐	が与えられた時，その動作である尤度は式
(6)により求められる．	

	

ここで， 
 

 

 

 

3.3 特徴の組み合わせによる組付け作業理解 

 3.1 節,3.2 節それぞれの動作推定方法では 2 章で述べたよ

うに動作推定が上手くいかない状況が考えらえる．	

物体認識状態ベクトル	𝒙	と手の動き特徴ベクトル	𝒚	が与え
られ，それぞれの推定結果は独立に発生すると仮定すると式

(9)により現在行われている動作が各動作クラスである確率

	𝑝 𝒄 𝒙, 𝒚 	を求めることとができる．動作クラスの数を𝑁とす
ると,各動作が発生する確率は式(10)のような一様分布に従

うものとして表すことができる.	

	

	

ここで， 
	

	

である．	

4. 評価実験 

教示者と物体を俯瞰できる視点に三次元距離センサ(Intel

社製,	 realsense	 d435)を設置した．センサからは 1280×

720[pixel]の大きさのカラー画像と深度画像を取得した．	

評価方法として，提案した特徴の組み合わせによる動作推

定の結果を人が動画を見てアノテーションを行った結果と比

較した．また今回提案した特徴の組み合わせによる動作推定

の評価を行うため、片方の手法のみでは動作推定が難しくな

るような動作をわざと一連の作業の中に組み込んだ.	

人によるアノテーションの結果を表 2	に示す．またそれぞ

れの推定手法による推定結果を図 5 に示す．赤が screw,青が

insert,黄が other 動作である尤度を求めたものである.上か

ら特徴の組み合わせ手法によるもの,手の動き特徴によるも

の,物体認識状態によるものを示している.	

表 2	を見ると，1の区間の動作クラスは other，2 の区間は

screw となっている．2の区間では fake	object	recognition	

state	 となっているが，これは，教示者が図 6のようにシャ	

	
Fig. 4 The Histograms of Hand Motion Feature  

Left: insert motion, Right: screw motion 

(9) 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

フトを回す際にわざとギアも見えなくなるような動作を行っ

たためである．3.2 節で述べたようにこのような状況では物体

認識状態による推定結果は insert	となってしまう．実際，図

5 下に示す物体認識状態による推定結果は区間 2 で insert と

なっていることがわかる．ここで同じ区間 2 の手の動き特徴

を用いた推定結果(図 5	中央)を見てみると正しく	 screw	 動

作を推定できていることがわかる．同じように区間 3，5 では

実際には	 insert	 動作を行っていないが，わざと insert	 動

作と同じような手の動かし方をした区間である．これらの区

間は手の動き特徴を用いた推定では	 insert	である尤度が高

く，	other	である尤度が低くなっていることがわかる．対応

する区間における物体認識状態による推定結果は正しく	

other	 を推定できている．また区間 7 では手の動き特徴だけ

では insert である確証が持てなかったが，物体認識状態によ

る推定を組み合わせることでinsertである尤度を上げること

ができている．これら以外の区間も人によるアノテーション

の結果と概ね一致していることがわかる．図 6 に推定結果の

出力例を示す．上述した図 6 のような一方の動作推定手法の

みでは推定を行えなかった区間を，推定結果を組み合わせる

ことにより推定結果を向上できている.よって提案手法は部	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

品組み付け作業理解に対して有用であると考える.	

	

5. まとめ 

	 部品組付け作業理解を行うために，(1)物体の見え隠れを利

用した物体認識状態から動作を推定．(2)手の動き特徴から動

作を推定．をそれぞれ行い，最後に(1)と(2)の推定結果を組み

合わせ動作の推定を行い，提案手法の有効性を示した．	

今後の展開として，認識に適したパラメータの自動獲得と，

認識結果を実ロボットで再現がある．		
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Fig. 5 The Time-series data of Motion likelihood estimated by each method 
Upper: Combined feature Middle: Hand Motion Feature Lower: Object Recognition State 

Red: screw, Blue: insert, Yellow: other 
 

Table 2 frames annotated by human 

Fig. 6 Estimated Assembly Operation is shown as output 

frame motion
1 100-115 other
2 115-235 screw	with	fake	object	recognition	state
3 235-260 other	with	fake	hand	motion
4 260-290 other
5 290-310 other	with	fake	hand	motion
6 310-330 other
7 330-355 insert
8 355-400 other


