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We propose a method for a daily assistive robot to learn a new motion from its user
who does not have technical knowledge on robotics. “Mitate,” which is a human technique
to communicate a motion of an object using a different object and environment, provided
inspiration to this system. The proposed system automatically estimate the mapping from the
movements of the user’s to the robot’s. We implemented and evaluated the system, and it
proved the effectiveness of our approach.
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1. 緒 言

生活支援ロボットが各家庭へ入り意義のある作業を

おこなうためには，家庭ごとの作業のやり方を覚える

能力を備えることが望ましい．著者らは，ロボットへ

の視覚教示(1)において，教示者や教示する環境に関す

る制約が少なく，またロボットの動きをオンラインで

修正できる枠組みとして，“見立て表現”を活用した視
覚教示法(2)の研究を進めている．“見立て”とは，人が
古来より形状や動作の情報伝達に用いてきた，「ある事

物に他の事物の像を重ね合わせる（文献(3)より引用）」

技法である．見立ての典型例としては，“落語”での扇
子の活用が挙げられる．閉じた扇子を箸に見立てて蕎

麦をすすり，開いた扇子を傾けて酒を注ぐ様子を表す

のが見立てである．この見立て表現は，日本の芸術分

野に留まらず，人が物体の姿勢や動きを伝達する手法

として広く一般に用いられてきている．

本研究では，ロボットへの視覚教示の際にも人間の

教示者が見立て表現を用いることの可能な，視覚教示

システムの一構成法を明らかにする．

2. 見立て表現を解釈し学習するシステム

本研究では，学習者の動作Qを，教示者が視覚教示

により改善することを考える．教示者が見立て表現を

用いながら動作を教示し，学習者が見立てを解釈しな

がら動作を獲得するための情報の流れを Fig. 2に示す．
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Fig. 1 人からロボットへ，(A)ペットボトルを泡立
て器に見立てて撹拌動作を教示，(B)本をス
ポンジに見立てて清掃動作を教示する実験

まず学習者が動作 Qi を実行すると，教示者はその様

子を観測し，動作 Q̂i を得る．教示者が学習者へ教示

したい動作 Q∗i+1 が存在する場合は，その動作を見立

てた動作を実行する．ここで見立てによる動作の変換

を f (·)と記述すると，実行する動作は qi+1← f (Q∗i+1)

により計算される．

学習者は教示者の動作を観測し，動作 q̂i+1 を得る

と，見立ての解釈を適用する．ここで見立ての解釈を

適用するとは，教示者が示した動作に対し，学習者が

見立て表現の逆変換 f−1(·)を用いることで真に学ぶ
べき動作を得ることとする．ただし逆変換 f−1(·)も，
多くの場合は学習者が推定するものであるため f̂−1(·)
のように表す．逆変換を適用することで，新たな動作

Q̂i+1を Q̂i+1← f̂−1(q̂i+1)のように得ることができる．

学習者が動作 Q̂i+1 を実行することで，見立て表現を

用いて繰り返し視覚教示をおこなうシステムが実現で

きる．

本稿の実験では，見立ての解釈にあたり，初めに教

示者である人間が，学習者であるロボットの動きを見
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Fig. 2 見立て表現を解釈し動きを学ぶシステム

立てて動きを示す(2)．ロボットはこの際，人の手先と

ロボットの手先の速さの比例定数を推定し，学習中に

は比例定数を用いて速度を変換（ f−1(·)）することで，
見立ての解釈を実現するものとした．

このような，見立て表現を用いた視覚教示システム

が実現した場合，従来の視覚教示法に比して，以下の

利点があると考えられる．

1. 見立て表現は，人にとって自然で直感的である点
2. ロボットと教示者が同一の道具や環境を有するこ
となく，かつ専用のコントローラを用いることな

く，その場の道具や環境で教示が可能である点

3. ロボットに教示したい動きと完全に同一の動きを
しなくても良いため，教示者自身の制約を避けた

視覚教示が可能な点

4. オンライン教示の枠組みであり，教示者である人
間が制御ループの中に含まれる．そのため人間が

ロボットの動きを見ながら，教示する動作を随時

変えることで，成功状況を確認しながら動作教示

することが可能な点

3. 実 験

上半身ヒューマノイドロボット HIROを用いて，提
案手法の評価実験をおこなった．教示者の手元の観

測には，HIRO の頭部に搭載したカラー距離カメラ
（Microsoft Kinect）の点群を入力とし，Optical Flowを
用いて形状の知らない物体を追跡する手法(4)を用いた．

まず【実験 1】では，ロボットによるスポンジを用
いた机の清掃動作を，人が本をスポンジに見立てて視

覚教示する実験をおこなった．そして【実験 2】では，
ロボットによる撹拌動作を，人がペットボトルを泡立

て器に見立てて視覚教示する実験をおこなった．2つ
の実験の様子を，それぞれ Fig. 1(A)および (B)に示
す．いずれの実験においても，人はロボットが持つ道

具と違う物体を用いて，ロボットへ動作を教示するこ

とが可能であった．

【実験 2】における教示者とロボットの手先軌道を
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Fig. 3 【実験 2】の撹拌動作の教示における，教示者
とロボットの手先軌道の比較

Fig. 3に示す．見立ての解釈により速度が変換されて
いるため，ロボットの小さな動きを，人は大きく動い

て教示することができている．同様に大きな動きを小

さく教えることも可能な枠組みであり，教示者自身の

制約を避けた視覚教示が可能だと考えられる．

4. 結 言

本稿では，人から人への動きの伝達方法として古来

より用いられてきた見立ての技法に着目し，見立て表

現を用いた直感的な視覚教示がおこなえるロボットシ

ステムを工学的に実現する手法を提案し評価した．提

案手法では，教示者とロボットの手元の環境や道具が

異なっていても，ロボット自身が教示者の手元からロ

ボットの手元への変換を推定することで，新たな道具

軌道を獲得することができた．人間の幼児は，見立て

を用いたごっこ遊びやふり遊びをしながら，新たな知

識を学んでいくための能力を身に着けていくと考え

られる．見立て表現を適応的に解釈するシステムの実

現法を明らかにしていくことで，人間の意図を理解し

て学べる知的なロボットシステムの構成法が明らかに

なって行くのではと考えている．
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