
移動マニピュレータによる作業対象識別のための
長期間活動経験を活かした視点計画

○野上　和幹（信州大学），長濱　虎太郎（信州大学），山崎　公俊（信州大学）

Viewpoint planning based on long-term experience for
identification of object by mobile manipulator

○Kazuki NOGAMI , Kotaro NAGAHAMA , Kimitoshi YAMAZAKI (Shinshu Univ)

Abstract : In this work, we aim to have the robot perform efficient observation to identify the work object
correctly. In this presentation, we describe a method for determining viewpoints based on the evaluation of
candidate observation points using spatial and visual information collected by the robot.

1. 緒言

人間の生活環境で自律型ロボットに作業を行わせるため

には，作業する対象を正しく識別する必要がある．本研究

の目的は，作業対象を正しく識別するための効率的な観察

行動を移動マニピュレータに行わせることである．対象を

どの地点から観察すると識別する際に有用な視覚情報が得

られるかを長期間活動経験から予測することにより，より

良い観察地点を決定することを目指す．

従来のロボットによる長期間活動においては，long-term

autonomyなどのキーワードの下で研究が進められている

[1]．Wolframら [2]は，人のいる環境での博物館の案内ロ

ボットを実現した．Nickら [3]は，日常環境で長期間自律

的にタスクを行わせることで能力の向上を図った．本研究

においても，移動マニピュレータに長期間活動を通して作

業や行動決定に必要な情報を収集させることで，作業空間

中を大きく移動しながら物体を操作する作業の自動化が期

待できる．

ロボットが作業するには，対象を正しく識別するための

視覚的な特徴を表す情報が必要になる．しかし，1つの視

点からの情報では正しく識別できない場合や周辺環境に

よってはオクルージョンの発生など，識別するのに必要な

情報が得られない地点が存在することが考えられる．これ

に対して，各視点が有用かどうか評価することで次の観察

位置を決定する視点計画問題によるアプローチがある [4]．

関連研究として，Kraininら [5]による未知物体のオブジェ

クトモデル生成のための表面領域の不確実さを用いた手法

や，三明ら [6]による地図を用いた空間的な評価と時間を

考慮した物体探索手法などがある．一方で，複数視点を用

いた対象識別のための視点決定において，過去の行動から

収集した視覚情報を用いた研究は少ない．しかしながら，

“どの地点ならば対象を観察するのに適しているか？”を収

集した情報を基に予測することができれば，視点計画の際

に有用である．

Fig. 1: Outline of viewpoint planning

本稿では各観察地点の信頼値を長期間活動を通して収集

した視覚情報から計算し，ロボットが事前に持っている識

別対象の視覚情報と組み合わせることによる，効率的な作

業対象識別のための視点計画手法を提案する．

2. 視点計画の概要

長期間活動を用いた視点計画の概要を述べる (Fig.1)．

まず，ロボットが空間内から作業対象を検出した場合に，

対象周辺に観察地点候補を置く．そして，事前に物体を観

察した際の情報から対象物体に対する相対的な観察地点を

評価する方法と，環境内での行動経験から絶対位置として

の視点を評価する方法の 2つを用いて，各候補地点の有効

性を予測 (評価)し，評価値の高い地点を次の観察地点と

する．

本研究では，以下の 2つの情報を対象物体への観察行動

や長期間活動から収集し，評価に用いる．

・対象とロボットの相対姿勢から得られる対象の視覚情報
・過去の環境で各観察地点候補から得られる視覚情報

具体的な収集方法と評価方法についてはそれぞれ 3.2節，

3.3節で述べ，視点の決定方法については，4章で述べる．

また，本研究で想定する作業対象はマニピュレータで掴め

る大きさの物体を対象とし，使用する視覚情報とは三次元

距離画像センサから得られるカラー画像と深度画像，それ



Fig. 2: Detection of target candidates by experience

map

Fig. 3: Flow of generating a classifier

らから生成できる点群のことを指し，相対姿勢はロボット

の平面の移動を考慮し，yaw方向の回転のみを用いる．

3. 観察地点候補の評価

3.1 作業対象候補の検出

目的の作業を行うためには，作業すべき対象を検出する

必要がある．検出方法として，本研究では経験地図 [7]を

用いる．これは以下の 3つの地図から構成される．

・長期的に環境内を巡回することで収集したデータか

ら生成した参照環境の地図 (参照地図)

・現在の環境を示した地図 (現在地図)

・参照地図と現在地図から参照環境にない物体を抽出

した地図 (差分地図)

この差分地図の中からマニピュレータで把持できる大きさ

の物体を作業対象候補とする．

3.2 対象から得られる特徴を用いた評価

3.2.1 使用する特徴と視覚情報の収集

本研究では，対象の識別にSURF[8]特徴量をから生成し

たBag-of-Featureによる特徴ベクトルと，カラーヒストグ

ラムによる色の特徴ベクトルを入力とした識別器 (Fig.3)

を用いて，対象識別や相対姿勢の推定に使用する．

また，識別するための対象物体の視覚情報は，対象物体

を中心とした半径 rの円周上に一定間隔で観察地点 vψ を

置き，実際に各観察地点に移動することで収集する．

3.2.2 評価方法

作業対象を識別する際に，対象候補の中で共通した特徴

が得られる部分を観察するよりも，特徴に違いが現れる部

分を観察したほうが有用だと考えられる．そこで，2回目

以降の観察ついては，信頼値の高い対象候補に対して 3.2.1

項で収集した視覚情報を用いて，“次にどの相対姿勢から

観察すると異なる特徴が得られるか？”を評価する．評価

値 sψ は式 (1)を用いて算出する．

sψ = ||x1,ψ − x2,ψ|| (1)

xk,ψ は相対姿勢 ψ で取得した対象候補 k の特徴ベクトル

を指す．以後，この評価方法を特徴距離評価と呼ぶ．相対

姿勢 ψについてはベイズの定理にもとづいた式 (2)により

推定を行う．ηは正規化定数である．

P (ψ|ϕ1:n,x0:n) = ηP (xn|ψ)P (ψ|ϕ1:n,x0:n−1) (2)

3.3 長期間の移動による各地点の評価

3.3.1 使用する特徴

作業空間内に，常に識別の妨げとなるような固定障害物

が存在することを考慮し，それらの影響の大小を評価する．

本研究で評価するのは，余計な特徴点の混入 (sf )と対象物

体を遮ることによるオクルージョンの発生 (sp)である．

3.3.2 評価方法

識別に使用する画像特徴量を抽出する際に，背景となる

視覚情報から検出された特徴点の数を nf，対象を識別す

る際の位置関係における対象-ロボット間の空間に存在す

る障害物の点群の数を np として，式 (3)のように評価値

sf，sp を算出する．tk は閾値である．

sf =


nf

tf
(nf < tf )

1.0 (nf ≥ tf )

sp =


np

tp
(np < tp)

1.0 (np ≥ tp)

(3)

そして，ロボットに作業空間内を長時間移動させながら

式 (4)を用いて視点評価マップ p(v)を生成する．本研究

では，地図表現に空間を格子状に分けて表現するグリッド

マップを用い，視点評価マップでは Fig.4に示すような，

各グリッド位置から各方向を見たときの視覚情報の信頼値

が入る．

p(v) = N(µv ,Σ)N(µθ, σθ){1−wsf−(1−w)sp} (4)

ただし 0 ≤ w ≤ 1.0

v : ロボットの自己位置 (x, y, θ)

N(µv ,Σ) : ロボットの自己位置の分布

N(µθ, σθ) : 見ている方向の分布



Fig. 4: Diagram of the viewpoint evaluation map

Fig. 5: Indoor environment in which the robot moves

4. 観察地点の決定

3章で記した評価値を用いた観察地点の決定手順につい

て述べる．まず，対象に対して半径 r の円周上の中でロ

ボットが移動できる地点を計算し，候補地点 vψ とする．

次に，式 (5)にて視点評価マップから観察する相対姿勢で

の評価値を求め，式 (6)を用いて現在の観察地点 ψn から

次の観察地点までの移動量 ϕn の決定を行う．

pψ = p(vψ) (5)

ϕn = arg max
ψ

(sψpψ)− ψn (6)

各対象 (ID)の識別の信頼値については各観察地点で取

得した特徴ベクトル xi と 3.2節で生成する識別器を用い

て計算し，事前に設定した閾値を超えるかあらかじめ設定

した回数に達するまで視点計画を行う．

P (ID) =

n∏
i=n

P (ID|xi) (7)

5. 実験

検証機としてトヨタ自動車株式会社で製造されている生

活支援ロボット HSR のシミュレーション環境を用いた．

Fig.5に示すような作業空間を用意し，検証実験を行った．

識別器にはナイーブベイズ分類器を使用し，候補地点 vψ

は観察対象から半径 r = 1[m]の円周上に 10[deg]間隔で配

置した．

5.1 視点評価マップの生成

3.3節の手法を用いて約 4時間，シミュレータ空間内を

移動させながら収集したデータを用いて視点評価マップを

生成した．視点評価マップと (0, 10), (-18, 0), (0, 0)の位

Fig. 6: Viewpoint evaluation map

Fig. 7: Identification target

置のグリッドの各方向の信頼値の分布を Fig.6に示す．グ

リッドの色が濃いところほどより多くの方向の観測が済ん

でいる地点であることを示す．未観測地点の信頼値は 0.5，

グリッドサイズは 0.1[m]とした．

各方向のの評価分布を見ると，壁面や机の領域が視界を

遮るところで値が下がっていることが分かる．この視点評

価マップを以降の実験で使用する．

5.2 視点評価に基づいた視点計画

実験対象とする物体は Fig.7に示すような，観察位置に

よって共通の視覚情報が得られる物体とした．それぞれの

物体の複数視点での視覚情報をを事前に収集させ，対象 2⃝
を検出したときに提案した視点決定手法用いてどのような

視点を選択するか，以下の 2つの状況を用意し実験した．

・周辺に障害物のない状況
・周辺に視界を遮る可能性のある固定障害物が存在す

る状況

本実験では，対象 1⃝と対象 2⃝の区別がしやすい地点を選
択することを目的としている．すなわち，Fig.7の裏面よ

うな視覚情報に違いが出る地点を良い観察地点とする．

5.3 視点計画実験

まず，周辺に障害物がない状況で視点計画を行った際に

選択した地点から取得した HSRのカメラ画像と評価値を

Fig.8に示す．特徴距離評価の分布を見ると裏面の評価が

高く，視点評価マップによる評価分布では，未観測地点周

辺以外は 1.0に近い分布となった．そのため，組み合わせ

た評価分布も特徴距離評価の分布に近い形となり，視覚情

報に違いの出る地点を選択することが確認できた．



Fig. 8: Viewpoint planning experiment when there are

no obstacles

Fig. 9: Viewpoint planning experiment when there is

an obstacle

次に机が近くにある状況で視点計画を行った際に選択し

た地点から取得した HSRのカメラ画像と評価値を Fig.9

に示す．特徴距離評価ではオクルージョンが発生する地点

でも高い値が出ているが，視点評価マップの評価と組み合

わせることによって，そのような地点を避けつつ，視覚情

報に違いが出る地点を選択するような分布を生成すること

が確認できた．

5.4 片付けタスク実験

片付け先の位置情報を事前に教示した状態で，経験地図

による対象候補検出と本稿で提案した視点計画をによる対

象識別を用いて，屋内環境に配置した複数の物体の片付け

動作ができるか実験を行った．試行回数は 3回とした．実

験環境と教示した片付け対象の配置，HSRが片付けを行っ

た結果を Fig.10に示す．

6つの対象のうち，対象 2⃝を除く 5つについては全ての

試行において正しく識別し，片付けタスクを行うことが確

認できた．しかし，対象 2⃝に関しては視点計画は問題なく
動作していたが，3回全て対象 1⃝と誤って識別した．理由
として，対象 2⃝をどの相対姿勢から観察した場合にも，対
象 1⃝で取得しうる視覚情報が得られてしまうことが挙げら

Fig. 10: Experiment of tyding up task

れる．式 (7)による信頼値の計算では各地点で取得した視

覚情報の取得位置の関係が考慮されていないため，それを

考慮した式にすることで対処できると考えられる．

6. 結言

本稿では，移動マニピュレータによる作業対象の識別の

ための視点計画問題に対して，ロボット自身が長期間活動

する中で収集した周辺環境の情報を用いることで生成し

た視点評価マップと作業対象を複数の視点から観察した情

報を用いることで，識別に適した視点選択を行う手法を提

案し，有効性を検証した．今後は正しく識別できなかった

対象に対応するために，視覚情報の取得位置の関係性を考

慮した計算式による対象識別や，作業対象の視覚情報を収

集する際に観察できない地点が存在する場合の対応などを

行う．
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