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日常生活支援ロボットのオンサイト行動発達のための 
認識行動学習技術と対人行動環境への展開
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Recognition-action-learning system for onsite behavior development  
for daily assistance robot in human environment

 *Kei OKada*

 This paper describes our ongoing research towards realization of on-site action development system 
through human-robot interaction. Our approach is to construct complete task-oriented recognition-
action system, that is capable of extending system features thorough human instruction. In this paper, 
we describe the system to employ “clean up the table” task. The key technologies are multi-touch 
interface for human-robot interaction and high-level task planning system that is able to perform even if 
there are unknown object.

１．は　じ　め　に
　本研究は広く社会に普及する知能ロボットの実現のた
めに，ロボットと人が同じ環境に共存し，人からの意図
や指示を感じながら，ロボットがその場で行動を修正，
獲得するオンサイト行動発達のための要素技術の確立と
システム構成法を明かにすることを目的とする．
　H23年度は人と共存する環境で，その場で人からの指
示を受けたり，あるいは人と対話的にタスクに関する認
識行動計画知識を獲得していくシステムの構成法に取り
組んだ．これにより，ロボットは認識・行動・計画の機
能要素が統合された高次の自律性を前提としつつも，時
には人からの指示に従い，時には人に教えてもらいなが
ら目的のタスクを遂行するシステムの構成法を明らかに
する計画とした．

２．	ユーザへの動作候補提示を特徴とするマルチ
タッチインターフェース

2.1	 マルチタッチインターフェースイベントからの
ユーザ指示の解釈

　本節ではマルチタッチインターフェースのタッチイベ
ントの動きから，図１の押す，掴む，引く，回す動作の
４つの基本動作のうちのユーザがどの動作をロボットに
指示させたいかを判定するアルゴリズムを提案する．マ
ルチタッチインターフェースからは，現在何本の指が触
れているか（M）とそれぞれの指のマルチタッチスク

リーン座標（x,y）を時刻毎（0 ... N）に知ることができ
る．例えば最初に触れた指の情報はP（0,0）からP（0,N）
として保持される．
（１）	押し動作：Mが１に等しく，１本の指が触れてい

る状態で小刻みに２回同じスクリーン点が触れた
場合，ユーザの動作は” 押す” と解釈する，システ
ムはそのスクリーン点P（0,0）を目標点として送信
する．

（２）	掴み動作：Mが２に等しく，２本の指が触れている
状態で，現在の２本の指の間の距離（P（0,N）とP

（1,N）の距離）が最初に２本触れた時の間の距離
（P（0,0）とP（1,0）の距離）よりも短ければ，ユーザ
の動作は” 掴む” と解釈する．システムは最終的に
触れた２本の指のスクリーン点の平均（P（0,N）と
P（1,N）の平均）を目標点として送信する．

（３）	引き動作：Mが３に等しく，２本の指が触れている
状態で３本目の指が触れ，かつ，３本目の指がまっ
すぐ線を引いている場合，ユーザの動作は “引く”
と解釈する．これは，L1=P（2,0）─P（2,N/2），L2=P
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図１　基本動作の種類とマルチタッチ動作
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（2,N/2）─P（2,N）と し た と き，arccos（L1・L2）／
（|L1| |L2|）>π /4である場合に相当する．引き動作を
する際の取っ手の位置はP（0,N）とP（1,N）の平均と
なる．

（４）	回し動作：Mが３に等しく，２本の指が触れてい
る状態で３本目の指が触れ，かつ，３本目の指が
カーブを描くように線を引いている場合，ユーザの
動作は” 回す” と解釈する．これは，arccos（L1・
L2）／（|L1| |L2|）<π /4の場合に相当する．

 　回し動作対象の回転軸は線分P（0,N），P（1,N），
取っ手はP（2,N）とする．

2.2	 タッチスクリーンイベントに基づくユーザ操作
意図の推定法

　ロボットの視野画像はインターフェースを通してリ
アルタイムでユーザに提示され，ユーザが選んだスク
リーン画像上の２次元座標がロボット側に送られる．
ここから，ロボットがその認識処理計算や動作生成計
算に使うためには３次元の位置姿勢が必要になる．本
節ではユーザが指示したスクリーン上の２次元画像点
からロボットの３次元座標を推測する手法を述べる．
ここでは基準座標が異なる２つセンサ，すなわちユー
ザが指示する二次元の画像情報が得られるセンサと，
環境の三次元情報が得られるセンサの間での情報変換
が課題となっている．
　図２にシステムの全体像を示す．ロボットは3 次元セ
ンサからスキャンしたデータを蓄え3 次元点群を作る．
また，ここでロボットの幾何情報と現在の位置姿勢を
用いてロボットの体の3 次元点をフィルタリングして取
り除く．次に画像センサの視点（基準座標）において
の距離画像の各点に対して，距離センサから得られた3 

次元点群の中で画像センサに近い点を選択し，画像セ
ンサの視点からえた仮想的な距離画像を生成する．こ
の時，最終的に得られる距離画像よりサイズの小さい
点を用いて視点変換処理を行うことで欠損の少ない画
像を生成できる．
　この様にして画像と三次元点群から，カメラの２次元
画像の１ピクセルごとに３次元点を当てはめた，RGB

に深度を持たせた画像を作る．作られた深さ付き画像を
リアルタイムで生成することで，ユーザが意図した視野
画像中の場所を瞬時に推測することが可能になる．視野
画像上のスクリーン点から入力された時は，ロボット側
は常に更新されている深さ画像のスクリーン点のピクセ
ルに対応した３次元点を読み取るだけでよい．
　またカメラの基準座標情報並びに内部校正を用いて点
群をカメラ画像にマッピングしているので，カメラや３
次元センサを変えても，カメラ情報を切り替えるだけで
同様に使うことができる．図３に３次元センサにレーザ

レンジファインダ，カメラに単眼カメラを用いた例，３
次元センサ，カメラともにKinectを用いた例を載せる．
ともに２次元座標上の印刷機の紙取り出し口を指定する
と，３次元座標上の点を正確に推測できていることがわ
かる。

2.3	 タッチスクリーン上の目標情報から三次元実世
界での動作候補の生成と提示

　前節の処理でユーザが視野画像上で指し示した対象を
三次元世界で推測することができるようになった．次
に，この情報からユーザに提示するロボットの動作候補
を生成する例を回す，引くのそれぞれで示す．
　図４に回し動作の指示に基づく動作候補の提示例を示
す．
・ ユーザはインターフェース上に２本指を載せ，２点
を結んだ線が対象物体の回転軸と一致するようにす
る．インターフェースからは，回転軸を構成する２

図２　仮想距離画像を用いた三次元情報の推測

図３　異なるセンサを用いた三次元情報推測例
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つのスクリーン上の点が送られる．
・ ユーザは３本目の指を対象物体の取っ手上に置き，
カーブした線を描くように指を動かす．これにより
インターフェース側で回す動作であることが決定さ
れる．

・ システムはスクリーン点から推測した３次元点を用
いて，取っ手から回転軸に垂直な線引き，回転軸ま
わりで円を描くように軌道を作り，インターフェー
ス上の視野画像上に重畳表示する．

・ ユーザはこのロボットの手先座標の軌道となる円軌
道を確認し，指をインターフェース上に再度載る．
すると，円の中心から触れたところに線分が引かれ
るので，ユーザはロボットに開けてもらいたい位置
まで指をドラッグして放し，実行を承認する

　図５に引き動作の指示に基づく動作候補の提示例を示
す．
・ ユーザはインターフェース上に２本指を載せ，２点
を結んだ線が対象物体の取っ手と一致するようにす
る．インターフェースからは，回転軸を構成する２
つのスクリーン点が送られる．

・ ユーザは３本目の指を対象物体の取っ手上に置き，
まっすぐ線を描くように指を動かす．これによりイ

ンターフェース側で引く動作であることが決定され
る．また，指を動かし距離がロボットが引く距離に
反映される．

・ システムはスクリーン点から推測した３次元点を用
いて，取っ手の中心から軌道を作り，インター
フェース上の視野画像上に重畳表示する．

・ そして，ユーザは軌道を確認し，指をインター
フェース上に再度載せ，ロボットに引いてほしい方
向までドラッグして放し，実行を承認する．

３．	オンサイト行動学習のための認識行動プラン
ニングシステム

　ロボットの行動をタスクプランナで利用するために
は，各動作についてそれを行うための前提条件，動作に
与える引数，実行した後の状態の変化をドメインとして
定義する．例えば，テーブルなどを拭く動作を定義する
と，前提条件は” 対象の上に何もないこと” になり，引
数は” 対象とどちらの腕を使うか” 状態の変化は” 対象
がきれいになる” と記述する．また，シンボリックに定
義した各動作に対して，力制御を行う，障害物回避す
る，物を持つ，などしてロボットが実際に行う動作の実
装はより下位のレイヤで記述される．
　一方で，実世界で活動するロボットでは，対象物のシ
ンボルは未知の場合が多い．例えば机の上を片付ける 

タスクの場合，机の上の物体一般に対して片付けるとい
う動作を実行するが，それがコップなのか箱なのかは実
際に机の前までいき観測するまで不明である．そこで，
本研究では一般の物体を対象とした抽象度の高いプラン
から状態遷移図の形式で動作記述を生成し，そのなか
で，例えば実際に机の前で観測し得られたシンボルを用
いて一般物体を現すシンボルとのバインディングを生成
し，片付けるといった動作を実行する形式とすること
で，あらかじめ全ての物体に関する記述がなくとも，行
動可能なプランニングシステムの構成法を提案する．ま
た，このような構成を採用することで，その物体の片付
け方法がシステムにとり不明の場合，携帯情報端末を用
いてオンサイトでその片付け場所を教示することが出来
るようになる．

４．	日常生活支援ロボットによるオンサイト行動
学習実験

　図 6は，机の上をきれいにするという目標の記述か
ら，それを実現する一連の手続きを生成し，さらに途中
に未知の物体が存在した場合にそれを情報端末インター
フェースにより支持する例を示している．

５．お　わ　り　に
　人からの意図や指示を感じながら，ロボットがその場

図４　引き動作の指示と提示の例

図５　回し動作の指示と提示の例
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めの経験に基づく動作パラメータ学習機構の有効性を確
認した．また，でエレベータのボタン押し教示が可能な
携帯インターフェースの構成法を明らかにした．今後
は，より対人対物のコンテキスト行動認識による自然な
タスクのオンサイト教示法の確立と，より複雑な日常家
事動作への展開を計る予定である．
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図６　片付けタスクの例

で行動を修正，獲得するオンサイト行動発達のための要
素技術として，近年急速に普及しているマルチタッチイ
ンターフェースを用いたマニピュレーションタスクの指
示インターフェースの構成法を提案した．日常環境に存
在する家具，道具の解析から押す，掴む，引く，回すの
基本動作を抽出し，これが複数の指を用いたタッチジェ
スチャを利用することで実現可能なことを示した．ま
た，このさシステムは人の動作に応じて推論した動作候
補を提示することでユーザとロボットが共通の意図を有
する関係であることを確認しつつタスクを遂行すること
が出来る．本システムは高次のタスク推論動作システム
に統合されている．すなわち，「机の上を片付ける」と
いった高いレベルの指示に対して，これを実現すための
動作と認識のシーケンスを自動的に実現するタスク推論
動作システムにおいて，未知の動作や物品が出現した場
合に，マルチタッチインターフェースを用いて指示を行
い，その場で行動を修正獲得できるようになっており，
様々な想定外の状況が生じることが予想される日常生活
支援タスクシステムにおける基盤技術として位置づける
ことができる．

　H23年度は人と共存する環境で，その場で人からの指
示を受けたり，あるいは人と対話的にタスクに関する認
識行動計画知識を獲得していくシステムの構成法に取り
組んだ．これにより，ロボットは認識・行動・計画の機
能要素が統合された高次の自律性を前提としつつも，時
には人からの指示に従い，時には人に教えてもらいなが
ら目的のタスクを遂行するシステムの構成法を明らかに
する計画とした．
　片付けタスクを通じて，失敗検知と復帰が可能な頑強
な状態遷移型タスク実現機構と，タスク成功率向上のた


