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Abstract— Vision information processing is important for robots that act in human-interactive environments. In this
paper, we propose to acquire visual representation of body and object that is suitable for motion learning in a bottom-up
manner. The difference processing and SOM are used to compose the state space based on the information extracted
the object and the body of the robots from vision information. Motion of the robot is planned based on reachable set.
Effectiveness of the proposed method by experiment of pushing manipulation with an arm robot is shown.
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1. はじめに
人間の活動する空間の様に，多様に状況変化する世

界でロボットが活動するには，様々な課題がある．そ
の課題の一つに，視覚情報の処理能力の向上が挙げら
れる．視覚情報は，対象物や障害物など様々な情報を
含んでいる．この様々な情報を含む視覚情報において，
ロボットの汎用性を向上させるためには，対象物や障
害物に対して色・形状など対象に特化した画像処理を行
わずに，対象物や障害物を識別する必要がある．近年
の画像処理の分野では，対象に特化しない画像処理法
として，一般物体認識が研究されている．これは，あら
かじめ様々なデータを用意し，未知の画像に含まれる
対象物がどのデータのクラスに存在するか対応付けす
ることで対象物の判別を行う [1]．しかし，これらの研
究は未知の画像から対象を抽出することを中心に扱っ
ており，ロボットの動作生成に結びつけていない．
　ロボットの動作生成を行う際，ロボットは対象物や
障害物などの情報だけではなく，ロボットの身体に関
する情報の獲得が重要である．ロボットが自己の身体
に関する情報を獲得することは，人間と同じ空間で活
動するために必要な要素の一つである．人間が活動す
る空間では，環境の変化が多いため，ロボットの色・形
状などの身体に関する情報も，設計者が教示すること
なく，ロボットが自律的に獲得することが望ましい．
　これに対し，対象やロボットの身体に関する情報に
特化した画像処理を行わずに，対象やロボットの身体
に関する情報を獲得し，獲得した情報をもとにロボッ
トが動作生成をする研究がなされている．Fitzpatrick et
al.は，画像からロボットアームと対象物を抽出し，ロ
ボットに，ロボットアームの押し操作により対象物が
移動する方向を学習させる手法を提案した [2]．この研
究では，設計者が対象物の形状・大きさなどを教示する
ことなく，ロボットの行動により自律的に対象物を抽
出することを実現した．また，Hikita et al.は，saliency
mapとSOMをもとに，ロボットが自律的に視覚と手先
位置の関係を獲得するための手法を提案している [3]．
ここで，saliency mapとは，多様な特徴量を統合して注
目する領域を得るものである [4]．Ridge et al.は対象物

の種類の判別をロボットアームの押し操作により獲得
する手法を提案している [5]．この研究では，対象物を
ロボットアームにより押し，対象物の視覚上での動き
方を抽出することで，対象物のアフォーダンスを獲得
している．このアフォーダンスをSOMに学習させるこ
とで，対象物をロボットアームで押すだけで，対象物
の形状を判別し，対象物をテーブルの上に保持し続け
ることを実現した．これらの研究では，対象やロボッ
トの身体に対して特定の画像処理を行わずに，獲得し
た情報をもとにロボットが動作生成しているが，獲得
した情報の動作計画への適用が論じられていない．
　そこで，本研究は関連研究のように視覚情報から対
象物やロボットの身体に関する情報を抽出し，その抽
出した情報をもとに状態空間を構成する．本研究では，
可到達集合という考えを導入することで，対象に特化
した画像処理や知識を利用せずにロボットの動作計画
を行う手法を提案する．これにより，関連研究では行わ
れていなかった物体認識と動作生成の統合を行い，ボ
トムアップな視覚認識と複雑な動作生成を結びつける
ための方法を提案する．ロボットに行わせるタスクと
しては，ロボットアームの押し操作により対象物を目
標の位置まで移動させる問題を扱う．

2. 問題設定
本研究では視覚 (固定カメラ)，対象物，ロボットアー

ムからなるシステムを利用する．また，アームは 2次
元平面での行動のみとし，障害物と接触して動けない
状況は検知できるとする．ロボットアームが利用しな
い情報を以下に示す．
• 対象物とロボットアームの色・形状・大きさに関
する情報

• 視覚情報における背景，対象物，障害物の区別
• 視覚情報におけるロボットアームの押し操作によ
る対象物の動き方

本研究の利点は，ロボットが利用する情報を最小限に
した問題の中から，ロボットが自律的にタスクに必要
な情報を獲得する点である．
　視覚上でロボットアームと対象物を抽出するために
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Fig.2対象物の抽出

は動きを抽出する．この動きを抽出する際に，本研究
では画像処理の差分法を利用する．本問題設定は，差
分が抽出しやすいテクスチャを対象物に利用している．
このため，差分法により抽出できないようなテクスチャ
の場合は，本提案手法は適用することができない．ま
た，対象物は剛体とし，姿勢は変化しないと仮定する．

3. 動作計画に利用する画像データ
本研究のタスクを実行するための本提案手法の処理

の流れを以下に挙げる．
1. Fig.1のようにロボットアームが動作したとき，視覚
上で動いたものとしてロボットアームを抽出する．

2. Fig.2のようにロボットアームの手先がある物体と
接触し，視覚上でロボットの身体以外で動くもの
があった場合その動きを抽出することで対象物を
抽出し，Fig.3のようにロボットの身体が動かなく
なった場合は，ロボットアームの手先が障害物 (床
やテーブルなど)に接触していると判別され，その
時のロボットアームの関節角度が記憶される．

3. ロボットアームの手先と対象物との接触により対
象物が動いた場合，ロボットアームの関節角度と
その状態の画像を記憶し，可到達集合を生成する．

4. 可到達集合を用いて，ロボットアームによる対象
物押し操作の際の経路計画と動作生成を行う．

上記の要素をもとに，タスクの達成のために利用する
データ集合を生成する．これらを以下に挙げる．
Robot body image

あらかじめロボットアームの姿勢を様々に変化さ
せ，その時の画像とロボットアームの関節角度情
報を保持したデータ集合.

Object image map
対象物を抽出した画像データを SOMに学習させ，
SOMに対象物の位置情報を保持させたマップ.

Obstacle joint angle set
ロボットアームの手先がある物体に接触した時に，
接触によりロボットアームが動かなくなった際の，
画像と関節角度情報を保持したデータ集合.

Object reachable set
ロボットアームと対象物の接触による対象物の到
達位置情報 (SOMのノード番号で識別)と，対象
物とロボットアームの接触の関節角度情報を学習
した可到達集合．

本提案手法ではこれらのデータ集合を利用し，2種類の
フェーズに分けることで，本研究におけるタスクを実
行している．1つ目は，Object reachable setを利用す
ることで，ロボットアームの手先を初期状態から，対象
物を押すための位置まで移動するフェーズである．こ
の時 Obstacle joint angles setにより，障害物回避を行
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(b) contact with the obstacle
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Fig.3障害物の抽出
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Fig.4可到達集合

う．2つ目は，Object reachable setを利用することで，
対象物を目標位置までロボットアームの押し操作によ
り移動させるフェーズである．

3·1 Object image map
差分処理などの画像処理を行うことで，対象物のみ

を抽出した画像を生成し，ロボットアームの行動学習
において対象物の状態表現を構成するのに用いる．対
象物を抽出する手法は以下の通りであり，以下の操作
を規定回数行うことにより，対象物のみを抽出した画
像を複数枚用意する．

1. ロボットアームを動かし対象物を探索し，対象物
に接触した時刻を tとし，画像 I(t)を撮影する．画
像 I(t)に対して，I(t−1)と I(t+1)との差分処理
を行い，2枚の差分画像を生成する．画像 I(t−1)，
I(t)，I(t+1)は，それぞれ対象物の位置が異なる
画像である．同時に関節角度 θ(t)も保持する．こ
こで，θ = [θ1, θ2, θ3]T である．

2. 生成した 2枚の差分画像で論理積をとることで，
時刻 tの対象物とロボットアームを抽出した画像
を生成する．

3. 2.で得た画像と時刻 tの関節角度に対応するRobot
body imageの画像との間で画素同士の排他的論理
和をとり，ロボットアームの身体像を削除するこ
とで，対象物のみを抽出した画像を生成する．

対象物を探索する際，対象物に接触するまでは，ロボッ
トアームはランダムに動き，対象物に接触後はランダ
ムに動くことをやめ，対象物に接触した付近を手先が
移動するように関節角度を変移する．この複数枚用意
した画像を利用して，i 番目の重みベクトルがWi ∈
RN (i = 1, ..., l)である SOMを生成する．ここで，N
は画像の画素数である．

3·2 Obstacle joint angle set
対象物の位置を様々に変化させ，ロボットアームを

ランダムに動かし，力覚センサにより障害物と判別さ
れた時に撮影した画像とその時のロボットアームの関
節角度を保持させたデータ集合である．Obstacle joint
angles setを Oとすると，次式により [θ(t)T , I(t)T ]T

のデータ組を更新する．
O ← O ∪ {[θ(t)T , I(t)T ]T } (1)

これらのデータをもとに，ロボットアームと障害物の
衝突回避に関する報酬を構成する．

3·3 Object reachable set
可到達集合はロボットアームの姿勢を様々に変化さ

せ，対象物が移動した時の画像を保持しており，対象
物を目標位置まで移動させるために利用する．また，θ
と画像に対応する SOMのノード番号 k も保持させる
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Fig.5ロボットアームの動作生成

ことで，可到達集合 Lを生成する．Lを次式のように
定義する．

Ln =

[
θ(t) θ(t + 1) · · · θ(t + mn)
k(t) k(t + 1) · · · k(t + mn)

]
(2)

ここで，nは可到達集合のデータ番号であり，mは時
刻 tから，対象物をある時間ステップの間移動させた
ときの時刻を表す．kは SOMのインデックス変数であ
り，次式で定義される．

k(t) = argmin
i

∥Wi − I(t)∥ (3)

この可到達集合には，対象物のある接触状態から，あ
る距離まで対象物を移動した時の一連の動作の画像系
列を一つのデータとして保持している．このデータに，
以下の更新式を利用することで可到達集合を形成する．

L ← L ∪ {Ln} (4)

可到達集合の様子を Fig.4に示す．Fig.4の矢印は，始
端データ (the first data)から終端データ (the last data)ま
での時間の流れを表している．またこの矢印は 1方向
のみに遷移可能であるということも示している．即ち，
始端データから終端データに向かっては遷移可能であ
るが，始端データから終端データに向かっては遷移不
可能である．

3·4 動作生成 (Online)
本研究のタスクを達成する際に，ロボットアームには，

2種類の動作生成を行う必要がある．1つ目は，Fig.5の
（phase1）のようにロボットアームが初期姿勢から対象
物の押し操作が可能になる姿勢までロボットアームの
手先を移動するための経路計画と動作生成である．こ
の経路計画を行う際，ロボットアームが行動を自律的
に獲得するために強化学習を利用する．2つ目は，Fig.5
の（phase2）のように対象物を目標位置までロボット
アームの押し操作により移動するためのロボットアー
ムの動作生成である．この 2種類の phaseを切り替え
る条件は，対象物の押し操作が可能となる関節角度ま
でロボットアームの関節角度が変移することである．
3·4.1 Phase1:ロボットアームの手先のリーチング

Fig.6に phase1の処理の流れを示す．強化学習には
Dyna-Qを利用する [6]．状態 sは，ロボットアームの
関節角度 θ1，θ2，θ3 を離散化したものであり，aはロ
ボットアームの関節角度の微小変化による行動である．
強化学習の報酬には，対象物に接触するための目標位
置の報酬 r1 と障害物回避を行うための報酬 r2 の和に
より報酬 rを定義し，強化学習に利用する．この報酬
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Fig.6 phase1の構造図
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Fig.7 phase2の構造図

r1 と r2 の生成方法を以下で述べる．
　 I(t)に対し (3)により k(t)を決定することで，対象
物の位置が識別できる．同様に Igoalから対象物の目標
位置情報の kgoal が求まる．ここで，Igoal は，対象物
を目標位置に設置した際のカメラ画像である. 可到達
集合のうち現在の対象物位置から目標 Igoalに到達可能
な要素を以下で求める．

Lp∗ =

[
θ1 θ2 · · · θ(mp∗+1)

k1 k2 · · · k(mp∗+1)

]
,

k1 = k(0), ∃kj = kgoal (5)

ここで，p∗は k(0)から kgoalに到達することが可能と
なるための Object reachable setのデータ番号である．
この Lp∗ の θ1 を phase1では目標とし，ロボットアー
ムは行動する．この目標情報を r1とし，以下のように
定義する．

r1(θ) =

{
Rgoal ≥ 0 if ∥θ1 − θ∥ ≤ β1

−1 otherwise
(6)

ここで，β1は設計者が定める閾値である．また，障害
物を回避するために，以下の式より t = 0の対象物の
位置に対応するデータをObstacle joint angles setから
探索する．

Oθ(t) =
{

θi

∣∣∣∣∥Ii − Wk(0)∥ ≤ βI , [θT
i , IT

i ]T ∈ O
}

(7)

ここで，βI は設計者が定める閾値である．この情報を
もとに以下の式を利用することで，報酬 r2を生成する．

r2(θ) =

{
Robst < 0 if ∃θi ∈ Oθ(t), ∥θi − θ∥ ≤ β2

0 otherwise

(8)

ここで，β2 は設計者が定める閾値である.

3·4.2 phase2対象物の押し操作
Fig.7に phase2の処理の流れを示す．phase2では，ロ

ボットの関節角度が θ(t) = θj(1 ≤ j ≤ mp∗ + 1)とな
る Lp∗ を探索し，Lp∗ に記憶された関節角度をもとに
ロボットアームを順次動かすことで，対象物を目標位
置までロボットアームの押し操作により移動すること
ができる．

4. 実験
本研究の実験環境を，Fig.8に示す．単眼カメラとロ

ボットアームを 2台の PCにより制御している．単眼
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カメラから得られる画像情報は 640× 480画素である．
ロボットアームは，3自由度のロボットアームとしてい
る．ロボットアームの手首部分には，力覚センサを取
り付け，力情報をもとに対象物か障害物かを判別して
いる．

4·1 身体と対象物の抽出
3.1節において，生成した 2枚の差分画像において，

両画像の同じ画素で論理積をとることで，時刻 tの対
象物とロボットアームを抽出した時の画像例を Fig.9に
示す．ロボットアームの関節角度を様々に変移させた
時のRobot body imageの画像例を Fig.10に示す．対象
物のみを抽出した画像例を Fig.11に示す．但し，Fig.11
の画像は，対象物以外は灰色とする処理を施している．
Fig.12に Object reachable setの画像例を示す．

4·2 自己組織化マップによる対象物の画像の学習
本実験では，SOMのノードの数は l = 25とし，SOM

の学習を行っている．SOMを利用した際の，学習結果
の一例を Fig.13に示す．Fig.13は，学習後の SOMの
ノードの一部分を抜粋し，それらのノードのデータを
示したものである．

4·3 実機による対象物の押し操作
可到達集合の学習データ数を l = 20とし，本研究の

タスクに対し，本提案手法を実機に実装した際の実験
結果を Fig.14に示す．Fig.14より，ロボットアームの
手先を対象物を押せる位置まで移動させ，対象物を目
標位置まで押し操作する経路生成と動作生成ができて
いる．

5. おわりに
本研究では，視覚情報に対し，自己組織化マップと

可到達集合と強化学習で得られた情報を統合すること
で，ロボットアームの押し操作により対象物を目標位
置まで移動する手法を提案した．ロボットアームを環

Fig.9 ロボットアーム
と対象物の画像

Fig.10 ロボットアー
ムの画像

Fig.11対象物の抽出画像 Fig.12 Object reach-
able setの画像例

ＳＯＭ

Fig.13 SOMの学習結果

(1) (2)

(3) (4)
Fig.14実機による実験結果

境内でランダムに動かし，接触した時の物体の動きを
視覚情報から抽出することで，対象物と障害物の判別
を行った．対象物の画像を SOMに学習させることで，
対象物の位置情報の保持が可能となり，オンラインに
おける対象物の位置を決定することを実現した．また，
可到達集合を利用することで，対象物を目標位置まで
移動するために必要なロボットアームの関節角度の変
位量の学習を実現した．実機のロボットアームによる
実験により，設計者が対象物やロボットアームの身体
に関する情報などを与えることなく，対象物を目標位
置までロボットアームの押し操作により移動するとい
うタスクの達成を示した．課題としては，三次元空間
でのロボットアームの動作生成を解決することや，種々
の対象物に対して本提案手法の有効性を確認すること
が必要になる．また，対象物を探索する際，ランダム
にロボットアームを動かすのでは，対象物の探索に時
間が多く必要となることから，より良い対象物の探索
手法の提案が必要となる．
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