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Abstract— It is important for robots that act in human-centered environments to build image processing
in a bottom-up manner. This paper proposes a method to autonomously acquire image feature extraction
that is suitable for motion generation while moving in unknown environment. The proposed method extracts
low level features without specifying image processing for robot body and obstacles. The position of body
is acquired in image by clustering of SIFT features with motion information and state transition model
is generated. Based on a learning model of adaptive addition of state transition model, collision relevant
features are detected. The proposed framework is evaluated with real images of the manipulator and an
obstacle in obstacle avoidance.
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1. はじめに

ロボットが人間社会に存在する全ての物体のデータ
を保持していれば認識能力は上昇するが，これは現実
的ではない．人間社会でロボットが活躍するためには，
未知の環境から自律的に環境の情報を獲得していく必
要があると考えられる．この課題として，視覚情報の
処理能力の向上が挙げられる．Minato et al.はロボッ
トの知能の発達において，視覚入力や自らの運動に基
づいて特徴抽出器を生成する能力が重要であると考え
ている [1]．この研究では，画像入力と行動により定義
されたエントロピーを最大化することによって，画像
処理フィルタを自律的に獲得しているが，望ましい行
動は教師信号として与えられている．特徴抽出学習に
おいて動作生成と結びつけて考えることにより，ロボッ
トの学習能力は向上することが期待される．

一方，動作生成を行う観点から，未知の環境で動作
するために，必要な視覚情報だけを選びボトムアップ
に獲得していくアプローチが考えられる．Fitzpatrick
et al.は，自己の身体像と対象物をボトムアップに獲得
する手法を提案している [2]．この研究では，画像内で
最初に動いた物体をロボットの腕と認識し，対象物を
ロボットアームで押し操作する．この押し操作によっ
て対象物は移動し，差分法を用いると対象物を抽出す
ることができる．また，StoytchevはTV上での身体の
位置を発見し，異なるスケール間の画像の同次変換を
獲得する手法を提案しており，ロボットアームにマー
カーを付け，運動指令を出したときに画像上で動いた
ものを身体として扱っている [3]．この手法は画像の回
転や拡大にも適用できるが，マーカーを付けて抽出し
やすくしているため抽出対象に特化している．[2][3]で
は身体像の獲得を行っているが，行動生成への適用が
十分に論じられていない．差分などのシンプルな処理
だけでなく，より低次の視覚特徴を動作生成と関係さ
せながらボトムアップに学習できれば，より適用範囲
の広い画像処理法の構築につながることが期待できる．

ロボットが未知の環境で動作するときには，予測通
りに動作しない場合がある．このようなときには，ロ
ボットが新たな予測を獲得していくことが重要になる．
Haruno et al.は非線形・非定常なタスクの制御則をモ
ジュール構造を用いて学習させる MOSAIC(Modular
Selection and Identification for Control)を提案してい
る [4]．この手法は環境の予測性に基づいて，予測を正
しく行うモジュールに制御を行わせるものである．
本研究では，画像から行動生成のために必要な低次元

視覚特徴をボトムアップに獲得し，2関節マニピュレー
タの障害物回避行動を行うことを目的とする．特徴抽
出には SIFT(Scale Invariant Feature Transform)を用
いる．SIFTとは，Loweによって提案された画像中に
存在する特徴を記述する手法の一つである [5]．SIFT
は，回転・スケール変化等に不変な特徴量を記述する
ため，イメージモザイク等の画像のマッチングや物体
認識に用いられる．この SIFT特徴のみを用いて，マ
ニピュレータの形状および視覚特徴が未知の状態から，
マニピュレータの色や形状といった特徴に左右されな
いマニピュレータの身体特徴，身体の状態遷移予測モ
デル，さらに行動に必要な画像特徴を自律的に獲得す
る手法を提案する．身体の形状，色などに左右されな
い運動情報との相関関係を用いた身体抽出を行うこと
で，異なるマニピュレータにも適用できる．提案手法
は [4] のように複数の状態遷移予測モデルを生成する
だけでなく，画像特徴の認識に拡張したモデルの生成
を行っている．また，動作生成には強化学習を用いる．
強化学習は，環境とエージェントの相互作用を通して
行動を学習する [6]．環境やロボット自身の前提知識を
必要とせずに，ロボットが自律的に試行錯誤を通じて
環境に適した行動を獲得することができる．本研究で
は，画像座標系での強化学習を用いた動作生成を行う．
画像座標系を用いることにより，目標位置が画像から
抽出された特徴で与えられたときに扱いやすくなる．
以下では，まず本研究の実験システムを説明する．次

に提案手法を述べ，実験結果を示す．
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Fig.1 Experimental system

2. 実験システム
本研究では，Fig.1のような 2関節マニピュレータと

ステレオカメラにそれぞれ接続された 2台の PCを用
いる．ステレオカメラにより得られた 2次元画像と距
離画像を利用する．本実験ではステレオカメラを用い
たシミュレーションを行い，オフラインで様々な姿勢
の画像を撮影している．距離画像中で干渉が生じた場
合には，衝突とみなしマニピュレータが止まるように
シミュレーションを構成している．
本ロボットシステムに 2つのタスクを設定する．1つ

目は，身体を 2次元画像中の目標位置に動かすことで
ある．ここで，画像中のどこに身体があるかは事前に
与えない．2つ目は，障害物を避けながら身体を目標
位置まで動かすことである．障害物の位置も事前に与
えない．

3. 障害物回避における特徴獲得
まず，行動するためには画像中での身体の位置を知

らなければならない．本研究では，マニピュレータを
動かしたときの運動情報を用いることで身体を抽出す
る．運動情報の獲得には，SIFTの対応点探索を用いる．
このとき障害物との衝突の生じない画像を用いる．身
体と運動情報を用いてヤコビ行列を求めることにより，
マニピュレータの状態遷移予測モデルを生成すること
ができる．
障害物回避行動の実現のためには，一般的には障害

物の位置・形状を知る必要がある．本研究では障害物
そのものを抽出するのではなく，障害物との衝突を表
す特徴を獲得する．ここでは障害物を設置した画像を
用いる．障害物との衝突を表す特徴を用い，障害物回
避行動を行う．動作生成には強化学習の一つである動
的計画法を用いる．
3·1 身体特徴の抽出
マニピュレータに運動指令を出したときに 2次元画

像中で動いた特徴を身体を表す特徴として抽出する．こ
こでは衝突のない動きを考え，ロボットの運動と関係
なく動く物体は画像中には存在しないとする．基準と
なる姿勢と，そこから関節角度を少し変化させた姿勢
の 2枚の画像を用いて，SIFTによる対応点探索を行
う．各特徴は 128次元のベクトルで表される．そのベ
クトル情報を使って，異なる画像間での特徴の対応を
とる．対応の判別には，ユークリッドノルムを用いる．
運動指令を出す前の時刻 tの画像を I(t)，動指令を出

した後の画像を I(t+∆t)とする．それぞれの画像で対
応の取れたn個の特徴の位置をpi(t) ∈ R2,pi(t+∆t) ∈

cluster of body *jC
iv

Fig.2 Clustering to extract body relevant features

R2 (i = 1, 2, · · · , n)とすると，i番目の特徴 piの変位
量 vi は，

vi = pi(t + ∆t) − pi(t), i = 1, 2, · · · , n (1)

と表せる．特徴の変位量 vi と位置 pi の 4次元ベクト
ル [vT

i ,pT
i ]T ∈ R4 を用いた mean shift[7]によるクラ

スタリングを行い，次式によって最も大きな変位量 vi

を持つクラスタを身体の特徴とする．

j∗ = argmax
j

1
|Cj |

∑
i∈Cj

∥ vi ∥ (2)

ただし，j = 1, 2, · · · ,mはクラスタ番号を表し，Cj は
j 番目のクラスタの集合を表す．身体の特徴を獲得す
るクラスタリングの考えを Fig.2に示す．Fig.2中の青
い円が特徴を表している (円の大きさは特徴の持つス
ケールを表している)．赤い楕円の部分が身体クラスタ
Cj∗ として抽出される．この処理を，複数のパターン
の基準姿勢に対し，マニピュレータの 2つの関節角度
(q1, q2)をそれぞれ正負の方向に少し動かした 4通りの
変化をさせて行う．

3·2 状態遷移予測モデルの生成
3·1で得られた運動情報 (変位量)を基に，ヤコビ行

列を推定する．運動学の一般式は以下のように定義さ
れる．

ẋ = Jqq̇ (3)

ẋ は位置の変化量，q̇ は関節角度の変化量，Jq は
ヤコビ行列を表す．q の同じ初期姿勢からの l 通り
の変位を表す行列を ∆q1, ∆q2, · · · , ∆ql ∈ R2 とす
る．Q = [∆q1,∆q2, · · · , ∆ql] とし，そのときの画
像座標系での身体特徴の変位量を表す行列を X =
[∆x1, ∆x2, · · · , ∆xl] と定義する．ヤコビ行列 Jq は
X = JqQの両辺の二乗誤差を最小にする Jq を求め
ることで推定する．

Jq = X(QT Q)−1QT (4)

ただし q1, q2を n1 × n2に離散化し，各 (q1, q2)の組に
対して Jq を近似する．

3·3 衝突特徴の獲得
マニピュレータと障害物との衝突を表す特徴を獲得

する．衝突特徴の獲得には，3·1と同様にマニピュレー
タを動かすが，障害物を設置した画像を用いる．マニ
ピュレータの状態遷移は 3·2で生成したヤコビ行列を
状態遷移予測モデルとして用い，以下のように推定で
きる．

x̂(t + ∆t) = x(t) + Jq∆q(t) (5)
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Fig.3 Acquisition of collision relevant features
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Fig.4 Selection of state transition model

しかし，障害物に衝突するとマニピュレータは予測
通りに遷移せず，実際は式 (6)のようになる．

x̂(t + ∆t) = x(t) (6)

既存の状態遷移予測モデルでの推定が十分に行えない
ときは，新たに状態遷移予測モデルを生成する．また，
この状態遷移予測モデルを選択するために，既存のモ
デルで推定できない状況になったときに初めて現われ
た特徴を用いる．Fig.3の (a)では状態遷移予測モデル
通り動くが，(b)では障害物があるために状態遷移予測
モデル通りに動かない．このとき現われた特徴を衝突
特徴としてモデルの切り替えに利用する．赤い円は対
応の取れなかった特徴を表し，青い円が対応の取れた
特徴を表す．Fig.3の赤い円のような，障害物と接触し
たときに対応の取れなかった特徴を獲得する．
この特徴を用いて状態遷移予測モデルを選択すること

により，状況に応じた行動を行うことができる (Fig.4)．

3·4 動作生成
動作生成には強化学習の一つである動的計画法を用

いる．制御対象は 3·1で得られた身体特徴のクラスタ
の重心 (以下，身体位置)とする．状態は 2次元画像上
での身体位置であり，身体位置の取り得る範囲で画像
座標系の x, y軸方向にそれぞれN 分割した離散状態を
扱う．各格子の価値の更新には以下の式を用いる．

V (s) = max
a

∑
s′

P a
ss′ [Ra

ss′ + γV (s′)] (7)

Q(s, a) =
∑
s′

P a
ss′ [Ra

ss′ + γV (s′)] (8)

V (s)は状態 sの価値，V (s′)は次状態 s′の価値を表し，
aは行動で画像中の離散格子の上下左右の状態に遷移
する 4パターンを考える．Q(s, a)は状態 sで行動 aを
とったときの価値である．P a

ss′ は状態遷移確率を表す．
γ は割引率を表し，Rは報酬である．初期設定として

(a) example1 (b) example2
Fig.5 Example of acquisition of body relevant feature

(b) all collision relevant features(a) patterns of collision
Fig.6 All acquired collision relevant features

障害物を考慮せずに状態遷移確率を設定し，価値反復
を行う．
推定したヤコビ行列を用い，q1, q2をそれぞれ一定値

動かしたとき，最も身体位置が目的位置に近づくよう
な q1, q2 に動かす．このとき画像に現れた特徴と衝突
特徴を比較し，衝突特徴が存在しなければ式 (5)の推
定に基づいた行動を行う．衝突特徴が存在すれば式 (6)
の推定に基づいた価値反復により，衝突する行動は回
避される．このように，特徴を基にした衝突判定を行
い障害物に衝突する度に価値を更新し，障害物回避行
動を行う．

4. 実験結果
本章では，提案手法により得られた障害物回避行動

の結果について述べる．

4·1 身体特徴の抽出
初めに身体特徴の獲得結果を述べる．SIFT の対応

点探索により求めた特徴の位置と変位量を用い，mean
shiftによるクラスタリングをし抽出した身体特徴の結
果を Fig.5に示す．この処理を，q1 を 0 ∼ 50◦ の間で
5◦ 刻み，q2 を 50 ∼ 150◦ の間で 10◦ 刻みの 11 × 11 =
121パターンの基準姿勢に対し，q1を+5◦,−5◦，q2を
+10◦,−10◦ 動かした 4通りの変化をさせて行う．
4·2 衝突特徴の獲得
獲得された衝突特徴を全て書き出したものをFig.6に

示す．Fig.6の (a)のように，様々な角度からマニピュ
レータを障害物に衝突させてデータをとった．Fig.6の
(b)に障害物まわりに障害物特徴が取れているのを示
す．Fig.6の (b)の障害物の左下の方は衝突に関係ない
にも関わらず衝突特徴として抽出されている．望まし
くない衝突特徴が抽出されるのは，対応点探索に誤り
が含まれていることが一因である．
4·3 障害物回避行動
得られた身体特徴の重心を身体位置とし，動的計画

法により行動生成した．障害物回避行動と比較するた
めに，障害物が存在しないときのリーチングの結果を
Fig.7に示す．図中の緑色の円は身体位置を表し，黒い
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Fig.7 Result of reaching
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(4)

(5)
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Fig.8 Result of avoidance obstacles

円が目標位置を表す．行動するときに，マニピュレー
タの関節角度は q1, q2 をそれぞれ ±5◦,±10◦ ずつ動か
すこととする．状態は身体位置の取り得る範囲で画像
座標系の x, y 軸方向にそれぞれ 10分割した離散状態
を扱う．割引率 γは 0.9とした．報酬 Rはゴールで 0，
それ以外の状態で −1とした．障害物が存在するとき
の障害物回避行動の結果を Fig.8に示す．報酬以外の
条件は障害物の存在しないリーチング行動のときと同
じである．報酬 Rの初期値としてゴールで 0，それ以
外の状態で −1とした．

Fig.7 と Fig.8 に初期姿勢と目標位置を同様に設定
することによって，障害物を回避している様子を示す．
ゴール時の身体位置と目標位置には誤差があるが，こ
れはゴールの状態に身体位置が存在すれば行動を終了
するようにしたためである．また，衝突特徴を獲得した
ときと障害物回避行動を行ったときでは，障害物の位
置を 150[mm]ほど移動している．これにより，学習時
と多少設定が異なっていても動作することを確認した．

4·4 考察
Fig.8では障害物回避行動に成功したが，失敗する場

合もある．これには 2つの理由が考えられる．1つ目

Fig.9 Collision relevant features

は，身体位置獲得の不安定性である．クラスタリング
を行っているため，クラスタリング結果に依存して抽
出される身体特徴にばらつきが生じる (Fig.7，Fig.8)．
身体特徴にばらつきが出ると，その重心値である身体
位置にも影響が出る．また，推定したヤコビ行列にも
影響が出る．

2つ目は，衝突特徴の不安定な獲得である．Fig.8の
(2)は障害物に衝突していると判定されている．このと
き現れた衝突特徴を Fig.9に示す．Fig.9の赤色の円が
衝突特徴を表している．青い円は SIFTによって現れ
た特徴である．Fig.9より，衝突特徴はマニピュレータ
と障害物の接近位置周辺に現れていることがわかるが，
マニピュレータと障害物の間だけに特徴が現われるこ
とが望ましい．
5. おわりに
本論文では，画像から SIFTを用いてボトムアップ

に必要な特徴を抽出し，2関節マニピュレータの障害物
回避行動を行った．身体を表す特徴を自律的に発見し，
身体の状態遷移予測モデル，障害物との衝突を表す特
徴を獲得した．障害物回避行動には強化学習の一つで
ある動的計画法を用い，オンラインで状態遷移予測モ
デルを更新することにより達成した．今回は簡単な障
害物回避行動を扱っているため，判別特徴は衝突特徴，
状態遷移予測モデルも衝突しているときとしていない
ときの 2つだが，この枠組みはそれ以上のモデルにも
拡張可能である．今後の課題として，障害物回避行動
だけでなく様々なタスクを考え，行動に応じて注意す
るべき特徴を自律的に抽出することがあげられる．
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