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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物体の画像データ、及び該物体が操作されることにより影響を受ける被作用物の前記物
体の操作前後における画像データをそれぞれ取得する画像データ取得装置と、
前記物体の画像データから前記物体の形状特徴量を抽出する形状特徴量抽出ユニットと
、
前記操作前後の画像データから前記被作用物の変化を前記物体の機能特徴量として抽出
する機能特徴量抽出ユニットと、
機能、形状及び物体概念を要素とし、該要素間の依存関係を条件付確率で表す物体概念
モデルに、前記形状特徴量を用いて認識される前記物体の形状と前記機能特徴量を用いて
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認識される前記物体の機能とを適用して統計的に処理し、前記物体の物体概念を推定して
前記物体を学習する物体概念学習ユニットと、
認識対象物体の形状、或いは機能の少なくとも一つが観測された情報を前記学習された
物体の物体概念モデルに適用して統計的に処理し、前記認識対象物体の未観測情報を推定
して前記認識対象物体の物体概念、形状及び機能の少なくともいずれかを認識する物体認
識ユニット
とを備えることを特徴とする物体認識システム。
【請求項２】
前記物体概念学習ユニットが、物体形状のコードブックを用いて前記形状特徴量をベク
トル量子化して前記物体の形状を認識する形状認識モジュールを備えることを特徴とする
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請求項１に記載の物体認識システム。
【請求項３】
前記物体概念学習ユニットが、前記機能特徴量の分布をクラス分けされた分布と比較し
て、前記機能特徴量の分布の属するクラスを決定して前記物体の機能を認識する機能認識
モジュールを備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の物体認識システム。
【請求項４】
前記機能認識モジュールが、前記機能特徴量の分布の平均値と分散を算出することを特
徴とする請求項３に記載の物体認識システム。
【請求項５】
前記物体認識ユニットが、ベイズの定理を用いて前記未観測情報を推定することを特徴
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とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の物体認識システム。
【請求項６】
前記物体概念モデルがベイジアンネットワークであることを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか１項に記載の物体認識システム。
【請求項７】
前記被作用物の変化が、前記被作用物の色変化、輪郭変化、位置変化及び個数変化の少
なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の物体認
識システム。
【請求項８】
物体の画像データ、及び該物体が操作されることにより影響を受ける被作用物の前記物
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体の操作前後における画像データをそれぞれ取得するステップと、
前記物体の画像データから前記物体の形状特徴量を抽出するステップと、
前記操作前後の画像データから前記被作用物の変化を前記物体の機能特徴量として抽出
するステップと、
機能、形状及び物体概念を要素とし、該要素間の依存関係を条件付確率で表す物体概念
モデルに、前記形状特徴量を用いて認識される前記物体の形状と前記機能特徴量を用いて
認識される前記物体の機能とを適用して統計的に処理し、前記物体の物体概念を推定して
前記物体を学習するステップと、
認識対象物体の形状、或いは機能の少なくとも一つが観測された情報を前記学習された
物体の物体概念モデルに適用して統計的に処理し、前記認識対象物体の未観測情報を推定
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して前記認識対象物体の物体概念、形状及び機能の少なくともいずれかを認識するステッ
プ
とを含むことを特徴とする物体認識方法。
【請求項９】
物体形状のコードブックを用いて前記形状特徴量をベクトル量子化して、前記物体の形
状を認識することを特徴とする請求項８に記載の物体認識方法。
【請求項１０】
前記機能特徴量の分布をクラス分けされた複数の分布と比較して、前記機能特徴量の分
布の属するクラスを決定して前記物体の機能を認識することを特徴とする請求項８又は９
に記載の物体認識方法。
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【請求項１１】
前記機能特徴量の分布の平均値と分散を算出して、前記物体の機能を認識することを特
徴とする請求項１０に記載の物体認識方法。
【請求項１２】
ベイズの定理を用いて前記未観測情報を推定することを特徴とする請求項８乃至１１の
いずれか１項に記載の物体認識方法。
【請求項１３】
前記物体概念モデルがベイジアンネットワークであることを特徴とする請求項８乃至１
２のいずれか１項に記載の物体認識方法。
【請求項１４】
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前記被作用物の変化が、前記被作用物の色変化、輪郭変化、位置変化及び個数変化の少
なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項８乃至１３のいずれか１項に記載の物体
認識方法。
【請求項１５】
物体の画像データ、及び該物体が操作されることにより影響を受ける被作用物の前記物
体の操作前後における画像データをそれぞれ取得するカメラと、
前記物体の画像データから前記物体の形状特徴量を抽出する形状特徴量抽出ユニットと
、
前記操作前後の画像データから前記被作用物の変化を前記物体の機能特徴量として抽出
する機能特徴量抽出ユニットと、
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機能、形状及び物体概念を要素とし、該要素間の依存関係を条件付確率で表す物体概念
モデルに、前記形状特徴量を用いて認識される前記物体の形状と前記機能特徴量を用いて
認識される前記物体の機能とを適用して統計的に処理し、前記物体の物体概念を推定して
前記物体を学習する物体概念学習ユニットと、
認識対象物体の形状、或いは機能の少なくとも一つが観測された情報を前記学習された
物体の物体概念モデルに適用して統計的に処理し、前記認識対象物体の未観測情報を推定
して前記認識対象物体の物体概念、形状及び機能の少なくともいずれかを認識する物体認
識ユニット
とを備え、前記物体認識ユニットがベイズの定理を用いて前記未観測情報を推定し、前
記物体概念モデルがベイジアンネットワークであることを特徴とする物体認識ロボット。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、物体認識技術に係り、特に物体の形状情報を用いて物体を認識する物体認識
システム、物体認識方法及び物体認識ロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
物体を認識する方法として、予め用意された多数の画像と認識対象の物体の画像とを比
較し、形状の特徴をマッチングさせる方法が用いられている。（例えば、非特許文献１参
照。）。
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【０００３】
しかしながら、上記方法では、事前に多数の画像を取得して予め学習しておく必要があ
る。また、画像のノイズによって物体の形状を誤認識する場合がある。更に、物体を特定
しても、形状の情報のみに基づいて物体を認識するため、物体の機能や使用方法は特定で
きず、形状は類似するが機能が異なる物体を区別できないという問題があった。
【非特許文献１】バーバック・モガダム（Baback Moghaddam）、アレックス・ペントラン
ド（Alex Pentland）著、「プロバビリスティック・ビジュアル・ラーニング・フォー・
オブジェクト・レプリゼンテイション（Probabilistic Visual Learning for Object Rep
resentation）、 米国電子通信技術者協会トランサクション・オン・パターン・アナリシ
ス・アンド・マシン・インテリジェンス、第１９巻、第７号（IEEE Transactions on Pat
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tern Analysis and Machine Intelligence, vol.19, No.7）」、１９９７年７月、ｐ．６
９６−７１０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、物体の画像を用いて行う物体認識において、物体の誤認識を低減できる物体
認識システム、物体認識方法及び物体認識ロボットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の一態様によれば、（イ）物体の画像データ、及びその物体が操作されることに
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より影響を受ける被作用物の物体の操作前後における画像データをそれぞれ取得する画像
データ取得装置と、（ロ）物体の画像データから物体の形状特徴量を抽出する形状特徴量
抽出ユニットと、（ハ）操作前後の画像データから被作用物の変化を物体の機能特徴量と
して抽出する機能特徴量抽出ユニットと、（ニ）機能、形状及び物体概念を要素とし、そ
の要素間の依存関係を条件付確率で表す物体概念モデルに、形状特徴量を用いて認識され
る物体の形状と機能特徴量を用いて認識される物体の機能とを適用して統計的に処理し、
物体の物体概念を推定して物体を学習する物体概念学習ユニットと、（ホ）認識対象物体
の形状、或いは機能の少なくとも一つが観測された情報を学習された物体の物体概念モデ
ルに適用して統計的に処理し、認識対象物体の未観測情報を推定して認識対象物体の物体
概念、形状及び機能の少なくともいずれかを認識する物体認識ユニットとを備える物体認
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識システムが提供される。
【０００６】
本発明の他の態様によれば、（イ）物体の画像データ、及びその物体が操作されること
により影響を受ける被作用物の物体の操作前後における画像データをそれぞれ取得するス
テップと、（ロ）物体の画像データから物体の形状特徴量を抽出するステップと、（ハ）
操作前後の画像データから被作用物の変化を物体の機能特徴量として抽出するステップと
、（ニ）機能、形状及び物体概念を要素とし、その要素間の依存関係を条件付確率で表す
物体概念モデルに、形状特徴量を用いて認識される物体の形状と機能特徴量を用いて認識
される物体の機能とを適用して統計的に処理し、物体の物体概念を推定して物体を学習す
るステップと、（ホ）認識対象物体の形状、或いは機能の少なくとも一つが観測された情
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報を学習された物体の物体概念モデルに適用して統計的に処理し、認識対象物体の未観測
情報を推定して認識対象物体の物体概念、形状及び機能の少なくともいずれかを認識する
ステップとを含む物体認識方法が提供される。
【０００７】
本発明の更に他の態様によれば、（イ）物体の画像データ、及びその物体が操作される
ことにより影響を受ける被作用物の物体の操作前後における画像データをそれぞれ取得す
るカメラと、（ロ）物体の画像データから物体の形状特徴量を抽出する形状特徴量抽出ユ
ニットと、（ハ）操作前後の画像データから被作用物の変化を物体の機能特徴量として抽
出する機能特徴量抽出ユニットと、（ニ）機能、形状及び物体概念を要素とし、その要素
間の依存関係を条件付確率で表す物体概念モデルに、形状特徴量を用いて認識される物体

30

の形状と機能特徴量を用いて認識される物体の機能とを適用して統計的に処理し、物体の
物体概念を推定して物体を学習する物体概念学習ユニットと、（ホ）認識対象物体の形状
、或いは機能の少なくとも一つが観測された情報を学習された物体の物体概念モデルに適
用して統計的に処理し、認識対象物体の未観測情報を推定して認識対象物体の物体概念、
形状及び機能の少なくともいずれかを認識する物体認識ユニットとを備え、物体認識ユニ
ットがベイズの定理を用いて未観測情報を推定し、物体概念モデルがベイジアンネットワ
ークである物体認識ロボットが提供される。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、物体の画像を用いて行う物体認識において、物体の誤認識を低減でき
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る物体認識システム、物体認識方法及び物体認識ロボットを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、
同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。又、以下に示す実施の形態は
、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この発
明の技術的思想は、構成部品の構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発
明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
【００１０】
本発明の実施の形態に係る物体認識システム１は、図１に示すように、物体の画像デー
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タ、及びその物体が操作されることにより影響を受ける被作用物の物体の操作前後におけ
る画像データをそれぞれ取得する画像データ取得装置２０と、物体の画像データから物体
の形状特徴量を抽出する形状特徴量抽出ユニット１１と、操作前後の画像データから被作
用物の変化を物体の機能特徴量として抽出する機能特徴量抽出ユニット１３と、機能、形
状及び物体概念を要素とし、その要素間の依存関係を条件付確率で表す物体概念モデルに
、形状特徴量を用いて認識される物体の形状と機能特徴量を用いて認識される物体の機能
とを適用して統計的に処理し、物体の物体概念を推定して物体を学習する物体概念学習ユ
ニット１５と、認識対象物体の形状、或いは機能の少なくとも一つが観測された情報を学
習された物体の物体概念モデルに適用して統計的に処理し、認識対象物体の未観測情報を
推定して認識対象物体の物体概念、形状及び機能の少なくともいずれかを認識する物体認
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識ユニット１６とを備える。画像データ取得装置２０として、例えばカメラ等の撮像装置
が採用可能である。ここで、「影響を受ける被作用物」とは、物体がその機能を発揮する
ように操作される際に、操作された物体が作用を及ぼす物体である。「形状特徴量」は、
物体の形状に関する特徴量である。「機能特徴量」は、被作用物を観測することにより抽
出される物体の機能に関する特徴量である。形状特徴量及び機能特徴量の詳細は後述する
。
【００１１】
物体認識システム１は、物体の画像データから抽出される形状特徴量をベクトル量子化
して物体の形状を学習する形状学習ユニット１２、及び物体の操作による影響が及ぶ前後
の被作用物の画像データから被作用物の変化として抽出される機能特徴量を統計処理して
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、物体の機能を学習する機能学習ユニット１４を更に備える。形状特徴量抽出ユニット１
１、形状学習ユニット１２、機能特徴量抽出ユニット１３、機能学習ユニット１４、物体
概念学習ユニット１５、及び物体認識ユニット１６は、処理装置１０に含まれる。
【００１２】
また、物体認識システム１は、記憶装置３０、形状モデルデータベース４０、機能モデ
ルデータベース５０及び物体概念モデルデータベース６０を更に備える。記憶装置３０は
、入力データ記憶領域３０１、形状特徴量記憶領域３０２、形状モデル記憶領域３０３、
機能特徴量記憶領域３０４、機能モデル記憶領域３０５、物体概念モデル記憶領域３０６
、及び認識結果記憶領域３０７を有する。
【００１３】
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入力データ記憶領域３０１は、画像データ取得装置２０から転送される画像データ等を
格納する。形状特徴量記憶領域３０２は、形状特徴量抽出ユニット１１によって抽出され
る形状特徴量を格納する。形状モデル記憶領域３０３は、物体認識システム１によって生
成される形状モデルを格納する。機能特徴量記憶領域３０４は、機能特徴量抽出ユニット
１３によって抽出される機能特徴量を格納する。機能モデル記憶領域３０５は、物体認識
システム１によって生成される機能モデルを格納する。物体概念モデル記憶領域３０６は
、物体認識システム１によって生成される物体概念モデルを格納する。認識結果記憶領域
３０７は、物体認識システム１による物体認識結果を格納する。
【００１４】
形状モデルデータベース４０は、複数の物体の形状データをコードベクトルとして格納
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する。形状モデルデータベース４０に格納されたコードベクトルは、物体の形状に関する
形状特徴量をベクトル量子化する際にコードブックとして使用される。
【００１５】
機能モデルデータベース５０は、複数の物体の機能モデルを格納する。機能モデルの詳
細は後述するが、機能モデルデータベース５０に格納された機能モデルは、物体の観測結
果を用いて学習対象の物体の機能を分類する際に使用される。
【００１６】
物体概念モデルデータベース６０は、複数の物体の物体概念モデルを格納する。物体概
念モデルデータベース６０に格納される物体概念モデルは、後述するように、物体の概念
を形状、機能、及び物体を要素とし、要素間の依存関係を条件付確率で表したモデルであ
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る。
【００１７】
物体認識システム１は、入力装置７０及び出力装置８０を更に備える。入力装置７０は
キーボード、マウス、ライトペン又はフレキシブルディスク装置等で構成される。入力装
置７０より物体学習及び物体認識実行者（ユーザ）は、学習対象の物体や認識対象の物体
に関する入力データや、出力するデータを指定したり、物体学習操作及び物体認識操作の
実行や中止等の指示を入力したりすることが可能である。
【００１８】
又、出力装置８０としては、物体学習及び物体認識の結果を表示するディスプレイやプ
リンタ、或いはコンピュータ読み取り可能な記録媒体に保存する記録装置等が使用可能で
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ある。ここで、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、例えばコンピュータの外
部メモリ装置、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ
等の電子データを記録することができるような媒体等を意味する。具体的には、フレキシ
ブルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、ＭＯディスク等が「コンピュータ読み取り可能な記録媒体
」に含まれる。ユーザは、図１に示した物体認識システム１による物体の学習結果、或い
は認識結果を、出力装置８０を介して確認することができる。
【００１９】
先ず、図１に示した物体認識システム１で学習する物体の概念について説明する。物体
、特に道具に関してその概念を構成する要素の中で重要度の高い項目として、物体の機能
が考えられる。通常、物体には使用目的や用途があり、それらを満たすための機能を有し
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ていることがその物体の存在意義として必要だからである。また、一般的に物体の形状は
機能に依存する。つまり、物体には使用目的を遂げる機能があり、その機能を実行するた
めに形状が定まる。そのため、物体認識システム１では、物体の概念を形状と機能の組み
合わせとして捉える。
【００２０】
ところで、物体の機能の情報は、物体を操作することによって物体の作用が及ぶ被作用
物の物理的な変化として観測することができる。例えば、物体が「はさみ」である場合、
はさみで切られることにより被作用物の個数の増加が引き起こされる。また、物体が「ペ
ン」である場合、ペンによって文字や図形が書き込まれる被作用物の表面の輝度が変化す
る。

30

【００２１】
そのため、被作用物に作用が及ぶようにユーザ等によって物体が操作された際に、物体
が操作されたことに起因して被作用物に生じる形状等の変化を観測し、観測可能な被作用
物の変化を観測結果から抽出することによって物体の機能を推定することができる。例え
ば、観測された変化を特徴ベクトルとすることで、特徴ベクトルを物体の機能特徴量とす
ることができる。そして、機能に関する特徴ベクトルを用いて、被作用物の変化のパター
ンとして物体の機能を推定できる。つまり、物体本来の機能に基づいて被作用物に生じる
特定の物理的な変化のパターンを、物体の観測により取得可能な「機能」の情報とする。
【００２２】
物体の概念を形状と機能の組み合わせであると捉えて物体の概念を学習する場合、物体
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の概念は例えば図２のように表される。図２（ａ）は、物体認識システムが、物体は被作
用物を切断する機能を有する「はさみ」であることを、物体の観測によって認識すること
を表す模式図である。図２（ａ）に示す模式図に対応する物体概念モデルは、図２（ｂ）
に示すように、物体概念Ｏ、形状Ｓ及び機能Ｆを要素（ノード）とするグラフィカルモデ
ルを用いて表現できる。「グラフィカルモデル」とは、確率変数をノードで表し、ノード
間の因果関係等の依存関係の有無を有向グラフで表したグラフ構造を有する確率モデルで
ある。ここで物体概念Ｏは、概念として捉えられた物体を示す名称、例えば「はさみ」、
「ペン」等である。また、形状Ｓは、観測可能な物体の形状である。機能Ｆは、被作用物
の物理的な変化として観測可能な物体の機能である。
【００２３】
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図２（ｂ）に示した物体概念モデルでは、物体概念Ｏの事前確率を確率Ｐ（Ｏ）、物体
概念Ｏと形状Ｓの依存関係の強さを条件付確率Ｐ（Ｓ｜Ｏ）、物体概念Ｏと機能Ｆの依存
関係の強さを条件付確率Ｐ（Ｆ｜Ｏ）でそれぞれ示している。条件付確率Ｐ（Ｓ｜Ｏ）は
、物体概念Ｏが与えられた場合における形状Ｓの確率を示し、条件付確率Ｐ（Ｆ｜Ｏ）は
、物体概念Ｏが与えられた場合における機能Ｆの確率を示す。
【００２４】
図２（ｂ）に示した物体概念モデルは、リンクの向きが依存関係をもつ方向のみであり
、リンクをたどったパスが元のノードに戻らない非循環有向グラフ構造を有するベイジア
ンネットワークである。ベイジアンネットワークは、観測不可能な要素が存在する事象を
取り扱うことに適している。ベイジアンネットワークにおいては、ノードに事前確率を与
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え、観測された確定値からの伝搬確率によって各変数の確率を更新して事後確立を算出す
ることにより、観測不可能な要素が推定される。
【００２５】
図２（ｂ）に示した物体の物体概念モデルにおいて、形状Ｓ及び機能Ｆは観測すること
により情報を取得できる変数である。しかし、物体概念Ｏは、観測によっては情報を取得
できない変数である。ベイジアンネットワークを用いることによって、物体概念Ｏを形状
Ｓ及び機能Ｆを観測して確率推論し、直接観測できない物体概念Ｏを推定できる。
【００２６】
そのため、図１に示した物体認識システム１においては、物体概念Ｏを推定するために
形状Ｓと機能Ｆの依存関係を学習することが「物体の学習」である。つまり、観測によっ
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て情報が取得可能な形状Ｓと機能Ｆ、及び観測不能な物体概念Ｏを要素として構成される
ベイジアンネットワークにおける条件付確率を推定することで、物体の学習が行われる。
【００２７】
以下に、物体認識システム１が、物体概念の学習対象の物体（以下において、「学習対
象物体」という。）を学習する方法を説明する。
【００２８】
先ず、形状特徴量抽出ユニット１１が、観測結果から学習対象物体の形状に関する形状
特徴量を抽出する方法の例を説明する。形状特徴量としては、例えば物体の輪郭が採用可
能である。形状特徴量として物体の輪郭を採用した場合には、形状特徴量抽出ユニット１
１は、学習対象物体の画像データから、物体の輪郭を形状特徴量として抽出する。
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【００２９】
具体的には、形状特徴量抽出ユニット１１の有する学習物体領域抽出モジュール１１１
が、背景差分法を用いて、学習対象物体の画像データから学習対象物体の領域の形状を輪
郭のデータとして抽出する。ここで「背景差分法」とは、予め取得済みの背景の画像デー
タとその背景に物体を配置した画像データとの差分を用いて、物体の領域形状を取得する
方法である。学習対象物体の画像データは、操作前又は操作後のいずれの画像データでも
よい。
【００３０】
輪郭のデータは、例えばピクセルの位置座標の集合として抽出されるため、一般にデー
タ量が多い。そのため、形状特徴量抽出ユニット１１の有する形状特徴量算出モジュール
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１１２が、データ量を削減された輪郭のデータを形状特徴量として算出する。具体的には
、形状特徴量算出モジュール１１２は、輪郭のデータを重心からの極座標に変換した後、
フーリエ記述子を用いて周波数変換する。そして、形状特徴量算出モジュール１１２は、
周波数変換された輪郭のデータの高周波成分をローパスフィルタ機能によってカットする
。例えば低いほうから１０個程度の周波数成分を残すことにより、輪郭のデータに高周波
成分として含まれるノイズが取り除かれると同時に、データ量が削減された輪郭のデータ
として形状特徴量を算出される。算出された形状特徴量は、形状特徴量記憶領域３０２に
格納される。
【００３１】
次に、形状学習ユニット１２が、学習対象物体の形状を学習する方法を説明する。形状
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学習ユニット１２は、形状特徴量を用いて学習対象物体のコードベクトルを生成する。本
明細書では、生成されるコードベクトルを形状モデルとし、形状モデルを生成することを
「形状の学習」と定義する。
【００３２】
具体的には、形状学習ユニット１２は、形状モデルデータベース４０に格納された多様
な物体のコードベクトルの集合をコードブックとして用いて学習対象物体の形状特徴量を
ベクトル量子化して、学習対象物体の形状モデルを生成する。つまり、コードブックに含
まれる最も類似性の高い最近傍のコードベクトルによって学習対象物体の形状特徴量を代
表させることにより、形状特徴量をベクトル量子化してコードベクトルが生成される。コ
ードブックは、例えば物体の形状データをｋ平均法等でクラスタリングすることにより生
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成される。
【００３３】
生成された形状モデルは、形状モデル記憶領域３０３に格納される。更に、生成された
形状モデルが形状モデルデータベース４０に格納される。その結果、形状モデルデータベ
ース４０が格納する形状モデルの種類を増やすことができる。
【００３４】
次に、物体認識システム１が、被作用物の観測結果から学習対象物体の機能を学習する
方法例を説明する。既に述べたように、操作された学習対象物体が被作用物に影響を及ぼ
すことによって被作用物に生じる物理的な変化のパターンが学習対象物体の機能として観
測される。しかし、観測された被作用物の変化がどのような機能を意味しているかは不明
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である。そのため、物体認識システム１は、被作用物を観測することにより抽出される学
習対象物体の機能特徴量を解析して、被作用物の変化のパターンを学習対象物体の機能と
して推定し、学習対象物体の機能モデルを生成する。本明細書では、機能モデルを生成す
ることを「機能の学習」と定義する。機能モデルの詳細については後述する。
【００３５】
学習対象物体の機能を被作用物の変化のパターンとして観測するためには、被作用物の
どのような変化に着目して観測するかが非常に重要であり、着目する変化によって観測可
能な機能が決定される。以下では、一般的な物体の機能を考慮して、被作用物の変化を示
すパラメータとして被作用物の色変化、輪郭変化、位置変化及び個数変化の４つの変化を
採用する例を説明する。
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【００３６】
ここで、「色変化」は、学習対象物体が操作されることによって変化が生じる被作用物
の、その変化の前後における輝度ヒストグラムの相関である。「相関」は、変化の前後に
おける特徴ベクトルの変化の度合いである。「輪郭変化」は、学習対象物体の操作前後に
おける被作用物の輪郭の周波数成分の相関である。輪郭の周波数成分は、既述したように
輪郭の画像をフーリエ記述子を用いた周波数変換して得られる。「位置変化」は、被作用
物の位置の移動距離である。「個数変化」は、被作用物の個数の変化である。
【００３７】
以下に、機能特徴量抽出ユニット１３が、観測結果から学習対象物体の機能特徴量を抽
出する方法の例を説明する。機能特徴量抽出ユニット１３は、上記の色変化、輪郭変化、
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位置変化及び個数変化の４つのパラメータを成分とする機能の特徴ベクトルを機能特徴量
として抽出する。
【００３８】
具体的には、機能特徴量抽出ユニット１３が有する被作用物領域抽出モジュール１３１
が、学習対象物体の操作によって変化が生じる被作用物について、その変化の前後の画像
データを比較して、背景差分法等を用いて被作用物の色変化、輪郭変化、位置変化及び個
数変化の４つのパラメータを抽出する。そして、機能特徴量抽出ユニット１３が有する機
能特徴量算出モジュール１３２が、抽出された４つのパラメータを成分とする機能の特徴
ベクトルを機能特徴量として算出する。算出された機能特徴量は、機能特徴量記憶領域３
０４に格納される。
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【００３９】
次に、機能学習ユニット１４が、機能特徴量を用いて学習対象物体の機能を学習する方
法を説明する。機能学習ユニット１４は、機能特徴量を解析して、学習対象物体の操作に
よって変化が生じる被作用物について、その変化の前後における被作用物の特定の変化の
パターンをモデル化した機能モデルを生成する。
【００４０】
具体的には、機能特徴量について例えば混合ガウス分布を仮定し、変分ベイズ法等の統
計学習手法を用いて機能特徴量の分布毎に平均値と分散が算出される。ここで、機能特徴
量の分布毎に算出される平均値と分散を「機能モデル」とする。つまり、機能学習ユニッ
ト１４によって生成される「機能モデル」は、機能特徴量を分布によってクラス分けしな
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がら、機能特徴量の分布毎に平均値と分散を算出したものであり、機能特徴量の分布状態
を表す。機能学習ユニット１４は、機能特徴量の各分布が、それぞれ１つの機能であると
推定する。
【００４１】
例えば、２つの成分ｘ、ｙを被作用物の変化を示すパラメータとして有する特徴ベクト
ルが、図３に白丸（○）で表示した特徴ベクトルが含まれるクラスＣ１と黒丸（●）で表
示した特徴ベクトルが含まれるクラスＣ２とに分かれて分布した場合、観測により抽出さ
れた機能特徴量は２種類の機能の特徴を含んでいることになる。そして、クラスＣ１とク
ラスＣ２それぞれについて平均値と分散を機能学習ユニット１４が算出することによって
、クラスＣ１に含まれる機能特徴量とクラスＣ２に含まれる機能特徴量によってそれぞれ
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表される２つの機能が学習され、２つの機能モデルが生成される。
【００４２】
生成された機能モデルは、機能モデル記憶領域３０５に格納される。更に、生成された
機能モデルが機能モデルデータベース５０に格納される。その結果、機能モデルデータベ
ース５０が格納する機能モデルの種類を増やすことができる。機能モデルデータベース５
０は、クラス分けされた機能特徴量の分布毎に、平均値と分散からなる機能モデルを複数
格納する。
【００４３】
被作用物について複数の機能を示す変化が観測された場合は、図３に示したように機能
特徴量は複数の分布を示し、それぞれの分布について機能モデルが生成される。つまり、
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機能学習ユニット１４は、複数の物体の観測結果から、機能特徴量を分布に応じてクラス
分けしながら、それぞれの分布について機能特徴量の平均値と分散を算出する。説明を分
かりやすくするために図３では特徴ベクトルの成分が２つである場合を例示的に説明した
が、特徴ベクトルの成分が３つ以上の場合も、同様にベクトル空間における特徴ベクトル
の分布をクラス分けしながら、機能モデルが生成される。
【００４４】
上記で変分ベイズ法を使用する理由は、モデル数、即ち機能の数の推定が行えることや
、パラメータを点推定ではなく確率分布として推定するため、パラメータ毎に変化の重み
を考慮することができること等である。ここで「パラメータを確率分布として推定する」
とは、平均や分散にも信頼度を持たせて機能を推定することである。例えば、学習対象物
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体がペンである場合、色変化のばらつきは大きいが、位置変化のばらつきは小さいことが
予測される。変分ベイズ法によれば、パラメータ毎の変化の重要度も含めて学習対象物体
の機能を学習することができる。
【００４５】
図１に示した物体認識システム１によって物体の機能を学習する例を、図４(ａ）及び
図４（ｂ）に示した物体群を使用して行った実験を例に用いて説明する。図４(ａ）及び
図４（ｂ）に示した物体群は５種類の物体を含み、図４（ａ）に示したＡセットは、はさ
みａ１１〜ａ１７、ペンａ２１〜２８、ペンチａ３１〜ａ３２、ピンセットａ４１〜ａ４
３、及びカッターａ５１〜ａ５３からなる合計２３個の物体を含む。図４（ｂ）に示した
Ｂセットは、はさみｂ１１〜ｂ１３、ペンｂ２１〜ｂ２３、ペンチｂ３１〜ｂ３２、ピン
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セットｂ４１〜ｂ４２、及びカッターｂ５１〜ｂ５２からなる合計１２個の物体を含む。
はさみの機能は被作用物の切断であり、被作用物の個数変化として観測される。ペンの機
能は被作用物への記入であり、被作用物の色変化として観測される。ペンチの機能は被作
用物の変形であり、被作用物の輪郭変化として観測される。ピンセットの機能は被作用物
の移動であり、被作用物の位置変化として観測される。カッターの機能は被作用物の切断
であり、被作用物の個数変化として観測される。
【００４６】
以下に、物体認識システム１が、図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体群の機能を学
習する方法を、図５に示したフローチャートを用いて説明する。
【００４７】
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（イ）ステップＳ１０において、図１に示した画像データ取得装置２０が、ユーザ等に
よって操作された学習対象物体が被作用物に影響を及ぼす様子を観測し、学習対象物体の
操作前後の被作用物の画像データをそれぞれ取得する。ここで、図４(ａ）に示したＡセ
ットと図４(ｂ）に示したＢセットを合わせた合計３５個の学習対象物体が、それぞれ１
０回ずつ操作される。取得された画像データは、入力データ記憶領域３０１に格納される
。
【００４８】
（ロ）ステップＳ２０において、機能特徴量抽出ユニット１３が、入力データ記憶領域
３０１から学習対象物体の操作による影響が及ぶ前後の被作用物の画像データをそれぞれ
読み出し、既に説明した方法を用いて、被作用物の画像データから学習対象物体の機能特
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徴量を抽出する。つまり、被作用物の画像データから、学習対象物体の操作の前後におけ
る被作用物の変化のパターンを示すパラメータを成分とする特徴ベクトルを機能特徴量と
して抽出する。抽出された機能特徴量は、機能特徴量記憶領域３０４に格納される。
【００４９】
（ハ）ステップＳ３０において、機能学習ユニット１４が、機能特徴量記憶領域３０４
から機能特徴量を読み出し、機能特徴量を統計処理して学習対象物体の機能を学習する。
具体的には、既に説明したように、変分ベイズ法等により学習対象物体の機能特徴量の分
布毎に平均値と分散を算出して、分布毎の機能モデルを生成する。生成された機能モデル
は、機能モデル記憶領域３０５に格納される。
【００５０】
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図６に、物体認識システム１が図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体群を用いて物体
の機能を学習した学習実験例の結果を、物体認識システム１のユーザが評価した表を示す
。図６は、機能の学習結果がどのように分類されたかを示している。図６に示した表にお
いて、「機能０」〜「機能３」は、画像データから取得された学習対象物体の機能特徴量
を用いて推定された機能の種類である。
【００５１】
図６から、物体認識システム１が、図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体群の観測か
ら、学習対象物体群の機能を４つの機能として識別したことがわかる。図６に示した「機
能０」が「個数変化」、「機能１」が「輪郭変化」、「機能２」が「色変化」、「機能３
」が「位置変化」にそれぞれ対応すると推定される。図６に示したように、「個数変化」
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として観測されるべき被作用物の変化が「機能０」ではなく「機能２」と分類されたケー
スが６例、「輪郭変化」として観測されるべき被作用物の変化が「機能１」ではなく「機
能２」と分類されたケースが１例、「色変化」として観測されるべき被作用物の変化が「
機能２」ではなく「機能１」と分類されたケースが３例あるが、その他の大部分のケース
では、被作用物の変化が正しい機能に分類されている。図６に示した学習実験結果では、
正しく学習されたケースが３４０例、誤って学習されたケースが１０例であり、正答率は
９７．１％である。誤って分類される原因としては、画像データに発生したノイズ等が考
えられる。
【００５２】
図７に、図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体群の観測により、変分ベイズ法によっ

50

(11)

JP 4771543 B2 2011.9.14

て機能モデルを生成する際に推定された機能モデル数の例を示す。図７の横軸は機能数、
縦軸は自由エネルギーである。ここで、「自由エネルギー」は、モデルに対して機能の数
が妥当か否かを示す数値である。図７に示すように、機能数が４の場合に自由エネルギー
が最大であるため、学習対象物体の機能数が４つであると推定される。
【００５３】
図１に示した物体概念学習ユニット１５が、算出された形状特徴量及び機能特徴量を用
いて学習対象物体を学習する方法を、以下に説明する。
【００５４】
物体概念学習ユニット１５の有する形状認識モジュール１５１は、形状特徴量を用いて
学習対象物体の形状認識を行う。ここで、「形状認識」は、学習済みの物体の形状のコー

10

ドベクトル群からなるコードブックを用いて、形状特徴量をベクトル量子化することであ
る。つまり、物体の形状モデルを学習済みの形状モデルに当てはめることで、物体の形状
が認識される。具体的には、形状認識モジュール１５１が、形状モデルデータベース４０
に格納されたコードベクトル群をコードブックとして学習対象物体の形状特徴量をベクト
ル量子化することで学習対象物体の形状を認識し、図２（ｂ）に示した形状Ｓに関する情
報を取得する。
【００５５】
物体概念学習ユニット１５の有する機能認識モジュール１５２は、機能特徴量を用いて
学習対象物体の機能認識を行う。「機能認識」は、物体の機能特徴量の分布と学習済みの
クラス分けされた機能特徴量の分布とを比較して、物体の属するクラスを推定することで
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ある。具体的には、機能認識モジュール１５２が、学習対象物体の機能特徴量を分布に応
じてクラス分けしながらそれぞれの分布について機能特徴量の平均値と分散を算出するこ
とで機能モデルを生成する。そして、機能認識モジュール１５２は、機能モデルデータベ
ース５０に格納された複数の機能モデルの中から、生成した機能モデルを最尤推定手法等
により決定し、学習対象物体の機能を認識する。つまり、物体の機能モデルを学習済みの
機能モデルに当てはめることで、物体の機能がどのクラスに属するかが判定され、学習対
象物体の機能が認識される。その結果、図２（ｂ）に示した機能Ｆに関する情報が取得さ
れる。
【００５６】
物体概念学習ユニット１５の物体概念モデル生成モジュール１５３は、形状Ｓ及び機能
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Ｆに関する情報を用いて、図２（ｂ）に示したベイジアンネットワークの条件付確率を推
定して、学習対象物体の物体概念モデルを生成する。生成された物体概念モデルは、物体
概念モデル記憶領域３０６に格納される。更に、生成された物体概念モデルが物体概念モ
デルデータベース６０に格納される。その結果、物体概念モデルデータベース６０が格納
する物体概念モデルの種類を増やすことができる。
【００５７】
ベイジアンネットワークの条件付確率の推定には、例えばエクスペクテイション・マキ
シミゼイション（ＥＭ）アルゴリズム等の統計学習手法が採用可能である。ＥＭアルゴリ
ズムは、不完全データから最尤推定値を数値的に求めるアルゴリズムであり、未観測情報
を含む場合においてベイジアンネットワークの条件付確率の推定に有効な手法である。物
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体概念Ｏを隠れ変数としてＥＭアルゴリズムを適用することにより、条件付確率が推定さ
れる。また、条件付確率の推定に変分ベイズ法を採用してもよい。
【００５８】
以下に、図１に示した物体認識システム１が、図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体
群の物体概念を学習する方法を、図８に示したフローチャートを用いて説明する。
【００５９】
（イ）ステップＳ１００において、図１に示した画像データ取得装置２０が、ユーザ等
が学習対象物体を操作することによって被作用物に影響が及ぶ様子を観測し、学習対象物
体の操作前及び操作後それぞれの学習対象物体及び被作用物の画像データを取得する。こ
こで、図４(ａ）に示したＡセットと図４（ｂ）に示したＢセットを合わせた合計３５個
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の学習対象物体が、それぞれ１０回ずつ物体認識システム１のユーザ等によって操作され
る。取得された画像データは、入力データ記憶領域３０１に格納される。
【００６０】
（ロ）ステップＳ１１０において、形状特徴量抽出ユニット１１が、入力データ記憶領
域３０１から操作前或いは操作後の学習対象物体の画像データを読み出す。形状特徴量抽
出ユニット１１は、既に説明したように学習対象物体の画像データをフーリエ記述子を用
いて周波数変換する等して、形状特徴量を抽出する。抽出された形状特徴量は、形状特徴
量記憶領域３０２に格納される。
【００６１】
（ハ）ステップＳ１２０において、機能特徴量抽出ユニット１３が、入力データ記憶領
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域３０１から学習対象物体の操作前後の被作用物の画像データを読み出す。機能特徴量抽
出ユニット１３は、既に説明した方法を用いて、被作用物の画像データから学習対象物体
の機能特徴量を抽出する。抽出された機能特徴量は、機能特徴量記憶領域３０４に格納さ
れる。
【００６２】
（ニ）ステップＳ１３０において、物体概念学習ユニット１５が、形状特徴量及び機能
特徴量を、形状特徴量記憶領域３０２及び機能特徴量記憶領域３０４からそれぞれ読み出
す。物体概念学習ユニット１５は、既に説明したように、形状特徴量及び機能特徴量を用
いて学習対象物体の物体概念モデルを作成することによって物体概念を学習する。具体的
には、物体概念学習ユニット１５は、形状特徴量をベクトル量子化することで学習対象物
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体の形状を認識し、図２（ｂ）に示した形状Ｓに関する情報を取得する。更に、物体概念
学習ユニット１５は、学習対象物体の機能特徴量を分布に応じてクラス分けしながらそれ
ぞれの分布について機能特徴量の平均値と分散を算出することで機能モデルを生成して、
学習対象物体の機能を認識し、図２（ｂ）に示した機能Ｆに関する情報を取得する。そし
て、物体概念学習ユニット１５は、ＥＭアルゴリズム等の統計学習手法を用いて学習対象
物体の物体概念を学習して、物体概念モデルを生成する。生成された物体概念モデルは、
物体概念モデル記憶領域３０６に格納される。
【００６３】
図９に、物体認識システム１が図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体群を用いて物体
概念を学習した学習実験例の結果を、ユーザが評価した表を示す。図９は、物体認識シス
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テム１による学習結果がどのように分類されたかを示している。図９に示した表において
、「インデックス１」〜「インデックス５」は、物体認識システム１によって分類された
物体のカテゴリーである。図９から、物体認識システム１が、図４(ａ）及び図４（ｂ）
に示した５種類の物体を５つのカテゴリーとして識別していることがわかる。
【００６４】
条件付確率が推定された後等に、観測された形状及び機能に基づき、物体概念モデルに
物体概念Ｏとして名称を与えて物体の概念が構築される。例えば、分類された物体のカテ
ゴリーに「はさみ」、「ペン」等の名称をつけることにより、図２（ｂ）に示した物体の
概念が学習される。図９に示した表では、「インデックス１」を「はさみ」、「インデッ
クス２」を「ピンセット」、「インデックス３」を「ペン」、「インデックス４」を「ペ
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ンチ」、「インデックス５」を「カッター」としている。図９に示したように、「はさみ
」として学習されるべき学習対象物体が「インデックス１」ではなく「インデックス５」
と分類されたケースが５つある等、誤って学習されたケースがあるが、大部分の学習対象
物体は正しく学習されている。図９に示した学習実験結果では、正しく学習されたケース
が３４０例、誤って学習されたケースが１０例であり、正答率は９７．１％である。
【００６５】
次に、図１に示した物体認識システム１が、物体を認識する方法を説明する。物体認識
システム１は、図２（ｂ）に示した物体概念モデルと観測等により取得された情報を用い
て、未観測の情報を含む未完全なデータから完全データを推定し、物体を認識する。具体
的には、ベイズの定理に基づき、取得された情報から未観測の条件付確率を推定すること
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により、認識する対象の物体（以下において「認識対象物体」という。）を認識する。ベ
イズの定理を式（１）に示す：
Ｐ（ａ｜ｂ）＝｛Ｐ（ｂ｜ａ）Ｐ（ａ）｝／Ｐ（ｂ）

・・・（１）

式（１）において、Ｐ（ａ）、Ｐ（ｂ）は図２（ｂ）に示したベイジアンネットワークの
ノードの条件付確率である（ａ、ｂ＝Ｏ、Ｓ、Ｆ）。また、Ｐ（ａ｜ｂ）、Ｐ（ｂ｜ａ）
は、ノード間の条件付確率であり、例えば条件付確率Ｐ（ａ｜ｂ）は、ノードｂが観測さ
れた場合におけるノードａの確率を示す。
【００６６】
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図１に示した物体認識ユニット１６の有する形状認識モジュール１６１は、形状特徴量
を用いて認識対象物体の形状認識を行う。具体的には、形状認識モジュール１６１が、学
習済みの形状モデルのコードベクトルをコードブックとして認識対象物体の形状特徴量を
ベクトル量子化することで、認識対象物体の形状モデルを学習済みの形状モデルに当ては
めて、認識対象物体の形状を認識し、形状に関する情報を取得する。
【００６７】
物体認識ユニット１６の有する機能認識モジュール１６２は、機能特徴量を用いて認識
対象物体の機能認識を行う。具体的には、機能認識モジュール１６２が、認識対象物体の
機能特徴量について平均値と分散を算出して機能モデルを推定する。そして、推定された
認識対象物体の機能モデルと学習済みのクラス分けされた機能モデル群とを比較して、最
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尤推定手法等により認識対象物体の機能モデルが学習済みの機能モデル群のどのクラスに
属するかを判定する。その結果、認識対象物体の機能が認識され、機能に関する情報が取
得される。
【００６８】
物体認識ユニット１６の有する推定モジュール１６３は、観測等によって取得された認
識対象物体の情報を用いて学習済みの物体概念モデルから認識対象物体の未観測ノードの
条件付確率を推定することにより、認識対象物体の未観測ノードを認識する。
【００６９】
例えば、推定モジュール１６３は、形状認識モジュール１６１及び機能認識モジュール
１６２によって取得された認識対象物体の形状及び機能に関する情報を用いて、認識対象
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物体の物体概念モデルから物体を認識する。また、推定モジュール１６３は、形状認識モ
ジュール１６１によって取得された認識対象物体の形状に関する情報を用いて、認識対象
物体の機能を推定する。更に、推定モジュール１６３は、入力された認識対象物体の機能
に関する情報を用いて、認識対象物体の形状を推定する。
【００７０】
以下に、図１に示した物体認識システム１が、形状及び機能を観察して認識対象物体を
認識する方法を、図１０に示したフローチャートを用いて説明する。
【００７１】
（イ）ステップＳ２００において、画像データ取得装置２０が、ユーザ等が認識対象物
体を操作することによって被作用物に影響が及ぶ様子を観測し、認識対象物体の操作前及
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び操作後それぞれの認識対象物体及び被作用物の画像データを取得する。取得された画像
データは、入力データ記憶領域３０１に格納される。
【００７２】
（ロ）ステップＳ２１０において、形状特徴量抽出ユニット１１が、入力データ記憶領
域３０１から操作前或いは操作後の認識対象物体の画像データを読み出す。形状特徴量抽
出ユニット１１は、既に説明したように、認識対象物体の画像データをフーリエ記述子を
用いて周波数変換する等して、形状特徴量を抽出する。抽出された認識対象物体の形状特
徴量は、形状特徴量記憶領域３０２に格納される。
【００７３】
（ハ）ステップＳ２２０において、機能特徴量抽出ユニット１３が、認識対象物体の操
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作前及び操作後の被作用物の画像データを入力データ記憶領域３０１から読み出す。機能
特徴量抽出ユニット１３は、既に説明した方法を用いて、被作用物の画像データから認識
対象物体の機能特徴量を抽出する。抽出された機能特徴量は、機能特徴量記憶領域３０４
に格納される。
【００７４】
（ニ）ステップＳ２３０において、物体認識ユニット１６が、認識対象物体の形状特徴
量及び機能特徴量を、形状特徴量記憶領域３０２及び機能特徴量記憶領域３０４からそれ
ぞれ読み出す。そして、物体認識ユニット１６は、認識対象物体の形状特徴量及び機能特
徴量から認識対象物体を認識する。具体的には、ステップＳ２３１において、物体認識ユ
ニット１６の形状認識モジュール１６１が、形状モデルデータベース４０に格納されたコ
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ードベクトル群をコードブックとして認識対象物体の形状特徴量をベクトル量子化して、
認識対象物体の形状を認識する。また、ステップＳ２３２において、機能認識モジュール
１６２が、機能モデルデータベース５０に格納された機能モデル群と比較することによっ
て、認識対象物体の機能特徴量から機能モデルを推定し、認識対象物体の機能を認識する
。そして、ステップＳ２３３において、推定モジュール１６３が、認識された形状及び機
能を用いて、式（１）に示したベイズの定理等の統計的手法によって認識対象物体の未観
測の条件付確率を推定することにより、物体概念モデルデータベース６０に格納された学
習済みの物体概念モデルを用いて、認識対象物体が認識される。認識対象物体の認識結果
、即ち認識対象物体の推定された物体概念モデル等は、認識結果記憶領域３０７に格納さ
れる。物体認識システム１のユーザは、出力装置８０を介して認識結果記憶領域３０７に
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格納された認識結果を確認できる。
【００７５】
以上に説明したように、物体認識システム１は、認識対象物体を観測して取得された画
像データから、機能特徴量及び形状特徴量を抽出する。そして、抽出された機能特徴量及
び形状特徴量と物体概念モデルを用いて未観測の条件付確率を推定することにより、認識
対象物体を認識する。
【００７６】
上記では、形状と機能の観測結果を用いて物体概念モデルの条件付確率を推定すること
により、認識対象物体を認識する例を説明した。以下に、物体認識システム１が、形状を
観察して認識対象物体の機能を認識する方法を、図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体
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群を使用して行った実験を例に用いて説明する。以下では、図４(ａ）に示したＡセット
に含まれる物体群を学習した結果を用いて、図４（ｂ）Ｂセットに含まれる物体群を認識
する例を、図１１に示したフローチャートを用いて説明する。つまり、Ａセットに含まれ
る合計２３個の物体が学習対象物体として学習され、Ｂセットに含まれる合計１２個の物
体が認識対象物体として認識される。
【００７７】
（イ）ステップＳ３００において、図８に示したフローチャートを参照して説明した方
法を用いて学習対象物体の概念モデルが生成され、学習対象物体が学習される。具体的に
は、図１に示した画像データ取得装置２０が、学習対象物体が操作されて被作用物に影響
が及ぶ様子を観測し、学習対象物体の操作前及び操作後それぞれの学習対象物体及び被作
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用物の画像データを取得する。ここで、図４（ａ）に示したＡセットに含まれる合計２３
個の学習対象物体が、それぞれ１０回ずつユーザ等によって操作される。取得された学習
対象物体の画像データから、形状特徴量抽出ユニット１１が学習対象物体の形状特徴量を
抽出し、機能特徴量抽出ユニット１３が学習対象物体の形状特徴量を抽出する。形状学習
ユニット１２が抽出された学習対象物体の形状特徴量から形状モデルを生成し、生成され
た形状モデルは形状モデル記憶領域３０３に格納される。機能学習ユニット１４が抽出さ
れた学習対象物体の機能特徴量から機能モデルを生成し、生成された形状モデルは機能モ
デル記憶領域３０５に格納される。そして、物体概念学習ユニット１５が、抽出された形
状特徴量及び機能特徴量を用いて学習対象物体の物体概念を学習して、物体概念モデルを
生成する。生成された物体概念モデルは、物体概念モデル記憶領域３０６に格納される。
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【００７８】
（ロ）ステップＳ３１０において、画像データ取得装置２０が、認識対象物体である図
４（ｂ）に示したＢセットに含まれる物体群を観測して、画像データを取得する。取得さ
れた認識対象物体の画像データは、入力データ記憶領域３０１に格納される。
【００７９】
（ハ）ステップＳ３２０において、形状特徴量抽出ユニット１１が、入力データ記憶領
域３０１から認識対象物体の画像データを読み出す。形状特徴量抽出ユニット１１は、既
に説明したように、認識対象物体の画像データをフーリエ記述子を用いて周波数変換する
等して、形状特徴量を抽出する。抽出された認識対象物体の形状特徴量は、形状特徴量記
憶領域３０２に格納される。
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【００８０】
（ニ）ステップＳ３３０において、物体認識ユニット１６が、認識対象物体の形状特徴
量を形状特徴量記憶領域３０２から読み出す。物体認識ユニット１６は、認識対象物体の
形状特徴量を用いて、認識対象物体の機能を認識する。具体的には、ステップＳ３３１に
おいて、物体認識ユニット１６の形状認識モジュール１６１が、形状モデル記憶領域３０
３に格納されたＡセットに含まれる物体群のコードベクトル群をコードブックとして認識
対象物体の形状特徴量をベクトル量子化して、認識対象物体の形状を認識する。そして、
ステップＳ３３２において、物体認識ユニット１６の推定モジュール１６３が、学習対象
物体の機能モデル及び物体概念モデルを、機能モデル記憶領域３０５及び物体概念モデル
記憶領域３０６からそれぞれ読み出す。推定モジュール１６３は、ベイズの定理等の統計
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的手法を物体概念モデルに適用して、認識対象物体の形状の情報を用いて学習対象物体の
機能モデルから機能の条件付確率を推定し、認識対象物体の機能を認識する。認識された
認識対象物体の機能は、認識結果記憶領域３０７に格納される。
【００８１】
図１２に、上記に説明した図４(ａ）及び図４（ｂ）に示した物体群を用いた物体の機
能を認識する認識実験例の結果の表を示す。図１２は、Ａセットに含まれる物体群を学習
した結果を用いて、Ｂセットに含まれる物体群の形状の観測結果から、Ｂセットに含まれ
る物体群がどのような機能に分類されたかを示している。図１２に示した表は、Ａセット
に含まれる物体群を１０回ずつ操作する様子を観測して学習した後、Ｂセットに含まれる
物体群の形状を観測することによって機能を認識する実験を３回行った例である。
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【００８２】
図１２から、物体認識システム１が、Ａセットに含まれる物体群の機能を４つの機能と
して学習し、Ｂセットに含まれる物体群を学習された４つの機能に分類したことがわかる
。図１２において、「機能０」〜「機能３」は、Ｂセットに含まれる物体群機能の観測結
果を用いて推定された機能の種類であり、図６に示した「機能０」〜「機能３」に対応す
る。つまり、「機能０」が「個数変化」、「機能１」が「輪郭変化」、「機能２」が「色
変化」、「機能３」が「位置変化」にそれぞれ対応する。
【００８３】
図１２に示したように、「機能０」として認識されるべきカッターｂ５２の機能が「機
能２」であると誤って認識されたケースがあるが、大部分の認識対象物体は正しく認識さ
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れている。図１２に示した認識実験結果では、正しく認識されたケースが３３例、誤って
認識されたケースが３例であり、正答率は９１．７％である。
【００８４】
上記では、Ａセットに含まれる物体群の学習結果を用いて、Ｂセットに含まれる物体群
を認識する例を示した。Ａセットに含まれる物体群の学習結果だけではなく、以前に学習
され、物体概念モデルデータベース６０に格納された物体概念モデルを用いてＢセットに
含まれる物体群を認識してもよいのは勿論である。
【００８５】
以上に説明したように、物体認識システム１は、形状の情報から、物体概念モデルを利
用して未観測の条件付確率を推定することにより、未学習物体の機能を推定できる。
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【００８６】
次に、物体認識システム１が、認識対象物体の機能を用いて、認識対象物体の形状を認
識する例を、図１３に示したフローチャートを用いて説明する。
【００８７】
（イ）ステップＳ４００において、入力装置７０を介して、ユーザが指定する機能の情
報が入力される。入力された機能の情報は、認識対象物体の機能の情報として入力データ
記憶領域３０１に格納される。ここで、機能の情報としては、例えば図６に示した「機能
０」〜「機能３」等の、物体認識システム１が学習済みの機能であるとする。
【００８８】
（ロ）ステップＳ４１０において、物体認識ユニット１６が、認識対象物体の機能の情
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報を入力データ記憶領域３０１から読み出す。物体認識ユニット１６は、認識対象物体の
機能の情報を用いて、認識対象物体の形状を推定する。具体的には、物体認識ユニット１
６の推定モジュール１６３が、学習対象物体の形状モデル及び物体概念モデルを、形状モ
デルデータベース４０及び物体概念モデルデータベース６０からそれぞれ読み出す。推定
モジュール１６３は、ベイズの定理等の統計的手法を物体概念モデルに適用して、認識対
象物体の機能の情報を用いて学習済みの形状モデルから形状の条件付確率を推定し、認識
対象物体の形状を認識する。認識された認識対象物体の形状は、認識結果記憶領域３０７
に格納される。
【００８９】
上記では、入力される機能の情報が、図６に示した「機能０」〜「機能３」等の既に学
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習済みの機能である例を説明したが、より一般的な物体の機能を入力して、物体認識ユニ
ット１６が、機能モデルデータベース５０に格納された学習済みの機能モデルを参照して
、入力された機能を学習済みの機能モデルに変換してもよい。例えば、入力された「切る
」という情報から、ユーザが指定する機能に必要な機能を、機能特徴量を抽出される際に
「個数変化」を被作用物の変化のパラメータとして学習された機能に変換する。
【００９０】
以上に説明したように、物体認識システム１は、入力された機能の情報から、物体概念
モデルを利用して未観測の条件付確率を推定することにより、未学習物体の形状を推定す
る。つまり、どのような形状の物体が、指定された機能を実行可能か推定できる。
【００９１】
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図５、図８に示した一連の物体学習操作、及び図１０、図１１、図１３に示した一連の
物体認識操作は、これらの図と等価なアルゴリズムのプログラムにより、図１に示した物
体認識システム１を制御して実行できる。このプログラムは、図１に示した物体認識シス
テム１を構成する記憶装置３０に記憶させればよい。又、このプログラムは、コンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に保存し、この記録媒体を図１に示した記憶装置３０に読み込
ませることにより、本発明の一連の物体学習操作及び物体認識操作を実行することができ
る。
【００９２】
本発明の実施の形態に係る物体認識システム１によれば、観測により取得される学習対
象物体の形状及び被作用物の形状の情報を用いて、学習対象物体の物体の概念が学習され
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る。つまり、図１に示した物体認識システム１では、学習対象物体の形状以外に、被作用
物の形状の変化を用いて抽出される学習対象物体の機能の情報をベイジアンネットワーク
のノードに適用可能な特徴量として抽出する。そして、ベイジアンネットワークとして物
体概念モデルを生成し、物体を学習する。そのため、学習対象物体の形状の画像データの
みを用いる物体の学習方法と異なり、画像データのノイズの影響等による物体の誤認識が
低減され、且つ学習対象物体の機能が考慮された精度の高い物体の学習が可能である。又
、図１に示した物体認識システム１では、ベイジアンネットワークの物体概念モデルを使
用するため、ベイズの定理等の統計的手法によって、観測により取得される認識対象物体
の情報から、未学習の認識対象物体の情報を高い精度で推定できる。
【００９３】
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＜変形例＞
図１に示した物体認識システム１を、家庭用、工業用、或いはエンタテイメント用のロ
ボット等に実装することが可能である。物体認識システム１を実装したロボットには、ユ
ーザからの指令を受信するマイク、センサ等の受信部が入力装置７０として実装される。
また、画像データ取得装置２０として、ロボットの周囲にある物体の画像データを取得す
るために、画像データを撮影する範囲を変更できる可動式のカメラ等を実装可能である。
更に、学習対象物体、或いは認識対象物体に接近するための車輪や、認識した物体を掴み
、ユーザに渡すアーム等を有してもよい。
【００９４】
物体認識システム１を実装したロボットは、ユーザから明示的に指示されていなくても
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、ロボットの周囲の観測可能な領域で物体が操作された場合に操作された物体を自動的に
学習するように設定できる。そのため、予め物体学習用にプログラムしておく必要がなく
、ロボットは家庭内や工場内で自律的に物体を学習できる。
【００９５】
また、ロボットに物体認識システム１を実装することにより、ロボットとコミュニケー
ションを取りながら物体を認識することができる。例えば、物体認識システム１の有する
、物体の機能の情報から形状を認識する機能を用いてユーザの指定する機能を有する物体
をロボットが推定し、ユーザに通知すること等が可能である。その場合、ユーザが必要と
する機能の情報をロボットに入力すると、図１３に示したフローチャートを参照して説明
した方法を用いて、ロボットはユーザが必要とする機能を実行する形状を推定する。そし
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て、ロボットは周囲を観測して、ロボットの周囲の物体の中に推定された形状の物体を認
識すると、入力された機能を実行する物体の位置をユーザに通知する。または、認識した
物体のある場所までユーザを案内したり、物体のある場所まで移動してアーム等を用いて
認識した物体を取得し、ユーザに手渡ししたりするようにしてもよい。或いは、ロボット
が周囲の物体の形状からそれぞれの機能を認識し、ユーザが指定する機能を実行すると認
識された物体の所在をユーザに通知してもよい。
【００９６】
また、形状と機能の関係性を表すベイジアンネットワークを学習することによって物体
のアフォーダンスをロボットが認識することにより、例えばユーザが被作用物を切断する
ためにはさみを指定した場合に、カッターによってユーザの指定する機能に準ずる機能を
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実現できることをロボットが推定できる。或いは、被作用物を掴むためにユーザが箸を指
定した場合に、ペンを２本使うことでユーザの指定する機能に準ずる機能を実現できる等
の、形状に依存する機能の推定や使用方法をロボットが推定できる。
【００９７】
（その他の実施の形態）
上記のように、本発明は実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及
び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には
様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００９８】
既に述べた実施の形態の説明においては、機能モデルデータベース５０や形状モデルデ
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ータベース４０に格納された、過去に学習された形状モデルや機能モデルを用いて学習対
象物体を学習する例を示した。しかし、過去に学習した形状モデルや機能モデルがない場
合等に、学習対象物体を観測して得られた情報から生成される形状モデルや機能モデルを
用いて学習対象物体を学習し、物体概念モデルを生成してもよい。例えば、形状特徴量抽
出ユニット１１が複数の学習対象物体の形状特徴量を抽出した場合、形状特徴量をｋ平均
法等でクラスタリングすることにより、観測結果からベクトル量子化の際に使用されるコ
ードブックが生成される。
【００９９】
このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論で
ある。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発
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明特定事項によってのみ定められるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の実施の形態に係る物体認識システムの構成を示す模式図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る物体認識システムに適用される物体の概念を説明する
ための模式図であり、図２（ａ）は物体認識システムによる物体の認識を表す模式図であ
り、図２（ｂ）は図２（ａ）に示す模式図に対応する物体概念モデルを示す模式図である
。
【図３】本発明の実施の形態に係る物体認識システムが解析する特徴ベクトルの分布を示
すグラフである。
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【図４】本発明の実施の形態に係る物体認識システムが学習する物体の例である。
【図５】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによって物体の機能を学習する方法
を説明するためのフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによる物体の機能の学習結果の例を
示す表である。
【図７】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによって推定された機能モデル数の
例を示すグラフである。
【図８】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによって物体概念を学習する方法を
説明するためのフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによる物体概念の学習結果の例を示
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す表である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによって物体を認識する方法を説
明するためのフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによって物体の機能を認識する方
法を説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによる物体の機能の認識結果の例
を示す表である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る物体認識システムによって物体の形状を認識する方
法を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
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【０１０１】
１…物体認識システム
１０…処理装置
１１…形状特徴量抽出ユニット
１２…形状学習ユニット
１３…機能特徴量抽出ユニット
１４…機能学習ユニット
１５…物体概念学習ユニット
１６…物体認識ユニット
２０…画像データ取得装置
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３０…記憶装置
４０…形状モデルデータベース
５０…機能モデルデータベース
６０…物体概念モデルデータベース
１１１…学習物体領域抽出モジュール
１１２…形状特徴量算出モジュール
１３１…被作用物領域抽出モジュール
１３２…機能特徴量算出モジュール
１５１…形状認識モジュール
１５２…機能認識モジュール
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(19)
１５３…物体概念モデル生成モジュール
１６１…形状認識モジュール
１６２…機能認識モジュール
１６３…推定モジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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