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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の制御周期毎に複数の接触点における圧力情報及び位置情報を取得する接触点取得
部と、
　前記接触点取得部で取得された各接触点を過去の接触点と同定し、各接触点の過去に取
得した圧力情報及び位置情報との圧力偏差及び位置偏差情報を基に前記複数の接触点をク
ラスタリングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング部と、
　接触点群毎の触行動を識別する触行動識別部と、
を具備し、
　前記触行動識別部は、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出部と（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群の前記Ｎ次元の特徴量を
、各触行動クラスのｎ次元空間上にそれぞれマッピングするマッピング部と（但し、ｎは
Ｎより小さい正の整数）、
　接触点群の前記Ｎ次元の特徴量の各触行動クラスのｎ次元空間上でのマップ位置に基づ
いて、各接触点群についての触行動クラス毎の触行動認識の有無を判定し、各接触点群に
ついての触行動クラス毎の触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の
優位性に基づいて、接触点群毎に１つの触行動認識結果を決定する触行動決定部と、
を備えることを特徴とする触行動認識装置。
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【請求項２】
　前記マッピング部は、各接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を学習済みの階層型ニ
ューラル・ネットワークにより２次元データに変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の触行動認識装置。
【請求項３】
　前記マッピング部は、各接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を学習済みの自己組織
化マップ（ＳＯＭ）により２次元データに変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の触行動認識装置。
【請求項４】
　所定の制御周期毎に複数の接触点における圧力情報及び位置情報を取得する接触点取得
ステップと、
　前記接触点取得ステップで取得された各接触点を過去の接触点と同定し、各接触点の過
去に取得した圧力情報及び位置情報との圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラスタリング
して、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング・ステップと、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出ステップと（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群の前記Ｎ次元の特徴量を
、各触行動クラスのｎ次元空間にそれぞれマッピングするマッピング・ステップと（但し
、ｎはＮより小さい正の整数）、
　接触点群の前記Ｎ次元の特徴量の各触行動クラスのｎ次元空間上でのマップ位置に基づ
いて、各接触点群についての触行動クラス毎の触行動認識の有無を判定し、各接触点群に
ついての触行動クラス毎の触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の
優位性に基づいて、接触点群毎に１つの触行動認識結果を決定する触行動決定ステップと
、
を有することを特徴とする触行動認識方法。
【請求項５】
　ユーザーからの操作に応じた情報処理を実行する情報処理装置であって、
　前記情報処理装置本体に取り付けられた触覚センサー群からなり、所定の制御周期毎に
複数の接触点における圧力情報及び位置情報を検出する接触点検出部と、
　前記接触点検出部で検出された各接触点を過去の接触点と同定し、各接触点の過去に取
得した圧力情報及び位置情報との圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラスタリングして、
触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング部と、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出部と（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群の前記Ｎ次元の特徴量を
、各触行動クラスのｎ次元空間にそれぞれマッピングするマッピング部と（但し、ｎはＮ
より小さい正の整数）、
　接触点群の前記Ｎ次元の特徴量の各触行動クラスのｎ次元空間上でのマップ位置に基づ
いて、各接触点群についての触行動クラス毎の触行動認識の有無を判定し、各接触点群に
ついての触行動クラス毎の触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の
優位性に基づいて、接触点群毎に１つの触行動認識結果を決定する触行動決定部と、
　前記触行動決定部が決定した触行動認識結果に基づいて情報処理を制御する制御部と、
を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　人間の触行動を認識するための処理をコンピューター上で実行するようにコンピュータ
ー可読形式で記述されたコンピューター・プログラムであって、前記コンピューターを、
　所定の制御周期毎に複数の接触点における圧力情報及び位置情報を取得する接触点取得
部、
　前記接触点取得部で取得された各接触点を過去の接触点と同定し、各接触点の過去に取
得した圧力情報及び位置情報との圧力偏差及び位置偏差情報を基に前記複数の接触点をク
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ラスタリングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング部、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出部（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群の前記Ｎ次元の特徴量を
、各触行動クラスのｎ次元空間上にそれぞれマッピングするマッピング部（但し、ｎはＮ
より小さい正の整数）、
　接触点群の前記Ｎ次元の特徴量の各触行動クラスのｎ次元空間上でのマップ位置に基づ
いて、各接触点群についての触行動クラス毎の触行動認識の有無を判定し、各接触点群に
ついての触行動クラス毎の触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の
優位性に基づいて、接触点群毎に１つの触行動認識結果を決定する触行動決定部、
として機能させるためのコンピューター・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサーを用いて検出した複数の接触点から人間の触行動を実時間で且つ高
精度に認識する触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処理装置、並びにコンピュータ
ー・プログラムに係り、例えば、人間がロボットなどの機械に対して行なった触行動の意
図を認識して、機械の簡易操作を実現するインターフェース若しくは非言語的なコミュニ
ケーション手段として有効となる触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処理装置、並
びにコンピューター・プログラムに関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、機器が外環境と１以上の箇所で接触した際に特定の触行動
を認識する触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処理装置、並びにコンピューター・
プログラムに係り、特に、外環境と常に接触する可能性がある機器において注目すべき接
触の塊りを選別して特定の触行動を認識する触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処
理装置、並びにコンピューター・プログラムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、多くの機械に対して、その機能の複雑化に伴い、直感的な指示による簡易な操作
が求められている。なかでも接触を伴う機器の操作において、人間が行なう接触パターン
から直接的に機能を選択するといった、触行動の認識を利用した方法は、機械の簡易操作
を実現できるインターフェースとして有効であると本発明者らは思料する。
【０００４】
　このような触行動に基づく機器操作は、例えば日常生活で活躍するロボットとの接触を
介したコミュニケーション、言い換えれば非言語的にコミュニケーションにも利用するこ
とができ、ロボットとの柔軟且つ親密な関係を築く上で欠くことができない。
【０００５】
　しかしながら、触行動認識に基づいて機器を直接的且つ簡易に操作するには、機器がセ
ンサーを用いて検出した複数の接触点から人間の触行動を実時間で且つ高精度に認識する
必要がある。
【０００６】
　また、触行動認識に基づく機器操作をロボットとの非言語的なコミュニケーション手段
に用いる場合には、ロボットは外環境と常に接触する可能性がある（言い換えれば、すべ
ての接触点が同じ触行動に基づくものとは限らない）。このため、本発明者は、複数の接
触点の中から注目すべき接触点の塊り（クラスター）を選別し、それを識別することが重
要となってくると思料する。
【０００７】
　例えば、ロボットが椅子に座った状態でトントンと軽く肩を叩かれた場合について考察
してみる。椅子との接触を無視し、肩を叩かれている接触にのみの接触情報を抽出し、そ
の接触情報から「軽く叩かれている」と識別しなければ、ロボットは人間と円滑なインタ
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ラクションを行なう上で正常な行動を取ることができない。
【０００８】
　従来、複雑な人間の触覚パターンを実時間で認識できる触行動認識システムは少ない。
例えば、導電性ファブリックを用いて，ロボット全身を覆うことができる触覚センサーに
ついて提案がなされている（例えば、非特許文献１を参照のこと）。しかしながら、この
触覚センサーの各素子は、｛触れている，触れていない｝の２値しか出力しないため、接
触面のパターンでしか人間の触り方を判断できず、詳細な触行動認識は不可能である。ま
た、全身で１つの触覚データを処理しているため、複数の外的要因による多種の接触を同
時に区別することはできない。
【０００９】
　また、半導体圧力センサーを感圧素子として用いた面状触覚センサーからの９つの特徴
量を、線形判別分析により、「叩く」、「抓る」、「撫でる」、「押す」の４つの触行動
を高い識別率で識別する触行動識別方法について提案がなされている（例えば、非特許文
献２を参照のこと）。しかしながら、同方法は、触行動が終了した後でないと認識できな
いため実時間性がない点や全身への適用を考慮した複数箇所での触行動を考慮されていな
い点や、線形の分析方法を用いていることから単純な触行動パターンしか識別対象にでき
ない点など、機器全体での操作やインタラクションを行なうことを考えると実用性に欠け
る。
【００１０】
　また、高精度且つ実時間で処理するための触行動識別装置について提案がなされている
（例えば、特許文献１を参照のこと）。この触行動識別装置は、あらかじめ５つの特徴量
から学習させておいたデータから、ｋ－ＮＮ法及びＦｉｓｈｅｒの線形識別手法を用いて
５つの触行動を識別するように構成されている。ここで言う５つの触行動とは、「軽く叩
く」、「引っ掻く」、「撫でる」、「擽る」である。同方法によれば、学習により高い精
度の識別を行なうことができるものの、特徴量から各カテゴリへの分類を行なっている「
押しながらなでる」など、連続的且つ重層的になる一般的な人間の触行動を識別すること
はできない。また、特徴量としてピーク値を検出する必要があり、触行動が一通り終わら
ないと特徴量を抽出できない点や接触面全体の総和を用いているため複数個所での触行動
を個別に判別することができない点も、機器全体に対して行なわれる実際の複雑な触行動
パターンを識別することを難しくしている。
【００１１】
　また、全身の触覚イメージを認識する入力システムを備えたコミュニケーション・ロボ
ットについて提案がなされている（例えば、特許文献２を参照のこと）。この入力システ
ムは、得られたセンサ・データより非階層式のクラスタリングを行ない、各クラスターの
重心位置での圧力遷移変化から階層的クラスタリングを行なうことにより、どこでどのよ
うに触られたかを識別することができる。最近近傍法による対応付けによって触行動の認
識が一意に決まることから、上記の触行動識別装置と同様に、連続的且つ重層的な複雑な
触行動パターンに対応することができない。また、触行動の位置と質を混同して学習デー
タを作成するため、どこで何をしているかという指標が限定される点や、複数の触行動が
同時に行なわれる際にどの触行動を選別するかということが考慮されていない点などの問
題も残されている。
【００１２】
　また、触行動認識を効率よく処理する入力システムを備えたコミュニケーション・ロボ
ットについて提案がなされている（例えば、特許文献３を参照のこと）。この入力システ
ムは、得られた触覚情報をセンサー部毎にウェーブレット変換を用いた認識処理及び圧縮
処理を行なうことにより、ロボットの全身に分布された触覚センサーの処理負荷を分散せ
ることを可能にしている。しかしながら、触行動認識にウェーブレット変換を用いるため
には、一定時間間隔（実施例では１秒から３秒ほど）にデータを蓄積して処理する必要が
あり、実時間性を考慮できているとは言えない。また、各センサー部位をまたがった触行
動や複数の触行動が同時に行なわれた際にどの程度触行動を選別するかという点も考慮さ
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れていない。
【００１３】
【特許文献１】特開２００１－５９７７９号公報
【特許文献２】特開２００６－１２３１４０号公報
【特許文献３】特開２００６－２８１３４７号公報
【非特許文献１】稲葉雅幸、星野由紀子、井上博允共著「導電性ファブリックを用いた全
身被覆触覚センサスーツ」（日本ロボット学会誌、Ｖｏｌ．１６、Ｎｏ．１、ｐｐ．８０
－８６、１９９８）
【非特許文献２】平湯秀和、向井利春共著「触覚センサを用いた触行動の識別に関する研
究」（岐阜県生産情報研究所研究報告、第８号、２００７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、センサーを用いて検出した複数の接触点から人間の触行動を実時間で
且つ高精度に認識することができる、優れた触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処
理装置、並びにコンピューター・プログラムを提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、人間がロボットなどの機械に対して行なった触行動の意図を
認識して、機械の簡易操作を実現するインターフェース若しくは非言語的なコミュニケー
ション手段として有効な、優れた触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処理装置、並
びにコンピューター・プログラムを提供することにある。
【００１６】
　本発明のさらなる目的は、機器が外環境と１以上の箇所で接触した際に特定の触行動を
認識することができる、優れた触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処理装置、並び
にコンピューター・プログラムを提供することにある。
【００１７】
　本発明のさらなる目的は、外環境と常に接触する可能性がある機器において注目すべき
接触の塊りを選別して特定の触行動を認識することができる、優れた触行動認識装置及び
触行動認識方法、情報処理装置、並びにコンピューター・プログラムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の発明は、
　複数の接触点における圧力情報及び位置情報を取得する接触点取得部と、
　前記接触点取得部で取得された各接触点の圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラスタリ
ングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング部と、
　接触点群毎の触行動を識別する触行動識別部と、
を具備することを特徴とする触行動認識装置である。
【００１９】
　ここで、前記触行動識別部は、本願の請求項２に記載されているように、各接触点群か
ら、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量算出部と（但し
、Ｎは３以上の整数）、各接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を、触行動クラス毎の
ｎ次元空間にそれぞれマッピングし、マップ位置に基づいて当該触行動認識の有無を判定
するマッピング部と（但し、ｎはＮより小さい正の整数）、前記ｎ次元空間へのマップ位
置に基づいて、各接触点についての触行動認識結果を決定する触行動決定部で構成するこ
とができる。
【００２０】
　また、本願の請求項３に記載の触行動認識装置では、前記マッピング部は、各接触点群
から算出されたＮ次元の特徴量を学習済みの階層型ニューラル・ネットワークにより２次
元データに変換するようになっている。より具体的には、本願の請求項４に記載されてい
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るように、前記マッピング部は、各接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を学習済みの
自己組織化マップにより２次元データに変換するように構成することができる。
【００２１】
　また、本願の請求項５に記載の触行動認識装置では、前記マッピング部は、識別したい
触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を、触
行動クラス毎のｎ次元空間にそれぞれマッピングし、マップ位置に基づいて当該触行動認
識の有無を判定し、前記触行動決定部は、各接触点について、触行動認識の有無判定結果
の遷移データ及び触行動クラス間の優位性に基づいて、唯一の触行動認識結果を決定する
ように構成されている。
【００２２】
　また、本願の請求項６に記載の発明は、
　複数の接触点における圧力情報及び位置情報を取得する接触点取得ステップと、
　前記接触点取得ステップで取得された各接触点の圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラ
スタリングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング・ステッ
プと、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出ステップと（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群から算出されたＮ次元の
特徴量を、触行動クラス毎のｎ次元空間にそれぞれマッピングし、マップ位置に基づいて
当該触行動認識の有無を判定するマッピング・ステップと（但し、ｎはＮより小さい正の
整数）、
　各接触点について、触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の優位
性に基づいて、唯一の触行動認識結果を決定する触行動決定ステップと、
を具備することを特徴とする触行動認識方法である。
【００２３】
　また、本願の請求項７に記載の発明は、ユーザーからの操作に応じた情報処理を実行す
る情報処理装置であって、
　前記情報処理装置本体に取り付けられた触覚センサー群からなり、複数の接触点におけ
る圧力情報及び位置情報を検出する接触点検出部と、
　前記接触点検出部で検出された各接触点の圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラスタリ
ングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング部と、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出部と（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群から算出されたＮ次元の
特徴量を、触行動クラス毎のｎ次元空間にそれぞれマッピングし、マップ位置に基づいて
当該触行動認識の有無を判定するマッピング部と（但し、ｎはＮより小さい正の整数）、
　各接触点について、触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の優位
性に基づいて、唯一の触行動認識結果を決定する触行動決定部と、
　前記触行動決定部が決定した触行動認識結果に基づいて情報処理を制御する制御部と、
を具備することを特徴とする情報処理装置である。
【００２４】
　また、本願の請求項８に記載の発明は、人間の触行動を認識するための処理をコンピュ
ーター上で実行するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログ
ラムであって、前記コンピューターを、
　複数の接触点において検出される圧力情報及び位置情報を取得する接触点取得部、
　前記接触点検出部で検出された各接触点の圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラスタリ
ングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめるクラスタリング部、
　各接触点群から、接触のパターンを特徴付けるＮ個の特徴量をそれぞれ算出する特徴量
算出部（但し、Ｎは３以上の整数）、
　識別したい触行動クラス毎にｎ次元空間を用意し、各接触点群から算出されたＮ次元の
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特徴量を、触行動クラス毎のｎ次元空間にそれぞれマッピングし、マップ位置に基づいて
当該触行動認識の有無を判定するマッピング部（但し、ｎはＮより小さい正の整数）、
　各接触点について、触行動認識の有無判定結果の遷移データ及び触行動クラス間の優位
性に基づいて、唯一の触行動認識結果を決定する触行動決定部、
として機能させるためのコンピューター・プログラムである。
【００２５】
　本願の請求項８に係るコンピューター・プログラムは、コンピューター上で所定の処理
を実現するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラムを定
義したものである。換言すれば、本願の請求項８に係るコンピューター・プログラムをコ
ンピューターにインストールすることによって、コンピューター上では協働的作用が発揮
され、本願の請求項１に係る触行動認識装置と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、センサーを用いて検出した複数の接触点から人間の触行動を実時間で
且つ高精度に認識することができる、優れた触行動認識装置及び触行動認識方法、情報処
理装置、並びにコンピューター・プログラムを提供することができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、外環境と常に接触する可能性がある機器において注目すべき接
触の塊りを選別して特定の触行動を認識することができる、優れた触行動認識装置及び触
行動認識方法、情報処理装置、並びにコンピューター・プログラムを提供することができ
る。本発明に係る触行動認識装置は、人間がロボットなどの機械に対して行なった触行動
の意図を実時間で且つ高精度に認識することができ、機械の簡易操作を実現するインター
フェース若しくは非言語的なコミュニケーション手段として有効である。
【００２８】
　本願の請求項１、６乃至８に記載の発明によれば、接触点群毎に分離して触行動認識を
行なうので、同じ時刻に別の箇所で異なる種類の触行動が並行して行なわれた場合であっ
ても、各々の触行動に分離して認識することができる。
【００２９】
　また、本願の請求項２、３、６乃至８に記載の発明によれば、マッピング部において、
接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を低次元空間にそれぞれマッピングするという次
元圧縮を行なうので、高速で且つ精度の高い触行動認識を行なうことができる。
【００３０】
　また、本願の請求項４、６乃至８に記載の発明によれば、自己組織化マップを用いて触
行動を識別しているため、閾値判定のようにルール化されない柔軟な判定をすることがで
きる。
【００３１】
　また、本願の請求項５乃至８に記載の発明によれば、識別したい触行動毎の複数の自己
組織化マップを用いた識別を行なうので、触行動の包含関係を考慮することができ、例え
ば「押しながら撫でる」といった重層的な（すなわち、複数の触行動クラスが重なった）
認識や、文脈に依存した認識を獲得することも可能である。
【００３２】
　また、本願の請求項５乃至８に記載の発明によれば、ある時刻の識別結果は、過去の識
別結果と比較して決定して最小的な触行動認識結果を出力するので、文脈に依存した結果
を得ることができる。また、その一方で、識別の基となる特徴量はその瞬間に得られる物
理量を用いているので、識別結果は実時間で得ることができる。
【００３３】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に
基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
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　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
【００３５】
　本発明に係る触行動認識装置の適用例は、ロボットの非言語的なコミュニケーション手
段であり、外界との接触が想定されている各部位には触覚センサー群が取り付けられてい
る。
【００３６】
　図１には、本発明を適用することができる人間型ロボットの外観構成を示している。図
示のロボットは、骨盤部には、移動手段としての２肢の脚体と、腰関節を介して上体が接
続されている。上体には、２肢の腕部と、首関節を介して頭部が接続されている。
【００３７】
　左右の脚体は、それぞれ股関節３自由度と、膝関節１自由度と、足首関節２自由度の、
計６自由度を備えている。また、左右の腕部は、それぞれ肩関節３自由度と、肘関節１自
由度と、手首関節２自由度の、計６自由度を備えている。首関節及び腰関節は、ともにＸ
、Ｙ、Ｚ軸回りに３自由度を有している。
【００３８】
　各関節軸を駆動するアクチュエーターは、例えばＤＣブラシレス・モーターと減速機、
並びに減速機の出力軸の回転位置を検出する位置センサーで構成される。これら関節駆動
アクチュエーターは、人間型ロボット全体の動作を統括的にコントロールするホスト・コ
ンピューターと接続され、その位置制御目標値がホスト・コンピューターから与えられる
とともに、現在の関節角度や関節角速度をホスト・コンピューターに送信することができ
るものとする。
【００３９】
　図１に示すロボットの表面のうち、外界との接触が想定されている各部位には、触覚セ
ンサー群ｔ１、ｔ２、…、ｔ１６が取り付けられている。図２には、１つの触覚センサー
群の構成を示している。同図に示すように、１つの触覚センサー群ｔは、接触状態をそれ
ぞれ独立して検出することができる複数の触覚センサーＣＳをアレイ状に配置して構成さ
れ、触覚センサー群ｔとしてはいずれの触覚センサーＣＳが接触状態にあるかによって、
詳細な接触位置を特定することができる。
【００４０】
　図３には、触覚センサーＣＳの構成を模式的に示している。触覚センサーＣＳは、２枚
の極板Ｐ１及びＰ２で空隙Ｓを挟んだ構造をしており、一方の極板Ｐ１には電位Ｖccが印
加され、他方の極板Ｐ２は接地されている。そして、一方の極板Ｐ１をパラレル・インタ
ーフェース（ＰＩＯ）経由でマイクロ・コンピューターに入力し、極板間の接触状態すな
わち触覚センサーＣＳに外力が作用しているか否かを判定することができる。但し、本発
明の要旨は、特定の接触センサーの構成に限定されるものではない。
【００４１】
　触覚センサー群ｔ毎に、その近隣に１つのマイクロ・コンピューターを配置して、触覚
センサー群を構成するすべての触覚センサーＣＳの検出信号を入力し、これらのオン／オ
フ状態を収集して、当該部位における外界との接触の有無並びに接触位置をホスト・コン
ピューターに送信するものとする。
【００４２】
　また、図１に示すように、ロボットの骨盤部には、３軸の加速度センサーａ１と３軸の
角速度センサー（ジャイロ）ｇ１が搭載されている。その近隣には、これらのセンサー値
を計測するマイクロ・コンピューターが配備され、その計測結果をホスト・コンピュータ
ーに送信するものとする。
【００４３】
　図４には、図１に示したロボットにおける結線トポロジの構成例を示している。
【００４４】
　ロボットは、胴体部に、３軸の腰関節アクチュエーターａ１、ａ２、ａ３、及び３軸の
首関節アクチュエーターａ１６、ａ１７、ａ１８を持ち、これらはホスト・コンピュータ
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ーに対しシリアル接続されている。各関節アクチュエーターは、シリアル・ケーブルを通
じて、その位置制御目標値を受け取るとともに、現在の出力トルクや関節角度、関節角速
度をホスト・コンピューターに送信する。
【００４５】
　また、ロボットは、左腕部に、３軸の肩関節アクチュエーターａ４、ａ５、ａ６、１軸
の肘関節アクチュエーターａ７、及び２軸の手首関節アクチュエーターａ８、ａ９を持ち
、これらはホスト・コンピューターにシリアル接続されている。同様に、ロボットの右腕
部には、３軸の肩関節アクチュエーターａ１０、ａ１１、ａ１２、１軸の肘関節アクチュ
エーターａ１３、及び２軸の手首関節アクチュエーターａ１４、ａ１５を持ち、これらは
ホスト・コンピューターにシリアル接続されている。
【００４６】
　また、ロボットは、左脚部に、３軸の股関節アクチュエーターａ１９、ａ２０、ａ２１
、１軸の膝関節アクチュエーターａ２２、及び２軸の足首関節アクチュエーターａ２３、
ａ２４を持ち、これらはホスト・コンピューターにシリアル接続されている。同様に、右
脚部には、３軸の股関節アクチュエーターａ２５、ａ２６、ａ２７、１軸の膝関節アクチ
ュエーターａ２８、及び２軸の足首関節アクチュエーターａ２９、ａ３０を持ち、これら
はホスト・コンピューターにシリアル接続されている。
【００４７】
　各関節で使用されるアクチュエーターａ１～ａ３０は、例えばＤＣブラシレス・モータ
ーと減速機、並びに減速機の出力軸の回転位置を検出する位置センサー、トルク・センサ
ーで構成され、外部から与えられた位置制御目標値に従って回転駆動するとともに、現在
の出力トルクや、関節角度、関節角速度を出力する。この種の関節アクチュエーターにつ
いては、例えば本出願人に既に譲渡されている特開２００４－１８１６１３号公報に記載
されている。
【００４８】
　また、ロボットの右脚部には、右足部触覚センサー群ｔ１、右脛部触覚センサ群ｔ２、
右大腿部触覚センサー群ｔ３が配設され、これらはホスト・コンピューターにシリアル接
続されている。各々の触覚センサー群ｔ１～ｔ３にはマイクロ・コンピューターが装備さ
れており（前述）、それぞれ触覚センサー群における触覚センサーＣＳのオン／オフ状態
を収集して、シリアル・ケーブルを通じてホスト・コンピューターに送信する。同様に、
左脚部には、左足部触覚センサー群ｔ９、左脛部触覚センサー群ｔ１０、左大腿部触覚セ
ンサー群ｔ１１が配設され、それぞれ触覚センサー群における触覚センサーＣＳのオン／
オフ状態を内部のマイクロ・コンピューターで収集して、シリアル・ケーブルを通じてホ
スト・コンピューターに送信する。
【００４９】
　また、ロボットの右腕部には、右手首触覚センサー群ｔ４、右前腕部触覚センサー群ｔ
５、右上腕部触覚センサー群ｔ６が配設され、それぞれ触覚センサー群における触覚セン
サーＣＳのオン／オフ状態を内部のマイクロ・コンピューターで収集して、シリアル・ケ
ーブルを通じてホスト・コンピューターに送信する。同様に、左腕部には、左手首触覚セ
ンサー群ｔ１２、左前腕部触覚センサー群ｔ１３、左上腕部触覚センサー群ｔ１４が配設
され、それぞれ触覚センサー群における触覚センサーＣＳのオン／オフ状態を内部のマイ
クロ・コンピューターで収集して、シリアル・ケーブルを通じてホスト・コンピューター
に送信する。
【００５０】
　また、ロボットの胴体部の左右にはそれぞれ胴部触覚センサー群ｔ７及びｔ１５が取り
付けられており、それぞれ触覚センサー群における触覚センサーＣＳのオン／オフ状態を
内部のマイクロ・コンピューターで収集して、シリアル・ケーブルを通じてホスト・コン
ピューターに送信する。
【００５１】
　また、ロボットの頭部の左右にはそれぞれ頭部触覚センサー群ｔ８及びｔ１６が取り付
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けられており、それぞれ触覚センサー群における触覚センサーＣＳのオン／オフ状態を内
部のマイクロ・コンピューターで収集して、シリアル・ケーブルを通じてホスト・コンピ
ューターに送信する。
【００５２】
　図５には、図１に示したロボットの制御システム構成を示している。図示の制御システ
ムは、全体の動作の統括的制御やその他のデータ処理を行なう制御ユニット２０と、入出
力部４０と、駆動部５０と、電源部６０とで構成される。以下、各部について説明する。
【００５３】
　入出力部４０は、ロボットの入力部として目に相当するＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕ
ｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）カメラ１５や、耳に相当するマイクロフォン１６、外界との接
触が想定されている各部位に配設されて触覚センサー１８（図１の触覚センサー群ｔ１、
ｔ２、…、ｔ１７に相当）、あるいは五感に相当するその他の各種のセンサーを含む。ま
た、ロボットの出力部として、口に相当するスピーカ１７、あるいは点滅の組み合わせや
点灯のタイミングにより顔の表情を形成するＬＥＤインジケータ（目ランプ）１９などを
装備している。ここで、カメラ１５や、マイクロフォン１６、触覚センサー１８などの入
力機器は、検出信号をディジタル変換並びにディジタル信号処理を行なうものとする。
【００５４】
　駆動部５０は、ロボットの各関節のロール、ピッチ、ヨーの各軸回りの自由度を実現す
るための機能モジュールであり、各駆動ユニットはモーター５１（図４中のアクチュエー
ターａ１、ａ２、…に相当）と、モーター５１の回転位置を検出するエンコーダー５２と
、エンコーダー５２の出力に基づいてモーター５１ーの回転位置や回転速度を適応的に制
御するドライバー５３の組み合わせで構成される。なお、駆動ユニットの組み合わせ方に
よって、ロボットを例えば２足歩行又は４足歩行などの脚式移動ロボットとして構成する
ことができる。
【００５５】
　電源部６０は、その字義通り、ロボット内の各電気回路などに対して給電を行なう機能
モジュールである。図示の例では、バッテリを用いた自律駆動式であり、電源部６０は、
充電バッテリ６１と、充電バッテリ６１の充放電状態を管理する充放電制御部６２とで構
成される。
【００５６】
　制御部２０は、「頭脳」に相当し、例えばロボットの頭部ユニットあるいは胴体部ユニ
ットに搭載される。制御部２０では、例えば、外部刺激の認識結果や内部状態の変化に応
じて行動制御を行なう動作制御プログラムが実行される。外部刺激の認識結果や内部状態
の変化に応じたロボットの行動制御方法については、例えば本出願人に譲渡されている特
許第３５５８２２２号公報に開示されている。
【００５７】
　ここで言う外部刺激の一例は、ユーザーからロボットの表面に対して印加される触行動
であり、触覚センサー群ｔ１、ｔ２、…、ｔ１７を通じて検出することができる。
【００５８】
　図１に示したようなロボットは、外環境と常に接触する可能性があるが、すべての接触
点が同じ触行動に基づくものとは限らない。このため、本実施形態では複数の接触点の中
から注目すべき接触点の塊り（クラスター）を選別し、クラスター毎に人間の触行動を実
時間で且つ高精度に認識する触行動認識装置を適用している。
【００５９】
　本実施形態に係る触行動認識装置は、まず、複数箇所での触行動を認識するために、各
接触点の圧力偏差及び位置偏差情報を基にクラスタリングして、触行動として関係のある
接触点群毎にまとめる。次に、各接触点群から、接触のパターンを特徴付けると考えられ
る複数の物理量をそれぞれ算出する。接触のパターンを特徴付ける物理量のことを、本明
細書では「特徴量」と呼ぶ。この特徴量は、識別の実時間性を損なわないために、触行動
が終了した時点で決定されるピーク値などを用いないこととする。
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【００６０】
　そして、触行動認識装置は、算出した多次元の特徴量を学習済みの自己組織化マップに
より２次元データに変換（すなわち次元圧縮）して、各接触点群の特徴量をマッピングし
た自己組織化マップ位置とその触行動とを対応付ける。
【００６１】
　本明細書では、「叩く」、「抓る」、「撫でる」、「押す」…など触行動ひとつひとつ
のクラスを「触行動クラス」と呼ぶこととする。人間がある時間に行なう触行動は１つと
は限らず、例えば「押しながら撫でる」というように触行動の連続性と重層性（若しくは
、触行動の包含関係）がある。
【００６２】
　本実施形態に係る触行動認識装置は、触行動の連続性と重層性を考慮するため、識別し
たい触行動クラスの個数分だけの自己組織化マップを用意して、１ステップ毎に各マップ
位置からその触行動クラスの有無を識別して２値化された識別結果を得る。すなわち、各
々の接触点群について、触行動クラス毎にその触行動認識の有無が判定される。各触行動
が持つ多次元特徴量は互いに直交しているとは限らず、完全に分離することはできない。
したがって、ある接触点群を各触行動クラスの自己組織化マップにマッピングした結果、
２以上の触行動クラスにおいて「有」と判定されることもある。自己組織化マップを用い
て触行動を識別することにより、閾値判定のようにルール化されない柔軟な判定が可能と
なる。
【００６３】
　このようにして各多次元特徴量（すなわち各接触点群）についての触行動認識の有無判
定結果が得られると、触行動認識装置は、最後に、その判定結果の遷移データ及び触行動
クラス間の優位性に基づいて、各多次元特徴量（すなわち各接触点群）につき唯一の触行
動認識結果を１ステップ毎に得ることができる。ある接触点群について複数の触行動認識
がある場合、注意モジュールなど他の機能からの情報により、その中の１つの触行動認識
を選別させることも可能である。
【００６４】
　図６には、本発明の一実施形態に係る触行動認識装置１００の機能的構成を模式的に示
している。図示の触行動制御装置１００は、専用のハードウェア装置として構成される他
、コンピューター上で実行されるプログラムという形態で実現することもできる。また、
触行動認識装置１００による認識結果は、例えば外部刺激の認識結果として動作制御プロ
グラムに供給される。
【００６５】
　接触点検出部１１０は、触覚センサー群（図１の触覚センサー群ｔ１、ｔ２、…、ｔ１
７に相当）からなり、複数の接触点における圧力情報及び位置情報を取得する。具体的に
は、入出力部４０からは、外界との接触が想定されている各部位に配設されて触覚センサ
ー１８で検出された接触点の位置情報と圧力がディジタル値として入力される。
【００６６】
　クラスタリング部１２０は、検出された各接触点の圧力偏差及び位置偏差情報を基にク
ラスタリングして、触行動として関係のある接触点群毎にまとめる。
【００６７】
　触行動識別部１３０は、特徴量算出部１３１と、マッピング部１３２と、触行動決定部
１３３からなる。
【００６８】
　特徴量算出部１３１は、各接触点群から、接触のパターンを特徴付けると考えられる多
次元の物理量をそれぞれ算出する。
【００６９】
　マッピング部１３２は、識別したい触行動クラス毎に２次元の自己組織化マップを用意
し、各接触点群から算出されたＮ次元の特徴量を、触行動クラス毎の自己組織化マップに
それぞれマッピングする。そして、各自己組織化マップ上でのマップ位置に基づいて、該
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【００７０】
　触行動決定部１３３は、各接触点について、触行動認識の有無判定結果の遷移データ及
び触行動クラス間の優位性に基づいて、唯一の触行動認識結果を決定する。触行動認識結
果は、例えばロボットの動作制御プログラムに対し、外部刺激として供給される。
【００７１】
　以下では、触行動認識装置１００内の各機能モジュールで行なわれる処理について詳解
する。
【００７２】
　接触点検出部１１０より入力された複数の接触点から触行動認識を行なうためには、ク
ラスタリング部１２０は複数接触点を触行動として関係のあるクラスターすなわち「接触
点群」としてクラスタリングする必要がある。何故なら、触行動認識は、その接触点群毎
に行なわれるためである。従来の触行動認識技術の多くは、単接触点での認識又は単接触
点群での認識かのいずれかである。これに対し、本発明では、複数の接触点群を同時に扱
い、接触点群毎の触行動認識を並行して行なうという点を十分理解されたい。
【００７３】
　ある制御周期において検出された接触点を触行動として関係のある接触点群としてクラ
スタリングするためには、過去の接触点と同定する必要がある。何故なら、ある制御周期
で入力された接触点自体の情報だけでは、当該接触点が、１つ前の制御周期からの一連の
触行動のとしての接触点、又は、新たな触行動として入力された接触点のいずれであるの
か不明であり、クラスタリングできないからである。特に、クラスタリング時の特徴量と
して過去のデータとの偏差（位置偏差情報並びに圧力偏差情報）を用いる場合には、現在
の接触点と過去の接触点の関係を同定することは必要不可欠である。
【００７４】
　本実施形態では、一連の触行動における接触点の過程にマルコフ性を認めることとする
。マルコフ性とは、その過程の将来の状態が現在の状態にのみ依存する関係のことを表す
（周知）。そこで、クラスタリング部１２０は、ある制御周期で計測された接触点と前回
計測された複数の接触点との幾何学的なユークリッド距離Ｄを算出し、その最小値Ｄmin
がある閾値Ｄthを超えていない場合は同じ接触点と推定して同じＩＤを割り振り、閾値Ｄ

thを超えている場合は新規の接触点と推定して新規のＩＤを割り振るようにしている（図
７を参照のこと）。
【００７５】
　クラスタリング部１２０は、続いて、各接触点に対して、触行動として関係のある接触
点群を形成させるため、クラスター分析を行なう。本実施形態では、触行動パターンは接
触点の位置の変化及び圧力の変化により大まかに特徴付けることができるという仮定の下
で、触行動として関係性を表す特徴量として、接触点の位置の偏差及び圧力の偏差を用い
ることとする。
【００７６】
　また、クラスタリング方法としては、例えば、階層的クラスター分析を行ない、非類似
度に閾値を設けてクラスターを作成する方法がある。ある制御周期においてＭ個の接触点
が入力されたとすると、まず、このうちの１個の接触点だけを含むクラスターがある初期
状態を作る。次に、接触点の特徴量ベクトルｘ1とｘ2間の距離Ｄ（ｘ1，ｘ2）から、クラ
スター間の距離Ｄ（Ｃ1，Ｃ2）を計算する。そして、最も距離の近い２つのクラスターを
逐次的に併合する。Ｄ（Ｃ1，Ｃ2）は、クラスターＣ1とＣ2間の非類似度を表す距離関数
であり、例えば下式（１）に示すようなウォード（Ｗａｒｄ）法を用いて算出することが
できる。
【００７７】
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【数１】

【００７８】
　上式（１）において、ｘは接触点における位置偏差及び圧力偏差を要素に持つ特徴量ベ
クトルである。Ｅ（Ｃi）は、ｉ番目のクラスターＣiに含まれる各接触点ｘからクラスタ
ーＣiのセントロイド（重心）までの距離の２乗の総和である。ウォード法により計算さ
れる距離Ｄ（Ｃ1，Ｃ2）は、両クラスターＣ1及びＣ2を併合したときのセントロイドまで
の距離の２乗の総和から、個々のクラスターＣ1並びにＣ2についてそれぞれ個別に求めた
セントロイドまでの距離の２乗の総和を引き算した結果であり、両クラスターＣ1及びＣ2

が類似しているほどその距離Ｄ（Ｃ1，Ｃ2）は短くなる。ウォード法は、クラスター内の
各接触点からそのセントロイドまでの距離を最小化するため、他の距離関数に比べて分類
感度が高い。
【００７９】
　距離の近い２つのクラスターを逐次併合する処理を、すべての接触点が１つのクラスタ
ーに併合されるまで繰り返すことで、クラスターの階層構造を形成することができる。こ
の階層構造は２分木構造，すなわちデンドログラムによって表される。図８には、クラス
ターＡ～Ｅが２分木構造に階層化された様子を示している。同図の縦軸はウォード法によ
る距離すなわち非類似度に相当し、各接触点の関係が非類似度として表されることを理解
できよう。そこで、距離すなわち非類似度の閾値を設けることにより、接触点の特徴量ベ
クトルから類似性の高い複数の接触点をクラスターすなわち「接触点群」としてまとめる
ことができる。また、閾値を上下させることで、得られる接触点群の個数を調整すること
ができる（図８では、閾値Ｄth1を用いると接触点群の個数は、｛Ａ｝、｛Ｂ，Ｃ｝、｛
Ｄ｝、｛Ｅ｝の４個となる。また、閾値Ｄth2を用いると接触点群の個数は、｛Ａ，Ｂ，
Ｃ｝、｛Ｄ，Ｅ｝の２個となる）。
【００８０】
　なお、接触点が多い場合は、木構造が複雑化してしまうことから、非階層的クラスター
分析であるｋ－ｍｅａｎｓ法やＩＳＯＤＡＴＡ法も有効である
【００８１】
　特徴量算出部１３１は、クラスタリング部１２０が上述した階層化クラスター分析によ
り形成した各接触点群について、接触のパターンを特徴付けるような（言い換えれば、触
行動認識を行なうための）複数（Ｎ次元）の特徴量を算出する。
【００８２】
　触行動認識を行なうための特徴量として、例えば以下の物理量を例示することができる
。いずれの物理量も、触覚センサー群から出力される位置情報及び圧力情報などから求め
ることができる。
【００８３】
・接触点群に含まれる接触点
・接触点群に含まれる接触点における平均法線力
・接触点群に含まれる各接触点に印加される力を直交座標軸で分解した分力における対向
成分の合計
・接触点群に含まれる接触点における合計接線力
・接触点群に含まれる接触点の平均移動速度
・接触点群に含まれる接触点における法線力が閾値を超え続けている時間
・接触点群に含まれる接触点における接線力が一定の方向に作用し続けている時間
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・同一の触行動の中で同じ箇所を再度触れたかの判定
【００８４】
　触行動認識を行なうための特徴量として用いる物理量には、認識の実時間性を考慮して
、接触点が検出された段階で算出することが可能なものを用いる。
【００８５】
　本実施形態では、識別したい触行動として、「叩く」、「押す」、「撫でる」、「握る
」「引っ張る」の５クラスを考えている。ここで、「叩く」とは、短時間で大きな圧力が
発生するインパルスパターンを形成するものとする。「押す」は、長時間接触し，ある程
度大きな圧力を一定方向にかける行動とする。「撫でる」は、接触点をある速度範囲内で
接触面に平行移動させながら繰り返し同じ箇所を接触する行動とする。「握る」は、対向
する法線力がある程度の大きさで長時間維持される行動とする。「引っ張る」は、「握る
」動作に加えてその接線力が一定の方向に働く行動とする。
【００８６】
　本実施形態では、以上の定義した触行動を特徴付け、他の触行動との識別を行なうこと
ができる物理量として、上記の８つを用いている。各触行動クラスとそのクラスを特徴付
けると考えられる物理量の関係を以下の表1に示しておく。
【００８７】
【表１】

【００８８】
　但し、本発明の要旨は、上記の特徴量に限定されるものではない。触行動のクラスと対
応する物理量は単純な相対関係にないため、その物理量だけで触行動パターンを表すこと
はできない。そのため、高速で精度の高い認識を行なうためには、以下で述べるような次
元圧縮などのデータ・マイニング手法が必要となる。
【００８９】
　マッピング部１３２は、各接触点群にて算出された８次元の特徴量ベクトルを、学習済
みの階層型ニューラル・ネットワークにより、２次元情報に圧縮する。より具体的には、
各接触点群にて算出された８次元の特徴量ベクトルを、自己組織化マップにより、２次元
情報に圧縮する。
【００９０】
　ここで、自己組織化マップ（Ｓｅｌｆ－Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　Ｍａｐｓ：ＳＯＭ）と
は、２層からなるフィードフォワード型のニューラル・ネットワークの一種である。自己
組織化マップによれば、多次元のデータを２次元にマッピング（写像）して、高次元空間
を可視化することが可能であり、多次元データの分類や、特徴の抽出、パターン認識など
に利用することができる。
【００９１】
　図９には、自己組織化マップの構成を模式的に示している。図示のように、自己組織化
マップは、第１層としてのｎ次元の入力層Ｘ1、Ｘ2、…、Ｘnと、第２層としての競合層
からなる。一般的に、第２層は入力層よりも少ない次元で表現され、視覚的な認識のし易
さから２次元配列であることが多い。また、第２層の競合層は、重みベクトルｍ1、ｍ2、
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…、ｍnで表現され、入力層のｎ次元と同様にｎ個の要素を持つ。
【００９２】
　自己組織化マップの学習は、出力ニューロンの発火を１つだけ得る教師なし競合学習の
一種であり、学習にユークリッド距離を用いる。まず、重みベクトルのすべての要素ｍi

をランダムに決定する。そして、学習データとなる入力ベクトルを与えると、自己組織化
マップの出力層である第２層のノード（ニューロン）において、重みベクトルと入力ベク
トルとのユークリッド距離を最小にするようなノードを探索し、その入力ベクトルを持つ
ノードを最も適合する勝者ノードに決定する。
【００９３】
　次に、勝者ノードの重みベクトルを、学習データとしての入力ベクトルに近づくように
更新し、さらに、勝者ノードの近傍の範囲内のノードの重みベクトルも、学習データに少
しだけ近づくように更新するようにして、入力ベクトルの学習を行なう。ここで言う近傍
の範囲と更新量は、近傍関数により定義され，近傍の範囲は学習時間が進むにつれてその
範囲が小さくなる。その結果、学習が進むにつれて、出力層上において、重みベクトルが
類似したノード同士は近くに、類似しないノードは遠くに、それぞれ配置されていく。し
たがって、出力層上では、各入力ベクトルに類似したノードが集まるようになり、あたか
も学習データに含まれるパターンに応じた地図が形成されることになる。
【００９４】
　上述したような、学習が進むにつれて類似するノード同士が幾何学的に近い位置に集ま
り、学習データに含まれる地図が構成されていく学習は、自己組織的な学習又は自己組織
化学習と呼ばれる。本実施形態では、マッピング部１３２で用いる自己組織化マップを、
バッチ型学習を用いて学習するものとする。バッチ型学習とは、全学習データを最初に読
み込みすべてを同時に学習させる方法であり学習データを一つ一つ読み込みマップのノー
ド値を更新していく逐次型学習とは異なる。このようなバッチ型学習方法を用いることに
より、学習データの順番に依存しないマップを作成することができる。
【００９５】
　なお、自己組織化マップは、コホネン（Ｔｅｕｖｏ Ｋｏｈｏｎｅｎ）によって提案さ
れた、大脳皮質の神経機能をモデル化したニューラル・ネットワークである。自己組織化
マップの詳細については、例えば、Ｔ．コホネン著「自己組織化マップ」（徳高平蔵、岸
田悟、藤村喜久郎訳、シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社、初版１９９６年６月
１５日）を参照されたい。
【００９６】
　識別したい触行動として、「叩く」、「押す」、「撫でる」、「握る」「引っ張る」の
５クラスを考えている（前述並びに表１を参照のこと）。ここで、これらの各触行動クラ
スについて学習データの計測を数回ずつ行なって、計測した結果からすべての識別クラス
を一度に識別する自己組織化マップを作成することができる。しかしながら、人間が行な
う触行動は例えば「押しながら撫でる」といった具合に、複数の触行動クラスが重なった
重層的なものであることも稀ではなく、また、各々の触行動クラスが持つ特徴量は完全に
直交するものではなく、単一の自己組織化マップ上で分離することができない。このため
、すべての識別クラスを一度に識別する単一の自己組織化マップでは、重層的な認識をで
きない、文脈に依存した認識をできない、といった問題がある。
【００９７】
　これに対し、本実施形態では、識別したい触行動クラス毎に自己組織化マップを作成し
、マッピング部１３２には触行動クラス毎の複数の自己組織化マップを用意するようにし
ている。そして、マッピング部１３２は、ある接触点群から算出された８次元の特徴量が
与えられると、各々の自己組織化マップにマッピングし、各自己組織化マップ上でのマッ
プ位置に基づいて対応する触行動の有無をする。したがって、「押しながら撫でる」とい
った複数の触行動クラスが重なった重層的な触行動についても、触行動決定部１３３では
、該当する自己組織化マップを通じて「押す」及び「撫でる」という重層的な認識を獲得
することができる。
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【００９８】
　図１０には、触行動決定部１３３が触行動クラス毎に用意された複数の自己組織化マッ
プの後段でデータ処理を行なう仕組みを図解している。
【００９９】
　各触行動クラスは完全に独立とは言えない。ある制御周期において検出された物理特徴
量だけでは、唯一の触行動を特定することが難しい場合があり、その多くの識別は文脈に
依存する。すなわち、触行動は履歴を基に認識される面もあるため、触行動の遷移データ
を考慮しなければならない。そこで、各触行動クラスの自己組織化マップ毎に得られる触
行動の有無の判定結果が０又は１に２値化して出力されると、触行動決定部１３３の識別
器は、各クラス間の優先度及び遷移データにより、１つの触行動を決定することとする。
但し、優先度を使わず、複数の触行動クラスを合わせた認識も可能である。
【０１００】
　図１１には、触行動決定部１３３が各触行動の有無の判定結果から触行動を決定するた
めの処理手順をフローチャートの形式で示している。
【０１０１】
　まず、各触行動プリミティブの項目内で、過去数ミリ秒で判定結果の平均をとる（ステ
ップＳ１）。
【０１０２】
　ここで、各触行動プリミティブの判定結果がすべて０であれば、更新しない（ステップ
Ｓ２）。
【０１０３】
　一方、判定結果の平均が０以外となる項目があるときには、最大値のある項目を選択す
る（ステップＳ３）。このとき、同じ値となる項目が２以上存在するときには、最も優先
度の高い項目を選択する（ステップＳ４）。
【０１０４】
　続いて、前回選択した項目と今回選択した項目の間で優先度を比較する（ステップＳ５
）。そして、今回選択した項目の方の優先度が高いときには、更新して出力する（ステッ
プＳ６）。
【０１０５】
　また、今回選択した項目の方の優先度が低いときには、前回選択した項目の今回の値を
参照し（ステップＳ７）、０であれば更新して出力するが（ステップＳ８）、０以外であ
れば更新しない（ステップＳ９）。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、
本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明
である。
【０１０７】
　本明細書で説明した触行動認識の枠組みは、全身に触覚を分布させたロボット（図１を
参照のこと）に対する接触インタラクションに適用することができる。その際、この触行
動認識の系が、より大きな系の１つである場合には、他の系からの出力を基に、どの接触
群に注意を向け、どの触行動認識の出力結果を得るかという応用も可能である。上述した
実施形態では各接触点群の触行動を識別する方法として自己組織化マップを用いているが
、隠れマルコフ・モデルにより連続的かつ重層的な触行動を獲得することが可能であると
本発明者らは思料する。
【０１０８】
　また、本明細書では、本発明を２足歩行の脚式移動ロボットに適用した実施形態を中心
に説明してきたが、本発明の要旨はこれに限定されるものではない。例えば、タッチパネ
ル式のＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）において、単
一のペン先による座標入力操作に限らず、ユーザーが複数の指先を接触させる触行動を通
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の特徴的な動きによる機器操作に対しても、同様に本発明を適用することができる。
【０１０９】
　要する、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限定
的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌す
べきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】図１は、本発明を適用することができる人間型ロボットの外観構成を示した図で
ある。
【図２】図２は、触覚センサー群の構成を示した図である。
【図３】図３は、触覚センサーＣＳの構成を模式的に示した図である。
【図４】図４は、図１に示したロボット装置における結線トポロジの構成例を示した図で
ある。
【図５】図５は、図１に示したロボットの制御システム構成を示した図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に係る触行動認識装置１００の機能的構成を模式的
に示した図である。
【図７】図７は、クラスタリング部１２０が行なう処理動作を説明するための図である。
【図８】図８は、クラスターの階層構造を示した図である。
【図９】図９は、自己組織化マップの構成例を示した図である。
【図１０】図１０は、触行動決定部１３３が触行動クラス毎に用意された複数の自己組織
化マップの後段でデータ処理を行なう仕組みを説明するための図である。
【図１１】図１１は、触行動決定部１３３が各触行動の有無の判定結果から触行動を決定
するための処理手順を示したフローチャートである。
【図１２】図１２は、タッチパネル式のＰＤＡに対してユーザーが複数の指先を接触させ
る触行動を通じて操作を行なう様子を示した図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１…ロボット装置
　１５…ＣＣＤカメラ
　１６…マイクロフォン
　１７…スピーカ
　１８…触覚センサー
　１９…ＬＥＤインジケータ
　２０…制御部ユニット
　１００…触行動認識装置
　１１０…接触点検出部
　１２０…クラスタリング部
　１３０…触行動識別部
　１３１…特徴量算出部
　１３２…マッピング部
　１３３…触行動決定部
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