
音で何が置かれたかを知る音で何が置かれたかを知る
～

音で何が置かれたかを知る音で何が置かれたかを知る音で何が置かれたかを知る
～盤上物体識別装置

伊藤雄一
大阪大学 大学院情報科学研究科
情報システム工学専攻 准教授
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HCIからCHIへ主体の変遷

Human Computer

Tasks

���
��������	�

コンピュータ内のタスクをキーボードやマウスを使っ
て操作し，結果を得る
操作の主体は人にある

Human-Computer Interaction
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Human Computer

HCIからCHIへ主体の変遷

コンピュータが人の状態や状況に合わせて行動を支援
したり，行動そのものを制御する
操作の主体はコンピュータにある

Computer-Human Interaction
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Human Computer

HCIからCHIへ主体の変遷

コンピュータに支援されていることすら意識しなくなる
環境が実現される
新しいヒトーコンピュータの共生環境の実現

人を知り人を動かす技術の実現が必要



人を知り人を知り人を動かすコンピュータ

!

どうしたら人を動かせるのか
コンピュータに動かされていると感じさせない
コンピュータに動かされていることに喜びを感じるには

誰が 今どんな状態で 何をして欲しいと思っているか
誰が 今どんな状態で 次にどういう状態になれば幸せか
状態や状況のセンシング技術

欲求や感情のセンシング技術

人の無意識コントロール技術

人の行動変容技術

どうしたら人を動かせるのか
コンピュータに動かされていると感じさせない
コンピュータに動かされていることに喜びを感じるには

状態や状況のセンシング技術

欲求や感情のセンシング技術無意識コンピューティング
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IoTIoT（（（Internet of ThingsInternet of Things）

"#$%&'

()*+)*

,--)''."//0'
Thingsに埋めこまれたセンサの
データをAccessToolsによって閲覧

HCIHCIと同じスキーム

! 環境情報のみ（情報閲覧に特化）
! 単デバイス的

! 非連動・ユーザは「人」
! 情報の取得・提示は直接的

環境情報・機
器内部情報
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無意識コンピューティング

"#$%&'()%*(+,-)%

./01/0

233/''("445'233/''("445' 2%67#/0/

ThingsThingsに埋めこまれたセンサのThingsThingsThingsに埋めこまれたセンサのに埋めこまれたセンサの
データを統合・提示情報を制御

CHICHIと同じスキーム

環境
情報

ユーザ情報

使用情報

提
示
・
制
御
情
報

提
示
・
制
御
情
報

支援

! 社会心理学的知見
! 医学的知見
! 経済学的知見

!!! 学術的知見に基づく情報統合学術的知見に基づく情報統合学術的知見に基づく情報統合学術的知見に基づく情報統合
およびモデル化

!
およびモデル化およびモデル化およびモデル化およびモデル化

!!!! 連動デバイス的
!

連動デバイス的
!! 連動・ユーザは「人」「環境」

!
連動・ユーザは「人」「環境」連動・ユーザは「人」「環境」

! 情報の取得・提示は直接・間接的



新技術開発の背景
- 物はどこかに置かれている

物の状態や状況を知る

人間への理解，活動支援

e.g. 使用中の物
→ 作業支援
よく使う物
→ 人柄，職業

・人間の干渉によって変化

8



新技術概要新技術概要 (1/2)

物体配置可能な表面のセンサ化
それによる配置物体の状態認識

置かれている物体の状態を知る

Book Penholder

PC

9



新技術概要新技術概要 (2/2)

物体配置可能な表面のセンサ化
それによる配置物体の状態認識

置かれている物体の状態を知る

10

・物体は机や棚に置かれている
・物体配置可能表面すべてセンサ化

・日常空間内ほぼすべての物体のセンシング
・何が，どこで，どの状態で置かれているか



従来の物体従来の物体認識手法認識手法認識手法(1/3)
カメラを用いた手法
利点
・不透明な物体なら何でも認識可能
・既存の画像認識の技術が使える

欠点
・重なった物体は認識できない
・下から撮影する場合木の机など不透明なもの適用できない
・暗所で使えない
・カメラを使ったシステムはプライバシーの観点から
日常生活に組み込むのが難しい 11



従来の物体従来の物体認識手法認識手法認識手法(2/3)
Deus EM Machina [ Robert 2017 ] 
・電磁ノイズを利用
・触れた物体を認識
・IoT機器の汎用リモコン

利点
・高速応答，高精度
・電子機器なら何でも認識可能
欠点
・電磁ノイズを発生させる物体のみ認識可能

!"



従来の物体従来の物体認識手法認識手法認識手法(3/3)
RadarCat [ Yeo 2016 ]
・電波を利用
・装置上の物体を認識

利点
・高速応答，高精度
・認識できる種類が広い
欠点
・導入コスト
・センサを並べた際の電波干渉

!"



提案手法提案手法(1/2)

利点
・物体表面のセンサ化に適している
・単一センサでの多様な物体情報取得

（物体，形状，位置 etc.）
・容易かつ安価な実装
- ピエゾ素子
- PC(スピーカ出力，マイク入力)

アクティブ音響センシングを用いた
多様な物体情報の取得

置かれている物体の状態認識

14



提案手法提案手法 (2/2)

アクティブ音響センシングを用いた
多様な物体情報の取得

置かれている物体の状態認識

15

・物体表面として
アクリル製平板

・物体情報として ・物体の個数として
物体，位置 1～3個

プロトタイプを実装し
物体や位置の取得精度を評価



アクティブ音響センシング

・アクティブ音響センシング
表面にマイクとスピーカ
物体内部にスイープ信号
応答変化から触れ方認識

Touch & Activate [ Ono 2013 ]

応答は状態により多様に変化
e.g. 触れている物体，形状，位置

応答を要因ごとに解析
多様な情報を取得可能

安価に既存物体に適用可能
物体配置可能表面センサの実現に適している

��



スイープ信号
（20～40 [kHz]）

応答受信

ピエゾ素子
（スピーカ） ピエゾ素子

（マイク）

アクリル製平板

測定対象

フェルトクッション
（スペーサ）

プロトタイプの概念図

FFTで周波数領域に変換

振幅スペクトルをSVMで学習

学習結果から物体情報を取得

スイープ信号

17



単一物体の識別単一物体の識別(1/2)
26種類の日常物体の識別
! 識別対象

!"



- 識別率 98.2[%]
- 提案手法によって物体識別が可能

- 環境パラメータの影響が示唆

- 識別率100%の物体
iphone5, ノート, 積み木

接触面積が周波数特性に大きく影響

!"

- 識別率 98.2[%]
単一物体の識別単一物体の識別(2/2)



単一物体位置推定

! 推定結果

提案手法によって概ね位置推定が可能
誤識別の内訳

5mm離れた地点への識別 : 81.8%
15mmを超える誤識別 : 14.8%

. 2 3
%



複数物体への拡張複数物体への拡張(1/2)

! 物体の組み合わせの数だけクラスが存在
! 物体や位置の種類が増加すると
クラスが指数関数的に増加
→ 学習データの用意が困難

複数物体の種類・位置識別

(組み合わせの数) ! "#$%& &'#( )*#
物体の種類=N, 位置の種類=M(≧N)

!"



複数物体への複数物体への拡張拡張(2/2)
! !"の関係を運動方程式から導出

! スイープ信号は時間的に周波数が変化する信号
! 変位の関係を周波数特性に適用可能

推定

!!

#$

#%

#&
#'

#' " #& #$#$ % #%



推定式を用いた複数物体識別

!"



学習データ
何も乗っていない状態，物体が1つの状態，複数物体の推定値
テストデータ
複数物体の実測値

!"

推定 3物体の推定値

学習

物体なしの実測値
単一物体の実測値

識別

2物体の推定値 2物体の実測値

3物体の実測値

学習データ

複数物体識別評価実験複数物体識別評価実験複数物体識別評価実験(1/3)



スイープ信号
(20～40 kHz)

応答解析

25

・条件
- 識別アルゴリズム : SVM
- 位置 : 装置左端から30, 160, 290[mm]
- 物体 : マグカップ，ノート，ペン（デスクパターン）

リンゴ，たまねぎ，みかん（冷蔵庫パターン）

・条件

複数物体識別評価実験複数物体識別評価実験複数物体識別評価実験(2/3)



- 識別率
デスクパターン : 75.7%
冷蔵庫パターン : 93.8%

- 主な誤識別
デスクパターン : 66.7%

Actual ___ ___ ___ → Predicted ___ ___ ___
冷蔵庫パターン : 33.3% 

Actual ___ ___ ___ → Predicted ___ ___ ___:

デスクパターン

Actual ___ ___ ___ 

デスクパターン

Actual ___ ___ ___ 

デスクパターン

Actual ___ ___ ___ 

Actual ___ ___ ___ Actual ___ ___ ___ Actual ___ ___ ___ Actual ___ ___ ___ → Actual ___ ___ ___ Predicted ___ ___ ___:Predicted ___ ___ ___:Predicted ___ ___ ___:

Predicted ___ ___ ___Predicted ___ ___ ___

!"

推定値学習によって
複数物体識別が可能

識別率
複数物体識別評価実験複数物体識別評価実験複数物体識別評価実験(3/3)



想定される用途想定される用途(1/2)
- 物体検索サービス
・探し物の位置を知らせる
・物体と位置の認識

- 消耗品・在庫管理システム
・消耗品・在庫の残量把握
・買い足し通知
・自動補充
・物体と重量の認識

はさみ

!"



- 冷蔵庫（家庭用・業務用）
・冷蔵庫の1段1段をセンサ面
・食材に合った保存
・残量管理
→ 健康管理

名称 数量 場所
スイカ 1/8 切れ 3段目右
プリン 3  個 5段目左
卵 10 個 扉棚2段目

… … …

!"

想定される用途想定される用途(2/2)



実用化に向けた課題
! 環境依存性
! 温度変化の媒質への影響が学習データにも影響を与える
→温度影響を考慮した学習データ生成手法の検討

! 物体同士の干渉の影響
! 積み重ねや接触による学習データへの影響
→それぞれのデータの取得と解析による検討が必要

!"



企業への期待
! 社会実装に向けた共同研究
! 具体的な用途を想定した環境への本技術の適用

! 音響による無意識コンピューティング環境実現に
向けた共同研究
! アクティブ音響センシングに加えたパッシブ音響センシ
ングに関する研究など，次世代の音響ベース無意識コン
ピューティング環境実現

!"



本技術に関する知的財産権
! 発明の名称： 物体検出装置
! 出願番号： 特願2018-030678
! 出願人： 国立大学法人大阪大学
! 発明者： 伊藤雄一
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産学連携の経歴

! 2006～2009年度A社と共同研究
! 2013～2014年度B社と共同研究
! 2015～2017年度C社と共同研究
! 2015年度～ D社と共同研究

!"



お問い合わせ先

大阪大学共創機構産学共創本部
イノベーション共創部門
リエゾン支援室
TEL 06-6879-4875
FAX 06-6879-4208
e-mail contact＠uic.osaka-u.ac.jp

!!



ご静聴ありがとうございました
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