布地としわに由来する画像特徴を用いた布製品の分類
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Abstract— This paper describes about a method of clothing classiﬁcation. The method assumes to be used
for a visual function of daily assistive robots tidying up clothes in daily environment. A set of gabor ﬁlters
are applied to an input image by changing its frequency and direction, and then several feature descriptors
which are invariant to translation, rotation and scale are generated. Some of descriptors enables us to know
the category mainly relying on its material, and also shape. Experiments using real clothing images show
the eﬀectiveness of the proposed method.

1.

はじめに

日常環境には人が利用する布製品が多く存在する．も
し，そのような環境下で動作する支援型ロボットに布
のような柔軟物を認識・操作する機能を搭載できれば，
有用であると思われる。本稿では，布の素材や加工方
法による見えの違いを画像特徴とした布製品の分類法
について述べる．
剛体を対象とした物体認識と比較し，布製品のよう
な柔軟物の認識には，それが様々な形状を持ちうると
いう点で大きな困難さがある．近年よく用いられてい
る SIFT [5] などの画像特徴はある程度の見えの変化を
扱えるが，基本的に剛体を仮定した変形を想定してい
るため，柔軟物体における対応付けには適用できない．
布のマニピュレーションを目的とするこれまでの研
究では，様々な画像特徴が用いられてきた．Kakikura
ら [2] は，色情報を用いてアイソレーションタスクを
実現した．Ono ら [7] は，ハンカチのような四角形状
の布製品について，その一部が折れ曲がった状態の表
現方式を提案した．Kita ら [3] は，三次元の可変形状
モデルを用い，計測して得た三次元点群にモデルを当
てはめる手法を提案した．
これらの既存研究では，布製品の種類はあらかじめ
与えられていたり，特定を行うための知識が素材の色
などとして定義されていた．もし，自動機械にとってよ
り一般的に利用できる特徴記述と識別法があれば，生
活支援やクリーニング工場等で有用と思われる．その
意味では，Osawa ら [8]，Abbeel ら [6] が，ロボット
が布製品を操作している間にその輪郭や下端点の位置
を観測し，種類を判別する方式を採用している．
本稿では，布製品に物理的操作を加える事なしに識
別を行う手法を提案する．入力は，その布製品を撮影
した一枚の画像のみである．布地加工やしわ，折れ重
なり等に着目した特徴記述により，無造作に置かれた
状態の布製品が既知のクラスのどれに属するかを判別
する．

2.

多スケール・多方向フィルタリング

我々の先行研究 [9] では，布のしわと折れ重なりを
特徴化するための画像処理方式が提案されている．布

製品を撮影した入力画像に，多スケール・多方向の画
像フィルタリングを適用し，これらの特徴が抽出・分
析されている．本章では，この手法の概要を説明する．
Fig.1 における左上の画像は，床上に無造作に置かれ
た長袖の Y シャツを示している．ここで，画像中の布
製品は以下の三種類に部位分けることができる．

1. ボタンや襟袖
2. しわ部分
3. 布の折れ重なり部分，輪郭
これらのうち，1. は布製品の種類に依る部分である．
例えば襟は Y シャツにはあるがタオルにはついていな
い．一方で，2. ，3. はすべての布製品が持ちうるもの
である．
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画像フィルタリングの概要

布製品を撮影した画像領域には緩やかな帯状のエッ
ジが検出されることに着目する．この領域は，比較的
周期の長い周波数を密に含んでいるとも言える．
この性質を画像データから抽出するため，振幅や窓
幅，方向成分などを様々に変えたガボールフィルタを
適用する．このアプローチは，テクスチャ画像の分類
を行うための方式としてよく利用されているフィルタ
バンク [4] に類似している．本研究の場合には，布のし
わや折れ重なりが様々な周波数や方向による波によっ
て表現されていると考え，ガボールフィルタを用いた
分析を行う．このフィルタリングでは，波形のパラメー
タは様々に変えられ，畳み込み積分によりそれぞれの
波形に対する反応画像が生成される．例えば，高い周
波数のフィルタでは，布の折れ重なり部分や布地の違
いが強調されやすい．一方で、低い周波数のフィルタ
を用いると，しわのある領域で一定量の反応値が得ら
れる．
この結果を融合して，以下の二種類の画像を生成する．

1. Maximum Orientation Image (MO 画像)：この
画像における各画素には，様々な方向成分を持つ
フィルタカーネルを用いて原画像に畳み込み積分
を行った結果，最も強い値を記録したときの方向
成分を納める．この利用法は，’MR8’ フィルタバ
ンク [10] に似ているが，本研究の場合は，指向性

Fig.1 Multi-scale & multi-orientation ﬁltering. In the maximum magnitude image, the brighter pixel indicates a
pixel which reacts in the larger scale parameters. In the maximum orientation image, the diﬀerence of pixel
color indicates the direction of each wrinkle region.

のあるフィルタのみを利用している点が異なる．
2. Maximum Magnitude Image (MM 画像)：この画
像における各画素には，様々な大きさのフィルタ
カーネルを用いて原画像に畳み込み積分を行った
結果，最も強い値を記録したときのカーネルサイ
ズを納める．
これらの画像を用いて，布地の状態やしわの方向・輪
郭等を分析する．また，特定のカーネルサイズのフィ
ルタをかけた画像に着目することで，布の折れ重なり
部分の候補領域を抽出する．
Fig. 1 は，このフィルタリングの概要を示している．
原画像に対して，様々なカーネル関数を持つガボール
フィルタが適用され，二種類の画像が出力される．

3.

布の特性に着目した特徴記述
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前処理

まず，入力画像から対象とする布製品の領域を抽出
する．本研究では，Mean-shift ベースの領域分割 [1] を
用いてそれを行う．その後，Fig. 2 上段のように対象
領域を覆うような円を描く．その半径 Rc と，中心座
標 CC が，次に述べる特徴記述に利用される．
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布地としわ密度に着目した特徴量 (CM-WD)

布製品の素材には綿やポリエステルなど様々なもの
があり，その加工方法もやはり様々である．また，し
わのでき方は，このような条件の他に，布の厚みなど
も影響してくる．これらの違いによる布製品の状態を
よく記述する特徴量を設計することで，分類問題が解
決できると考えられる．本研究では，MM 画像の出力
を元にして以下にような特徴記述を行う (Fig.2(A))．

1. 指定した画素の位置 (x, y) から Cc の間の距離 LD
と， Rc との比
2. 指定した画素の画素値 FD (x, y)
3. 近傍の画素との差分の合計
∑
DD = i,j∈W (FD (x, y)−FD (x+i, y +j))

Fig.2 Feature description

これらの結果を，上記三種類のパラメータを軸とする
三次元空間へ投影する．そして，その空間を三次元グ
リッドに区切り，各グリッドに納まっている値の数を
取り出すことで，ヒストグラムを得る．こうして得ら
れる表現は，スケール・回転・平行移動に不変である．
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Existence of cloth-overlaps (OVLP)

比較的短い波長におけるフィルタリング結果に着目
することで，布の境界や布の折れ重なり部分をある程
度抽出することが可能である．さらに，そのようにして
得た注目領域の各画素について，折れ重なりの上側の
布に属するものと下側の布に属するものとに分ける．そ
こから以下のような三種類の特徴を求める (Fig.2(B))．

1. 注目画素の位置 (x, y) から Cc の間の距離 LO と
Rc との比
2. 注目画素が折れ重なりの上下どちらに属するかを
連続値で評価した値 EO
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Table 2 Clustering result (SSEX, 10 clusters)

Fig.3 Clothing images
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これらの結果を，他の特徴表現と同様に三次元空間へ
投影し，ヒストグラム化する．
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スケールスペースにおける極値 (SSEX)

良く知られている画像特徴 SIFT [5] では，スケー
ルスペースにおける極値が用いられ，スケール・平行
移動・回転変化にロバストな特徴記述が実現されてい
る．本研究の課題においても，この極値に着目するこ
とは布地やしわのでき方を記述するのに役立つと思わ
れる．そこで，検出した極値とその周囲から以下を計
算し，前述した特徴量と同様に三次元のパラメータ空
間へ投票してヒストグラム化する．

1. 極値のスケール値
2. RC と 各極値の座標値の比
3. RC と，現在の極値とそれに最も近い極値との間
の距離の比

4.

実験

Fig.3 の上三段に示すような日常的に用いる布製品 9
種を実験対象として選んだ．下段に，(7) と (9) の実
際の撮影画像を示す．布地の素材には，綿，ポリエス
テル，アクリルなどがあったが，多くは綿製であった．
(7)，(8) は共にパイル地のタオルであるが，形と大き
さが異なる．
床やテーブルなどの平面上に布製品を無造作に置き，
各クラスごとに 200 から 300 枚の画像を撮影すること
で，約 2400 枚の VGA (640 × 480) の画像データセッ
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トを得た．これらの画像に対し，前章で述べた３種類
の特徴を計算し，2400 × 3 の特徴を含むデータベース
を得た．
以降で述べる実験には，色情報は利用していない．
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3. 注目画素が属している折れ重なり部分の方向成分
と線分 LO との相対角度 θO

3

クラスタリングによる特徴量の評価

布製品の分類課題に対する適応性を調べるため，ま
ず，教師なしクラスタリングによる分析を行った．ク
ラスタリング手法には repeated bisection 法 を用いた．
もし，特徴量の設計が適切であれば，クラスタリング
の結果はもとの布製品の違いを良く表すものになるは
ずである．
本実験では，ヒストグラムを生成するときの特徴空
間の分割数を各軸 8 とした．Table 1，Table
2 は，
ある 4 つのクラスを抜き出し，そこに含まれる約 1000
個の特徴に対してクラスタリングを適用した結果のう
ち CM-WD，SSEX について掲載している．SSEX
にも一定の分割性能が見られるが，CM-WD の方が明
らかに布製品ごとの区分けができている．なお，CMWD には同種の布地を同じクラスとして判断する傾向
も見られた．例えば，(7) と (8) は両方ともパイル地の
タオルであるが，クラスタ 5，6 では両方が含まれて
一つのクラスタを形成している．
Fig.4 は，MO 画像の処理例を示している．素材や
布地の違いにより，ピクセルの輝度値の分布に一定の
傾向が見られる．
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機械学習手法を用いた布製品の分類

Fig.3 に示した 9 種類全てのクラスを用いて，分類
器生成とその評価を行った．分類器の生成には，マル
チクラス SVM を用いた．実装は LIBSVM[11] を利用
し，C-SVC, RBF カーネルを設定した．
評価を行うため，n 分割の交差確認を適用した．特徴
量については，単体でのテストと複数の特徴ベクトルを
連結した場合のテストを行った．その結果，CM-WD
単体では 89 %，SSEX 単体では 61 %, CM-WD，

た．布製品の置き方により襟袖部分が観測できた場合
とそうでない場合で，分類結果が変わっていた．これ
より，提案手法は布のテクスチャにも影響を受けるこ
とがわかった．すなわち，特定の布を見つけるための認
識処理には有用であるが，一般物体認識のようにカテ
ゴリ分けする目的には，工夫が必要であると思われる．

5.

まとめ

本稿では，無造作に置かれた衣類の状態記述を行い，
それを用いて衣類の分類を行う方式について述べた．多
数のガボールフィルタを用いて生成した画像から特徴
量を算出し，その弁別性能と識別器の性能について実
データを用いて検証した．
今後の課題として，テクスチャのある布製品や，複
数の布製品が置かれたいた場合への対処がある．
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Fig.5 Classiﬁcation results on unknown clothing

SSEX を双方利用した場合の結果が最も良く，識別率
は 98 % を越えた．
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未知の布製品の分類
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