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This paper describes a method of unfolding a rectangular cloth by a dual arm robot. In

our proposed method, we assumed that the cloth can be in one out of three conditions. We

focus here on one of the conditions, since it is the more complex to approach. To do it, we use

mainly a“pinching and sliding motion.”When we use the motion, three possible failure factors

may appear. To avoid the failures occurred by each of these factors, we add three correcting

processes to the method. We confirmed the effectiveness of the proposed method by performing

an experiment with a real dual arm robot. 50 unfolding trial were executed, and we obtained a

success rate of 86 percent in our experiment.
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1 緒言
私たちの普段の生活において，布製品は欠かせない存在であ

る．したがって，それらに関連する多くの日常的な作業がある．
このうち，洗浄や乾燥については全自動洗濯機などの普及により
すでに自動化がなされているが，一方で，畳む・広げるなどの操
作は現状では人手によることがほとんどである．しかし，それら
の作業は非生産的家事に分類されるものであり，自動化の要望は
多い．
このような要望に対応すべく，自動機械による布製品の操作に

関する研究がおこなわれてきている．操作を通して布製品の種類
を知る機能 [1]や，操作中の布製品の形状状態を知る機能 [2]，布
製品を畳むタスク [3] などがある．
筆者らも，これまでに矩形の布製品の展開に関する課題を扱っ

てきた [4] [5]．摘み滑り動作を導入することで，比較的効率的な
手順での展開を可能にし，双腕ロボットを用いた実験を通して手
法の有効性を示してきた．本研究の目的は，これまでの知見を引
き継ぎながら，展開作業の成功率を向上させることである．その
実現のため，摘み滑りよりも効率的な展開が可能な場合には双腕
動作によりそれを実行する手順の追加や，摘み滑りの失敗検知と
そこからの回復機能の追加などをおこなった．本稿では，それら
の具体的な内容と，実機実験による検証結果について述べる．

2 問題設定と展開手順
一枚の矩形の布製品がテーブル上に 1 枚だけ置かれていると

する．二指ハンドを取り付けた上半身ヒューマノイドロボットを
使用し，この布製品の四つの角を折り返しなく，矩形状に広げる
ことを目標とする．使用するセンサは，頭部に搭載した三次元距
離画像センサと，腰部に搭載した高解像度カラーカメラである．
布製品の初期状態を，図 1に示すような 3種に大別する．

状態 0：シワや折り返しがない角が一つも視認できない ．

状態 1：シワや折り返しがない角が少なくとも一つ視認できる．

状態 2：シワや折り返しがない角が二つ視認でき，それらの間
を繋ぐフチも視認できる．

それぞれの状態の対し，展開のための行動を次のように決める．

行動 0： 布の形を整え直す

Fig.1 テーブル上の布の状態大別

Fig.2 摘み下ろし動作

行動 1： 摘み滑り展開

行動 2： 発見した 2箇所の角を摘み上げて展開

それぞれの行動について以下に説明する．状態が 0 のとき，ロ
ボットはまずテーブル上の布の適当な二カ所を摘み上げる．これ
により，布の四つの角のうち，少なくとも一つの角が下に垂れる
可能性が高くなる．その後，布製品の角のうち一つを手前に出す
ための操作 [5]を行うことにより，布の状態を 1または 2へと遷
移させる．
状態が 1 のときは，まず発見した角のうちの一つを摘み上げ

る．その後，図 2に示すように，角を把持したハンドをいったん
机上付近まで下ろす．それにより，図 2右に示すように布の形状
が変形し，左右に布のフチが現れる可能性が高くなる．その後，
側方からもう一方のハンドを接近させてフチを把持し，図 3に示
す動作によって展開を行う．
状態が 2 のときは，検出した二カ所の角を左右の手で摘み上

げて展開する．



Fig.3 摘み滑り動作

Fig.4 Gabor Filterによる布領域の検出

3 摘み滑り動作による布製品の展開
摘み滑り動作は，展開を効率的におこなうための有用な手段で

ある．本章では，その動作を行う上で問題となる三つの点と，そ
れらに対する解決策を述べる．

3.1 摘み滑り動作直前の布製品の形状
一点目は，片方の手で摘み上げた角を一旦テーブル付近まで下

ろす動作の後，もう一方のハンドで把持可能な布領域が現れない
問題である．この問題を解決するために，一度布を所定の高さま
で上げてから腕を振り，布の形状を整えなおす．この腕振りをお
こなう必要があるか否かを判断は，次のようにおこなう．腰部に
設置したカメラを利用し，摘み上げた状態の布製品の画像を撮影
する．この画像にエッジ検出器を適用し，布の表面から検出され
るのと同等の空間周波数が画像のどこに配置しているかを調べる
ことで，布製品の形状状態を評価する．エッジ検出器としてはガ
ボールフィルタを用いる．

g(x, y; f, θ,Ψ, σ) = exp(−xθ + yθ
2σ2

)cos(2πfxθ +Ψ) (1)

ここで，
xθ = (x− ux) cos θ + (y − uy) sin θ (2)

yθ = −(x− ux) sin θ + (y − uy) cos θ (3)

である．f は周波数を，Ψは位相を，σはカーネルサイズを表す．
また，x,y は現在のピクセルの中央の座標を，ux,uy はガウス分
布の中心座標をそれぞれ表す．これらのパラメタを調整すること
で，図 4上に示すように高周波領域を強調する．
この結果から布の領域を抽出する方法は次の通りである．図 4

上の画像をM とする．このM を n × n[pixel]のメッシュに区
切り，区切ったときの i行 j 列目にあたる領域をM(i, j)と呼ぶ

Fig.5 摘み滑り動作の成功と失敗

ことにする．ここに，0 ≦ i＜m，0 ≦ j ＜ nであるとする．今，
M(i, j)について，この領域内を左上からラスタ走査し，領域内
の画素の絶対値を合計していく．この合計値 S(i, j)が，ある閾
値 T に対し，

S(i, j) > T (4)

を満たしているかを確認，記録していく．これを全ての i，j の組
み合わせついて行う．最後に，M をメッシュに区切ったときの第
p行目について，一番最初に式 (4)を満たす列 cp,min と，一番最
後に式 (4)を満たす列 cp,max を調べる．穴や破れ等が無い限り，
布全体が連続領域であることを考えると，布はM(p, cp,min)から
M(p, cp,max)の間に存在することが予想される．これを，p = 0
から p = mまで全ての行で行うことで，布が存在する領域全体
を得る．
この手法によって得られた布の領域を可視化したものを図 4下

に示す．このようにして得られた画像について，布を把持してい
るハンドの下の一定領域 (下図中に記された矩形領域)を参照す
る．この領域内で，布が存在する領域の占有面積を計算し，占有
率がある一定値を下回っていた場合，布が把持出来る形状ではな
いと判断することにした．

3.2 摘み滑り展開前の布の把持状態
二点目の問題は，摘み上げた角の下に位置する布のフチを，も

う一方のハンドで把持したとき，フチ部の布が二重に折りたたま
れた状態になってしまうことである．この場合，ロボットはフチ
の把持をやめ，（１）手首を回転させるか，（２）腕を振る、のい
ずれかの動作により布の形状を整えなおす．
まず，（１）について説明する．布の角を摘んだハンドを所定の

高さまで上げ，手首の yaw 角を少しだけ変える．その後，もと
の高さまで戻す．これにより，フチの形状を正常に把持可能なも
のに変えられる可能性がある．
（２）については，摘んだ布製品を持ち上げ，腕を振る動作に

よって布の形を変形させる．腕を振る分，先の動作よりも時間が
かかるが，布の形状を大きく変形させることが出来るため，前者
だけでは解消しきれない場合には，この行動を利用する．二つの
行動のどちらを選択するかについては，次章で述べる．

3.3 摘み滑り動作の失敗
三点目は，摘み滑り動作の失敗である．この動作に失敗すると，

ほとんどの場合で布製品はどちらか一方のハンドで把持された状
態になる．そこで，もう片方のハンドにより布の下に垂れた部分
を把持しなおし，布を両手で持ち上げる．その後は 2.1節の行動
0と同様のやり方により，布製品をテーブル上に置きなおし，展
開作業のやり直しを行う．
摘み滑り動作の失敗を検出する方法は以下のとおりである．摘

み滑りのために設定された所定の動作が終了したとき，腰部に設
置したカメラから見た布製品の画像を図 6に示す．成功時は画像
中のある一定領域が全て布で覆われているのに対し，失敗時は覆
われていない．そこで，3.1節で述べたガボールフィルタによる
布領域の検出処理を適用することで，布領域の占有率が所定の値
を上回っていなかった場合に，展開失敗であると判定することに
した．

4 ロボットの行動選択
3.2節において，布の把持の成否を判定する処理について述べ

たが，基礎実験の結果，識別器の精度が 7割程度と，不確実性が



Fig.6 カメラから得られる布の画像 (左：成功，右：失敗)

あることが分かった．そこで，ロボットの行動選択に部分観測マル
コフ決定過程 (Partially Observable Markov Decision Process：
POMDP)を用いることにした．

POMDPは，状態：S，行動：A，観測値：O，遷移確率：T，
識別精度：P，報酬：R，割引率：γ，初期信念分布：b0(s) の 8
要素から構成されるが，まずこのうちの S，A，Oを以下のよう
に定義する．

状態 S… 布の状態 ：s0，s1

行動 A… 次に取る行動 ：a0，a1，a2

観測値 O… 識別器が観測した布の状態 ：o0，o1

ここで，s0，s1はそれぞれフチを折りたたんで把持している状態，
折りたたんで把持していない状態に対応し，観測値 o0，o1 は，識
別器が状態を s0，s1 であると観測したことにそれぞれ対応する．
また，行動 a0 から a2 は，腕を振る動作 (3.2節行動 B)，摘み滑
り動作，ハンドを回転させる動作にそれぞれ対応する．その他，
ある状態 S で行動 Aをとり，状態 S’へと移行する遷移確率 T (s
’|s, a) については，次のように定義する．行動が a1 のときは，
布を展開する作業へと移行し，その回のタスクを終了とするため，

T (s′|s, ai) = b0(s)　 (i = 1, 2) (5)

とする．初期信念分布 b0(s)は，布の初期状態が「机上に無造作
に置かれてある」という仮定に基づき，b0(s1) = b0(s2) = 0.5 と
した．また，行動が a0，a2 のときの遷移確率は，実験的に確認
した．その結果を表 1に示す．報酬 R については，正しく状態
を識別，行動した際には正の報酬を，誤った識別，行動をした際
には大きな負の報酬を，そして行動 a2 によりハンドを回転させ
た場合には小さな負の報酬をそれぞれ与えた．割引率γは実験
的に 0.7とした．
以上をもとに，価値反復アルゴリズム (Point Based Value It-

eration)を用いてパラメタを算出した．その結果，矩形の布製品
における信念 b(s0)の値が

条件 0 b(s0) > 0.5550 のとき行動 a0

条件 1 b(s0) < 0.4393 のとき行動 a1

条件 2 0.4393 ≦ b(s0) ≦ 0.5550のとき行動 a2

となるとき，それぞれ最適行動となることが分かった．以上の条
件に基づき，次の行動を決定する．行動 a0，または行動 a2を取っ
た場合は，以下に示す式により，信念分布の更新を行う．

b′(s′) =
P (o′|s′)

∑
s
T (s′|s, a)b(s)∑

s′ P (o′|s′)
∑

s
T (s′|s, a)b(s)

(6)

行動 a1 を取った場合は，前述のように信念分布を b0(s)に初期
化した．

5 実験
5.1 実験手順
図 7に実験機と実験環境を示す．実験機には，川田工業株式会

社製の HIRO を使用した．このロボットの頭部に Microsoft 社
製の Kinectを装着し，布の RGB画像及び深度情報を得ること
で，布の状態の識別判定を行った．また，腰軸付近には Baumer

Table 1 状態遷移確率 (矩形の布)

T (s′|s, a0) Now state

s1 s2

Next state s′1 0.90 0.90

s′2 0.10 0.10

T (s′|s, a2) Now state

s1 s2

Next state s′1 1.00 0.50

s′2 0.00 0.50

Fig.7 実験環境

Fig.8 処理フロー

社製のカメラ VLG-22Cを搭載し，摘み滑り動作時における布の
RGB画像を取得した．
システム全体の処理フローを図 8に示す．まずロボットは，テー

ブル上に置かれた布の状態を観測し，観測された状態 0から 2に
応じた行動を取る．状態が 0または 2のときは，それぞれ第 2章
で述べた行動 0，行動 2を実行する．状態が 1のときは，発見し
た角を摘み上げ，摘み下ろし動作を行う．ここで布の形状が側方
から把持出来ないと判定された場合，腕振り動作によって形状を
整え直す．把持可能な場合，側方から布を把持する．このとき，
4章で述べた条件 0から条件 2を判定し，信念の値に応じた行動
をとる．その後，摘み滑り展開に移行出来た場合は，最後に展開
の成否判定を行う．ここで展開失敗と判定された場合は，3.3節



Fig.9 展開の成功例

Fig.10 使用した布 (矩形の布)

で述べたやり直し動作によって，作業を最初からやり直す．以上
の処理フローの展開開始から展開終了までを 1回分の実験として
行った．最終的な展開の成否については，図 9に示すように，ロ
ボットの 2つのハンドが布のフチを把持し，シワや折れ重なりが
なく空中で展開出来ている状態を成功とみなした．これを図 10
に示す布製品に対し 50回実施し，成功率を調べた．

5.2 実験結果と考察
試行 50回の結果，成功回数は 43回，成功率は 86%となった．

失敗の要因としては，状態 2の識別後，2つの角のうち，一方を
把持出来ずに失敗した事例が 1回，摘み滑り動作失敗時にその判
定に失敗した事例が 2回，摘み滑り動作失敗時のやり直し動作に
失敗した事例が 4回であった．
実験中，側方からのフチの把持に失敗する場合が何度かあっ

た．この状態のまま摘み滑り動作へと移行した場合，失敗するこ
とが予想される．本システムは失敗時のやり直し動作を実装して
いるため，これだけでも失敗を回避することは可能となるが，作
業全体にかかる時間は長くなってしまう．しかし，折りたたまれ
た把持状態の識別器と POMDPの併用によって適当な行動を選
択，実行したことで，作業を最初からやり直すことなく，短時間
で展開が行えた．効率的な展開作業の実現において，有用な処理
であるといえる．
一方，摘み滑り動作に失敗した際，その検出に失敗した事例が

2回発生した．布領域を検出するために利用したガボールフィル
タは，照明条件によって上手く機能しない場合がある．そこで，
フィルタのパラメタを再調整した結果，今度は布が存在しない領
域を布領域であると誤判定する失敗が発生した．識別精度の向上
が課題として上げられる．また，摘み滑り動作のやり直し動作に
失敗する事例が 4回発生した．いずれも，下に垂れた布を把持し
ようとして失敗した．本システムは，下に垂れた布を把持するハ
ンドの位置を定位置として実験を行っている．より確実に下に垂
れた布を把持するための処理についても，今後の課題として検討
していきたい．

6 結言
本稿では，テーブル上に無造作に置かれた矩形の布製品を双腕

ロボットを用いて展開する行動について述べた．摘み滑り動作を
軸として，認識の信頼性を考慮した動作選択や，失敗検知とやり
直し動作などの要素技術を組み込み，効率的かつ高い成功率での
布生地展開を目指した．上半身ヒューマノイドロボットを用いた
実験により，提案した手順で 86 % の展開成功率を得た．

今後の課題は 5.2節で述べたとおりである．より高い成功率で
の展開作業を目指し，日常生活でのアプリケーションも検討して
いく．
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