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This paper describes a method of grasp points detection from an item of cloth
with unarranged shape. We focus on the combination of grasp point detector with shape
classifier. In the proposed method, Convolutional Neural Network(CNN) is generated
for shape classification, and it is also used for extracting a feature vector that presents
shape characteristics. Using the vector, grasp points are calculated as image coordinates.
Experimental results using real images show the effectiveness of the proposed method.
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1. は じ め に

布製品は人々が生活を送るうえで欠かせない存在で

ある．その中でも衣類や寝具などは日常的に利用され

るものであり，我々は普段，洗濯・乾燥・収納などの，

布製品を維持管理するための様々な作業を必要とされ

ている．このうち洗濯・乾燥の作業はある程度自動化

されており，最近では収納（畳み）作業についても自

動化の可能性が見え始めてきている．しかしながら，

技術の確立というには，まだ課題を残しているのが現

状である．

本稿では，筆者が課題の一つと考えている，布製品

からの把持点検出について述べる．例えば図 1のよう

に，無造作に置かれた布製品があったとする．これを

摘み上げて展開し，その後に畳み行動へ移りたいとし

たとき，どの部位を掴むかを決めることが必要である．

もし，置いてある状態の布製品から適切な把持位置

を二点以上検出し，それらを掴むことによって布製品

を展開できるとすれば，吊り下げ状態を経由するより

も，作業手順を少なくなるために効率が良いと言える．

本稿で提案する手法は，一枚の画像を入力として，そ

の画像から適切な把持点を検出可能にするものである．

その手掛かりとするのは，画像に映り込む布製品の形

状状態であり，そこから得られる特徴ベクトルを利用

して，把持位置を求める．
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Fig. 1 Picking up an item of cloth by both hands

2. 問題設定と提案手法

2·1 問題設定 対象物となる布製品は，図１ (1)

に示すように，テーブルなどの水平面上に置かれてい

るものとする．ここから適切な把持位置を見つけるこ

とが，本研究の目標である．なお，ここで言う把持位

置とは，Fig.1 (2)-(3)に示すように，二か所をつまん

で同時に持ち上げることで，布製品がよく展開できる

ような場所を意味する．

2·2 提案手法 机上に置かれた布製品から把持

位置を検出するには，把持すべき部位を局所探索的に

見つけるだけでなく，布製品の全体的な形状状態を考

慮する必要がある．掴むべき部位とその周辺のみを検



Fig. 2 The outline of the proposed method

出するのでは，把持点から離れたところの布の絡みな

どが考慮できないため，把持したのちに適切な展開が

できるとは限らない．そこで本研究では，布製品の全

体形状に関する部分と，そこから把持位置を求める部

分を二つ用意し，それらを連携させて把持位置検出を

おこなう．

図 2は，提案する把持位置検出手法の枠組みを示し

ている．入力は，机上に置かれた布製品を撮影したカ

ラー画像である．そのカラー画像から，畳み込みニュー

ラルネットワークを通して一つの特徴ベクトルが算出

される．その特徴ベクトルは，形状の分類をおこなう

部分と，把持点の算出をおこなう部分のそれぞれへの

入力となる．本研究において出力とするのは，後者の

結果である．ただし，前者のクラスタリングの結果に

応じて後者の算出に用いるパラメータを選択する仕組

みを導入し，入力データと近い形状の学習データ群の

みから，把持位置を算出する．

3. 実 験

3·1 設定 水平なテーブル天板を用意し，その直

上約 70cmのところにカメラを設置し，テーブル天板

を真上から撮影できるようにした．カメラにはソニー

製カメラモジュール FCB-Mを用いた．カラー画像を

解像度は 640×480で撮影した．畳み込みニューラル

ネットワークの構成として AlexNet(1)を採用した．重

みの初期値として，CIFAR-10画像データセット(2)に

よる学習結果を使用した．

3·2 無造作に置かれた布製品を用いた実験 矩

形のハンドタオルを無造作に机上に置き，その全体を

画像で撮影し，一枚の画像につき二つの把持点を指示

して記録した．いくつかの画像を図 3に示す．前節と

同様に，撮影した各画像を回転・平行移動させて，デー

タを増量した．

図 4は，算出された把持位置と真値との誤差をプ

ロットしたものである．この結果から，概ね 10 [pixel]

程度のずれで把持位置が検出できることがわかった．

Fig. 3 Handtowel Images
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Fig. 4 Grasp point error for handtowel images

4. お わ り に

本稿では，布製品の全体形状を手掛かりにして，適

切な複数の把持点を検出する方法について述べた．提

案手法は形状分類器と把持位置算出器から構成され，

全体形状を表現する特徴ベクトルを利用して形状分類

と把持位置検出をおこなう．把持位置検出に関しては，

形状分類の結果を利用するなど，性能向上に寄与する

いくつかの工夫を提案し，実画像を用いた実験によっ

て効果を確かめた．本実験の範囲では，10[pixel]程度

の誤差で把持位置検出をおこなうことができた．
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