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In this paper, we propose a method for estimating the posture and measuring the contact force
of roller brushes during painting walls. The posture of the roller brushes to be estimated is the three-
dimensional position of the roller section, its rotation on the coating surface, and the angle between
the roller brushes handle and the coating surface. The contact force is between the roller brushes and
the painted surface. From the verification experiments, we confirmed that the proposed method can
estimate and measure these parameters.
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1 緒言

壁面の塗装作業は職人の手で行われている．しかし，職人の高
齢化・減少により，その技能継承が課題となっている．技能継承
手段の 1つに塗装熟練者の技能をデジタルアーカイブ化すること
が挙げられるが，現在一般化・標準化された手法は存在していな
い．ここで，デジタルアーカイブとは，「有形無形の資源をデジタ
ル化して作ったデジタル資源やもともとデジタル形式で作られた
資源を収集・蓄積・保存・提供するサービス、あるいはそのサー
ビスのために組織化されたデータの集合体のこと」と文献 [1]で
定義している．それに倣い，本稿でのデジタルアーカイブ化（以
下「アーカイブ化」という．）は，無形の資源である塗装技能をデ
ジタル化して収集・保存することを表す．一般化・標準化された
アーカイブ化手法が存在すれば，人間から人間への技能継承の効
率化や，ロボットへの塗装作業教示が可能であると考えられる．
　本研究の目的は，ローラブラシによる壁面塗装技能のアーカイ
ブ化である．壁面塗装技能のアーカイブ化対象は，人間の動作で
はなくローラブラシの操作とする．人間の動作そのものをアーカ
イブ化しない理由は，同じ作業をしても職人毎に動作が異なるこ
とが考えられるからである．一方でローラブラシの操作は，人間
の動作と比べばらつきが小さく，作業のコツの抽出が容易になる
と考えられる．
　従来の研究において，道具を用いる技能のアーカイブ化の多く
はマーカなどの特徴を追跡する方法がとられる．林らの研究では，
野菜の輪切りにおける包丁の動きを，反射マーカと 2台のビデオ
カメラから三次元解析している [2]．また，Linらの研究では，円
筒形状の道具のリアルタイム姿勢推定を特殊な模様のマーカを単
眼カメラで認識することで行っている [3]．これらの方法でロー
ラブラシの操作のアーカイブ化は可能であると考えられるが，塗
装作業では塗料によりマーカが汚れてしまい追跡が困難になるこ
とが考えられる．また，画像処理によって色や輪郭の情報を用い
た追跡も考えられるが，塗料によりローラ部と背景色が同じにな
るため色を用いた追跡も難しい．
　本研究では色情報やマーカを一切使用しないローラブラシの
操作のアーカイブ化手法を提案する．色情報を一切使用しないた
め，塗装作業中の塗料の変化や光の影響に頑強であるという利点
がある．

Fig.1 Roller brushes posture

2 問題設定とアプローチ

2.1 問題設定

ローラブラシを用いた塗装作業で多く見られる，地面と垂直な
壁面の塗装作業を想定し，この時のローラブラシの姿勢と接触力
のアーカイブ化を行う．ここで，ローラブラシの姿勢は，ローラ
ブラシのローラ部中心の三次元位置，塗装面での回転 θ，塗装面
と持ち手のなす角 ϕと定義する (図 1)．これらのアーカイブ化の
対象は塗装熟練者にヒアリングした結果から決定した．また，塗
装を行う範囲は人手で定めるものとする．

2.2 アプローチ

本研究では，三次元距離画像センサと加速度，ジャイロ，地磁
気センサを含むセンサモジュールでローラブラシの姿勢推定を行
い，力覚センサで接触力を計測する．また，ローラブラシの姿勢
推定は，ローラ部中心の三次元位置と塗装面での回転 θからなる
ローラ部の姿勢の推定と，塗装面と持ち手のなす角 ϕの推定の二
つの処理で行う．
　ローラ部の姿勢推定では，作業者の背面に置いた三次元距離画
像センサから得られる深度画像情報をもとに，パーティクルフィ
ルタ [4]によるローラ部の追跡を行う．そして，パーティクルの
分布から注目する領域を絞り，領域内部で点群マッチングをする
ことで姿勢推定する．特に，追跡手法にパーティクルフィルタを



用いる理由は，追跡対象の位置を点ではなく確率分布の形で推定
するため，不確実性を考慮することが可能であるからである．こ
れにより，塗装作業中のローラブラシのように動き回る対象に対
しても，尤もらしい存在領域を得ることができる
　塗装面と持ち手のなす角 ϕの推定は，塗装面の法線ベクトルと
ローラブラシの持ち手に取り付けたセンサモジュールの姿勢から
それらのなす角を求めることで行う．画像から ϕを推定すること
は不可能ではないが，小さな角度変化を見逃してしまう可能性が
ある．一方で，センサモジュールを用いると小さな変化も捉える
ことが可能であると期待できる．
　ローラブラシの接触力の計測は，ローラブラシの持ち手部分に
力覚センサを組み込んだ計測器を作製し，それを用いて行う．こ
の計測器は，通常のローラブラシの形状を踏襲し機能性を損なわ
ないように設計することで，計測器でも同じように塗装作業がで
きるようにする．

3 ローラブラシの姿勢推定手法

3.1 ローラ部の姿勢推定

ローラ部の姿勢推定の大まかな流れを図 2に示す．始めに，パー
ティクルフィルタを用いたローラ部の追跡について説明する．パー
ティクルフィルタで物体追跡をするためには，追跡対象の状態と
システムモデルと観測モデルを決定する必要がある．本研究では
ローラ部の状態を深度画像上での座標 x,y とその速度 ẋ,ẏ，シス
テムモデルを線形予測モデルとしてパーティクルフィルタを用い
る．従って，状態ベクトルは x= [x, y, ẋ, ẏ]T であり，システム
モデルは式 (1)で表せる．

xt =


1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 1 0

0 0 0 1

xt−1 + v
(i)
t (1)

ここで式 (1)中の v
(i)
t はシステムノイズを表し，

v
(i)
t = N(0,Σ4)

と定義される．これは，平均 0 で分散共分散行列が Σ4 の四次
元正規分布に従って vt をランダムに生成することを意味する．
i はパーティクルの ID を表し，パーティクル数を N とすると，
i = 1, · · · , N である．また，観測モデルはパーティクルの観測結
果が，既知であるローラ部半径 rに近いときに尤度が高くなるよ
うに設計する．そのために，観測データから半径を求める手段を
説明する．パーティクルフィルタの観測データは三次元距離画像
センサから得られる，塗装を行う範囲内の深度画像である．深度
画像に対して，画像内の人間の領域を推定し，それを含まないよ
うに位置マップと法線マップを生成する．ここで位置マップは，
深度画像から逆投影することで得られる三次元の位置情報を，3

チャンネル画像の各ピクセルに格納したものである．また，法線
マップとは，深度画像をもとに法線方向推定によって得た三次元
単位法線ベクトルを，3チャンネル画像の各ピクセルに格納した
ものである．位置マップ，法線マップを生成した後，各パーティ
クルの座標 (x, y)を中心とした n× n(nは奇数)の近傍領域内部
で以下の処理を行う．まず，法線マップの (x, y)の値と領域内部
の周辺の点 (̸= (x, y))の値で法線の内積を計算する．内積から法
線同士のなす角を求め，そのなす角が定めた閾値より大きければ
パーティクルがローラ部上にあると仮定し，式 (2)により半径 R

を求める [5]．ここで pp は，パーティクルの座標に対応する位置
マップの値，np は法線マップの値である．また，pn は近傍領域

Fig.2 Flow of posture estimation of roller section

内の周辺の点 (̸= (x, y))の位置マップの値，nn は法線マップの
値である．pn，nn は近傍領域内部の点であるため複数個ある．

R = |pp − q| (2)

ここで，q は以下のように求める．

q = pp − rnp

r =
|nn|2(pp − pn) · np − (np · nn)(pp − pn) · nn

|np|2|nn|2 − (np · nn)2

パーティクルがローラ部上ならば，近傍領域内部で求めた半径 R

の集合の中央値 Rmed は既知のローラ部半径 rと同じであり，半
径Rの集合の最大値と最小値の差Rdiff は 0である．このRmed

と Rdiff に対して，それぞれ分散を σ2
med，σ2

diff として持つよ
うな二つの正規分布の掛け合わせを尤度関数 L とすると，尤度
関数 Lは式 (3)のように表すことができる．

L =
1√

2πσmed

e
− (Rmed−r)2

2σ2
med × 1√

2πσdiff

e
−

R2
diff

2σ2
diff (3)

　次に，パーティクルの分布から注目する領域を作製する方法の
説明をする．まず，システムモデルによって予測したパーティク
ルの分布に対して座標 x, y の分散共分散行列を求める．そして，
その分散共分散行列の固有値と固有ベクトルを求め，第一固有値
と第二固有値の平方根をそれぞれ長軸，短軸とする楕円を作成す
る．このとき，各軸の向き，すなわち楕円の傾きは固有ベクトル
と同じ方向とする．ここで，楕円の中心はパーティクルの分布の
中心ではなく，パーティクルの尤度重心とする．こうして作った
楕円を，注目する領域とし領域内部の点群を作る．
　最後に，作った点群から円筒形状を抽出し，その円筒点群と参
照点群とでマッチングを行うことでローラ部の三次元姿勢の推
定を行う．ここで参照点群はローラ部と同寸法であり，事前に作
製しておく必要がある．本研究では，点群マッチング手法として
ICP(Iterative Closest Point)アルゴリズム [6]を用いる．

3.2 塗装面と持ち手のなす角推定
塗装面と持ち手のなす角 ϕの推定には，三次元距離画像センサ

座標系でのセンサモジュールの姿勢と塗装面の法線ベクトルを用
いる．塗装面の法線ベクトルは，尤度計算に用いた法線マップか
ら平均法線ベクトルを求め，そのベクトルとする．三次元距離画
像センサ座標系でのセンサモジュールの姿勢は，センサモジュー
ルの初期姿勢を三次元距離画像センサの座標系と合致させること
で求める．そして，求めた塗装面の法線ベクトル n とセンサモ
ジュールの姿勢から塗装面と持ち手のなす角 ϕ を式 (4) で求め



る．ここで，vはセンサモジュールの座標系の適当な軸方向ベク
トルである．

ϕ = cos−1

(
n · v
|n||v|

)
(4)

4 ローラブラシの接触力計測手法

計測器は，市販のローラブラシから取り外したローラとそれを
取り付ける持ち手部分からなる．また持ち手部分は，ローラと力
覚センサを結合する部品，力覚センサ，力覚センサと持ち手を結
合する部品，持ち手，2種類のボルト，ナットからなる 7種類の
部品で構成される (図 3)．ボルト，ナットを除く各部品は，3Dプ
リンタにより作製した．素材は汎用 ABS樹脂である．

Fig.3 Components of the handle

5 検証実験

5.1 ローラブラシの姿勢推定実験と結果の考察

提案手法でローラブラシの姿勢のアーカイブ化を行った．本実
験では，三次元距離画像センサに ASUS社製の Xtion Pro Live，
センサモジュールにwitmotion社製のBWT901CLを用いた．ま
た，アーカイブ化の精度を検証するために，真値としてOptiTrack

V120: Trio(以下「OptiTrack」)の計測データを使い比較を行っ
た．OptiTrackは赤外線 LEDを搭載したカメラと三次元トラッ
キングソフトウェアからなる光学式のモーションキャプチャシス
テムである．実験環境は図 4に示すような配置で行い，三次元位
置の記録は図中のような座標系での値を保存した．OptiTrackで
ローラブラシの姿勢計測を行うために，反射マーカを図 5のよう
にローラブラシに取り付けた．これらのマーカの三次元位置より
以下の計算でローラブラシの姿勢を求めて真値とした．ここで，
pi は i番のマーカの三次元位置，x,y は図 4の座標系の X軸方
向ベクトルと Y軸方向ベクトルである．

ローラ部中心：
p1 + p2

2

回転θ： cos−1 (p1 − p2) · x
|p1 − p2||x|

塗装面と持ち手のなす角ϕ：
π

2
− cos−1 (p4 − p3) · y

|p4 − p3||y|

　本実験では，位置マップと法線マップを生成する際に必要な
人間領域推定に Nuitrack[7]というソフトウェアを用いた．また，
パーティクルフィルタのパーティクル数を 750個，近傍領域サイ
ズを 9× 9とし，位置マップと法線マップを行列共に 1ピクセル

Fig.4 Experimental environment

Fig.5 Roller brushes and marker placement to be used

毎に間引くことでダウンサンプリングし，近傍のピクセルの位置
と法線の変化を大きくする処理をとった．
　検証実験では，ローラブラシを図 4内の座標系の Xおよび Z

軸方向に動かした．これを以下の 5ケース実施した．

1. 400mmの幅を Z軸方向に 3往復

2. 800mmの幅を Z軸方向に 3往復

3. 400mmの幅を X軸方向に 3往復

4. 700mmの幅を X軸方向に 2.5往復

5. 800mm の幅を Z 軸方向に 7 往復しながら 400mm の幅を
X軸方向に 1往復

　今回，三次元距離画像センサと OptiTrack で座標系を一致さ
せるのが困難であったため，計測開始点を 0とした変化量を比較
することとした．提案手法とOptiTrackで求めた，各ケースでの
ローラブラシ姿勢変化量の絶対値誤差の平均と標準偏差を表 1に
示す．また，実験中に得られたパーティクルの分布とそれより作
製した楕円領域をカラー画像に表示したものを図 6左に，ローラ
部の姿勢推定を行った結果を重畳表示したものを図 6右に示す．
　三次元位置は表 1 から，case1，3 のようにローラブラシを
400mm往復させる時には，変位量の大きい成分で 15mm以内の
誤差で推定可能であった．また，その時の標準偏差は 7mm程度
であり，一定の精密さがあることを確認した．一方で，case2，4，
5のように，大きくローラブラシを動かすと，変位量の大きい成
分の誤差が大きくなることがわかった．このときの誤差が大きく
なるタイミングは，ローラブラシの移動方向が変化するタイミン
グであった．これは，パーティクルフィルタのシステムモデルが
線形予測モデルであるために，ローラブラシの移動方向の変化に
対応できないフレームが生じ，その結果，楕円領域内部にローラ



Table 1 Mean and standard deviation of estimation

error

X [mm] Y [mm] Z [mm] θ [deg] ϕ [deg]

case1 7.55 (3.97) 3.59 (2.54) 13.51 (7.33) 1.59 (1.08) 0.99 (1.41)

case2 4.01 (3.02) 5.02 (3.59) 25.33 (14.90) 1.66 (1.33) 1.08 (0.98)

case3 10.97 (7.13) 2.93 (2.65) 3.82 (2.48) 1.90 (1.60) 3.47 (2.14)

case4 20.66 (13.43) 2.30 (1.78) 4.52 (3.04) 2.79 (1.97) 2.13 (1.73)

case5 18.92 (12.89) 5.55 (3.98) 31.95 (23.51) 1.88 (2.29) 1.54 (1.21)

　

Fig.6 Particles and ellipses(left), Estimated pose(right)

部の一部が含まれなくなってしまい，ICPアルゴリズムでの姿勢
推定結果が悪くなったからだと考えられる．
　塗装面での回転 θは全てのケースにおいて 2deg程度の誤差で
推定可能であった．
　塗装面と持ち手のなす角 ϕは case3，4で，ほかのケースと比
べると大きい誤差が生じた．これは，センサモジュールの初期姿
勢を三次元距離画像センサの座標系と一致させる際のオフセット
により生じたものだと考えられる．これらの誤差には，三次元距
離画像センサと OptiTrack の座標系が回転のオフセットを持っ
ていることによる系統誤差も含んでいると考えられる．　

5.2 ローラブラシの接触力計測実験と結果の考察

提案手法でローラブラシの接触力のアーカイブ化を行った．本
研究で用いた力覚センサは Leptrino社製の CFS034CA301Uで
ある．検証実験は 2台の力覚センサの出力を比較することで行っ
た．図 7に示すように，1台の力覚センサを平面におき，その上
に載せた薄い板を提案した計測器で接触した．このとき，Z軸方
向に押し付けとロール方向（X軸回り）にトルクを加えるように
接触した．その結果を図 8に示す．
　図 8からどちらの力覚センサの値も同じように推移しているこ
とがわかった．Z軸方向の力で基準とローラブラシの接触力でオ
フセットが生じているのは，ローラブラシを逆さにしたことによ
るローラ部の自重分だと考えられる．また，X軸回りのトルクは
逆方向に推移しているが，これは作用反作用の関係によるもので
あり問題はない．一方で，計測器側のトルク値が基準のと比べ小
さい出力になっているのは，ローラ部と持ち手をつなぐ金属パー
ツがたわみ，反トルクが生じたからだと考えられる．

6 結言

本稿では，壁面塗装におけるローラブラシの姿勢推定および接
触力計測のアーカイブ化手法の提案を行った．パーティクルフィ
ルタを用いたローラ部の追跡とパーティクルの分布から作った領

Fig.7 Overview of contact force measurement experiment

Fig.8 Results of contact force measurement experiment

域内部での点群マッチングによるローラ部の姿勢推定手法につい
て述べた．また，センサモジュールを用いた塗装面と持ち手のな
す角推定手法と力覚センサを用いた接触力計測手法についても述
べた．実験を通して，提案手法でローラブラシの姿勢推定が可能
であることと課題を確認した．
　今後の課題としては，推定精度向上や遮蔽に強くするための実
装が挙げられる．
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