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 In this paper, we present a learning-based method for estimating the state of a cloth product on basis of its 

optical flow during a dressing process. Using this method, we realize the following capabilities: (1) handling of many 
different kinds of fabric products, (2) detection of fabric manipulation failures (e.g. cloth snagging), (3) fabric 
manipulation with complex procedures, and (4) online state estimation. We evaluate state estimation accuracy in two 
dressing experiments: pulling a plain cylindrical cloth onto an L-shaped stand, and pulling a long-sleeved dress onto 
the arm of a doll. The experimental results confirm that our method can estimate the state of the fabric during the 
dressing process more accurately than conventional methods. 
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1. 緒言 
 私たちが日常生活を送るうえで，着衣作業やハンガー掛け

などの布製品の操作は身近なものである．これらの布操作の

自動化ができれば，介護の仕事や日常生活の負担を軽減でき

るが，現状では十分に自動化が進んでいるとは言えない．そ

の要因の一つは，布の柔軟性によりロボットによる布操作が

失敗しやすいためである． 

布操作の自動化に関して，Gao ら[1]は，リアルタイムで人

の上半身の姿勢認識をすることで，ノースリーブジャケット

の着衣を実現した．しかし，布の情報を一切考慮していない

ため，操作が失敗しにくい衣類であることを前提とする．

Tamei ら[2]は，人と布の位相関係を低次元の状態で表現し，

強化学習を用いて T シャツをマネキンの頭に通すことを実現

した．しかし，操作が失敗したときの検出を実現できていな

い．Erickson ら[3]は,人の腕に服を通すときに，布が人に与

える力を推定することで失敗の検出を実現した．しかし，ズ

ボンの着衣などの複雑な手順を踏む布操作は実現できていな

い．Kita ら[4]は，3 次元データを用いて衣類の形状の認識を

実現した．しかし，認識にかなり時間がかかり，オンライン

での状態推定ができていない．これらの関連研究の課題は，

(1)多種類の布製品を扱う，(2)布操作の失敗検出，(3)複雑な

手順を踏む布操作，(4)オンラインでの状態推定の 4 項目を並

立できていないことである． 

本研究の目的は，上述した 4 項目の並立可能な手法の確立

である．そこで，Yamazaki ら[5]の枠組みに則り，状態推定の

精度を高める方法を提案する．そして，実ロボットによる着

衣実験をおこない，提案手法の有効性を示す． 

 

2. 着衣作業の整理とアプローチ 
2.1 着衣作業の整理 

 着衣作業とは，作業中に刻々と変形する布製品の視覚情報

と布製品から受ける力覚情報をフィードバックしながら行う

作業である．それらの情報を用いて操作中の布製品の状態を

推定し，その状態に応じて操作を調整する必要がある．着衣

作業では．可能な限り対象者に負荷をかけないため,大きな力

がかかる前に操作の失敗を検出できることが望ましい．布製

品は柔軟性により，引っかかりが発生してから大きな力がか

かるまでに布製品が伸びている時間がある．すなわち，力覚

的特徴より先に布の伸縮などの動きの視覚的特徴が出るため，

着衣作業においては視覚情報を重視する方が良い． 

 したがって，布製品の状態を推定するためには，カメラセ

ンサを用いて布製品の領域を抽出し，動きの視覚的特徴を捉

えることが必要である． 

 

2.2 アプローチ 

 先行研究[5]は，1 章で述べた 4 項目の並立と 2.1 節で述べ

たことに対し，ズボンの着衣の自動化のための認識システム

を実現している．この認識システムでは，ズボンの状態を成

功状態と失敗状態の 2 種類に分けて定義している．成功状態

は，着衣作業中の足にズボンを通す，膝までズボンを持ち上

げる等の操作をしている間のズボンの状態である．そして，

失敗状態は，片足がズボンの外に出る，足がズボンの股に引

っかかる等の操作が失敗したときのズボンの状態である．そ

れらの状態を，カメラセンサから得た RGB 画像列から状態推

定器を用いてオンラインで推定する．その推定結果が成功状

態ならば，次の操作に移る基本操作計画を実行し，失敗状態

ならば，操作をやり直す復帰操作計画を実行することで，着

Fig. 1 Recognition system for fabric manipulation 



衣作業の自動化を実現した．この認識システムを図１に示す． 

 このシステムの状態推定器では，布領域のオプティカルフ

ローから布製品の伸び縮みの特徴量を抽出する．そして，予

め各状態の特徴量を保存したデータベースと比較をすること

で，状態を推定している.  

 このシステムの構成と状態推定の手法から，関連研究の課

題である 4 項目の並立の実現ができているシステムだと言え

る．何故なら，伸び縮みという特徴は，ズボンだけでなく布

製品に共通するため多種類の布製品を扱うことができる．そ

して，布操作の失敗検出，ズボンの着衣という複雑な手順を

踏む布操作の実現，2 次元画像を扱っておりオンラインで状態

を推定できているからである． 

 しかし，このシステムの状態推定の精度は高くない．それ

は要素技術に課題があるためである．オプティカルフローの

算出の精度が悪いことや布製品の伸び縮みの特徴だけでは捉

えるべき特徴として不十分という課題がある．そこで，先行

研究をベースに，その 2 つの要素技術の課題を解決すること

で，先行研究よりも高い精度の状態推定の実現を目指す． 

 

3. 布製品の状態推定 
3.1 状態推定器の概要 

 状態推定器は，布領域抽出器，オプティカルフロー計算器，

特徴量抽出器，状態識別器の 4 つの要素から構成されている

(図 1)．その各要素の入出力の関係について説明する．まず，

布領域抽出器は，RGB 画像列を入力に取り，その画像列から布

領域だけを抽出したマスク画像列を出力する．次に，オプテ

ィカルフロー計算器は，そのマスク画像列を入力に取り，布

領域のオプティカルフローを出力する．そして，特徴量抽出

器は，そのオプティカルフローを入力に取り，布製品の動き

の特徴量を出力する．最後に，状態識別器は，その特徴量を

入力に取り，布製品の状態を出力する．  

 先行研究がベースになっているため，本研究の状態推定器

も同じ 4 つの要素から構成されている．しかし，先行研究の

オプティカルフロー計算器と特徴量抽出器の処理方法には課

題があるため，本研究のこれらの要素については，より性能

の高い手法への入れ替えを検討する． 

 

3.2 オプティカルフロー算出における改良 

先行研究では，オプティカルフローの算出に Farnebäck 法

を採用している．Farnebäck 法では，2 フレーム間で色が変化

せず，大きな変位も起こらないという前提を置いている．そ

して，各画素の輝度値の近傍を 2 次の多項式で近似し，フレ

ーム間を比較することで，オプティカルフローを算出してい

る．そのため，大きな変位や柄の少ない物体に対応できない

という課題がある． 

 そこで，本研究ではオプティカルフローの算出に FlowNet 

2.0 を採用することで，その課題を解決する．FlowNet2.0で

は，多層のニューラルネットワークを用いている．学習デー

タの順番や種類を工夫することで，大きな変位や柄の少ない

領域からも密なオプティカルフローを抽出できる．  

 
3.3 特徴量抽出における改良 
 先行研究では，布領域のオプティカルフローから「フロー

の大きさ」，「フローの相互位置関係」，「衣類の内部フローと

布領域の相対関係」の 3 つの特徴量を抽出している．これら

は，衣類の伸び縮みの視覚的特徴を表現するための特徴量で

ある．そのため，伸縮性の低い布製品の場合は状態推定の精

度が低くなる．人間は伸縮性が低い布を扱うときにも容易に

引っ掛かりを検出できることを考えると，先行研究の手法は，

捉えられる特徴量が少ないという課題が見えてくる． 

そこで，本研究では特徴量抽出に畳み込みニューラルネッ

トワークを用いて，多くの特徴を捉えることで，課題を解決

する．本研究のネットワークは，畳み込み層 6 層，プーリン

グ層 6 層,全結合層 2 層から構成されている．x 方向と y 方向

のオプティカルフローの 2 チャンネルの画像を入力に取り，6

層の畳み込み層を通して 512 チャンネルの特徴マップを出力

する．特徴マップは特徴量に相当するため，先行研究に比べ

て多くの視覚的特徴を捉えられることが期待できる． 

 

4. 布製品の状態推定の精度評価実験 
4.1 実験の流れ 

カワダロボティクス製の双腕ロボット HIROを用いて布製品

操作の実験をおこなった．操作中の布製品の全体が映りこむ

ように，ロボットに正対した位置に 3 次元距離画像センサ

(Azure kinect)を設置した．実験の設定は図 2 に示す． 

状態推定の精度を評価するために，2 種類の作業をロボット

にて行った．1 つ目は，ロボットが L 字型スタンドに円筒形の

無地の布を通す作業である．L字型スタンドを人の腕や足と見

立てて，着衣作業の予備実験として行った．2 つ目は，ロボッ

トが人形の腕に長袖の服を通す作業である． 

状態推定の精度を評価するために，2 つの評価基準を設けた．

１つ目は,失敗状態の検出ができるかどうかである．失敗状態

を正しく検出できれば，大きな負荷がかかる前に復帰操作を

行うことができる． 2 つ目は,成功状態を失敗状態と区別でき

るかどうかである．成功状態を正しく区別できれば，目標タ

スクを達成するまでに，無駄な復帰操作をはさまずに済む． 

 2 種類の実験において，オプティカルフロー計算器と特徴量

抽出器の組み合わせを変えた 3つの手法(1),(2),(3)を用いた．  

手法(1): 先行研究[5]のとおり，オプティカルフロー計算に

は Farnebäck 法を用い，特徴抽出には先行研究[5]で提案さ

れた 3 種類の特徴量を抽出する手法を用いる． 

手法(2): オプティカルフロー計算には FlowNet2.0 を用い，

特徴抽出は手法(1)と同様とする．  

手法(3): オプティカルフロー計算には FlowNet2.0，特徴抽出

には畳み込みニューラルネットワークを用いる．  

3 つの手法を用いるのは，FlowNet2.0 や畳み込みニューラル

ネットワークが状態推定の精度向上に貢献しているかを評価

するためである．また，いずれの手法においても，同じ処理

方法の布領域抽出器を用いる．布領域抽出器では，入力され

た画像列に対して hsv 処理を前処理として行い，その後 

Grabcut[8]を実行する． 

Fig. 2  Two types of experiments 



4.2 L 字型スタンド用いた状態推定の実験結果と考察 

 L 字スタンドに円筒形の無地の布を通している様子を撮影

し，状態推定を行った．この実験では，成功状態 4 種類，失

敗状態 2 種類の計 6 種類の状態を定義した．この状態遷移モ

デルを図 3 に示す．また，この操作には 3 種類の状態遷移の

パターン(a),(b),(c)が発生しうることが考えられる． 

パターン(a): 操作中に引っかかりが発生せず，状態 1 から 4

の順番で遷移し，作業が成功する． 

パターン(b): 操作中に入り口での引っかかりが発生する．状

態 1 から状態 5 に遷移し，作業が失敗する． 

パターン(c): 操作中にＬ字型スタンドの角で引っかかりが

発生する．状態 2 から状態 6に遷移し作業が失敗する． 

操作は，ロボットのハンドに布製品の開口部の端を掴ませ

た状態から始めた．そして，L 字型のスタンドの縁をなぞるよ

うな手先軌道を生成し，実行した．その操作を 10回おこない，

その時に発生した各パターンにおける状態推定の精度を評価

した．実験結果は表 1 のとおりであり，手法(3),(2),(1)の順

に精度が高いことが確認できる．手法(1)と手法(2)の精度を

比較すると，FlowNet 2.0 が状態推定の精度の向上に貢献して

いることが判る．これは，FlowNet 2.0 では無地の布でも精度

良くオプティカルフローの算出ができるためと考えられる．

また，手法(2)と手法(3)の精度を比較すると，畳み込みニュ

ーラルネットワークが精度の向上に貢献していることが判る． 

 

4.3 着衣作業における状態推定の実験結果と考察 
 人形の腕に長袖の服を通している様子を撮影し，状態推定

を行った．この実験では，成功状態 2 種類，失敗状態 1 種類

の計 3 種類の状態を定義した．この状態遷移モデルを図 4 に

示す．また，この操作には 2種類の状態遷移のパターン(a),(b)

が発生しうることが考えられる． 

パターン(a): 操作中に引っかかりが発生せず，状態 1 から 2

の順番で遷移し，作業が成功する． 

パターン(b): 操作中に入り口での引っかかりが発生する．状

態 1 から状態 3 に遷移し，作業が失敗する． 

 操作は，ロボットのハンドに服のアームホールの上部を掴

ませた状態から始めた．そして，OpenPose[9]を用いて人間の

骨格推定を行った．その推定結果を用いて，人形の腕の上を

なぞるような手先軌道を生成し，実行した．実験結果は，手

法(3),(2),(1)の順に精度が高く，各手法の精度の差が顕著に

現れていた．そして，この操作では，アームホールや袖口付

近など各箇所で引っかかりが発生していた．精度の差が顕著

に表れたのは，先行研究の特徴量ではそれらの引っかかりの

細かいバリエーションに対応できなかったためと考えられる． 

 
5. 結言 

 本稿では，布操作の自動化において(1)多種類の布製品を扱

う，(2)布操作の失敗検出，(3)複雑な手順を踏む布操作，(4)

オンラインでの状態推定の 4 項目を並立可能な手法を改良し

た．2 種類の実験により，本研究の提案手法のほうが先行研究

の手法よりも状態推定の精度が高いことを確認できた． 

 今後の展望として，布操作が失敗しにくい軌道生成の実現

がある． 
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Fig. 4 State transition model for dressing 

Table 1 State estimation accuracies for the operation of pulling a 

cylindrical cloth onto an L-shaped stand 

Fig. 3 State transition model for the operation of pulling a 

cylindrical cloth onto an L-shaped stand 


