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This paper describes a skill analysis in wall painting work using a roller brush. We construct a measurement system, 

which is mainly consists of an RGBD sensor and a roller brush with sensors attached. We focus on the usage analysis 
of the roller brush because how to move and apply force to the brush is useful to find out the skills of the painting work. 
In proof experiment, dataset was generated through measuring actual painting work. Then, the quality of painting work 
was evaluated by comparing the professionals’ data with amateurs’ data. 
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1. はじめに 
現在，建設作業への従事者の数が減少しており，建設工事の

各工程について人材育成や省人化，自動化が進められている．

ただし，それらの中には熟練した技術を必要とする工程もあ

る．そのような作業を他人に教示したり，一部動作を自動機械

で代替するには，まずその熟練技術の正体を明らかにするこ

とが求められる．それを実現するための方法の一つは，次のと

おりである．まず熟練者等が作業する様子をセンサで計測す

る．次に，そうして得たデータを分析して，スキルと呼ぶべき

技能を抽出する[1]．この一連の流れにおいては，何を計測す

るか，どう計測するか，分析手法，どう評価するかなど，作業

内容によって変わりうる様々な課題がある． 

筆者らの目的は，建設の一工程である壁面への塗装作業に

ついて，作業者のスキルを抽出する方法を確立することであ

る．特に，ローラブラシを用いた塗装方法に着目し，要素技術

の開発を進めてきた[2]．そこでは，力覚センサと IMUを組み

込んだローラブラシを製作するとともに，壁面塗装作業を斜

め後方から RGBDカメラで観測し，ローラ部の動きなどを推定

することに成功した．本研究はその継続である．一つの進捗は，

ローラの姿勢推定を高精度化したことである．また，実際に壁

面塗装作業のデータを収集し，熟練者と非熟練者のグループ

に分けてデータ解析をおこなった．本稿では，構築した計測方

式を概説し，ローラブラシの姿勢推定手法および塗装結果の

可視化手法を紹介したのち，評価実験の結果を報告する． 

 

2. 計測方式の概要 

2.1 要求事項 

ローラブラシを用いた壁面塗装を計測するにあたり，技術

的な要求事項を以下のとおり整理した． 

1. ローラ部の姿勢推定をおこなうにあたり，塗料の存在を

無視できない．たとえば追跡処理を実現する方法として

ローラ部にマーカを貼付する方法が考えられるが，塗装

作業においては，マーカに塗料がつく可能性がある．そ

の場合は追跡処理が破綻する．よって，マーカを利用し

ない方法を策定する必要がある． 

2. 人がローラ部にあたえる力を計測したい．なお，複数の

作業者からデータを収集しなければならないことを考

慮すると，作業者に装置を装着することは負荷になるた

め，なるべく避けたい． 

3. 塗装作業の良しあしを，ローラ部の操作方法だけでなく

塗装面の掃引状況として知りたい．そこで，ローラ部が

壁面のどの部分を何度掃引したかを記録および可視化

することが必要である． 

2.2 アプローチ 

図１は，前節の課題を解決するために本研究で構築した仕

組みである．まず，塗装対象領域の前に作業者が立つ．作業者

は，力覚センサと 9 軸 IMU(3軸加速度，3軸角速度，3軸地磁

気)を組み込んだローラブラシを持ち，対象領域を塗装する．

このとき，ムラのない均質な塗りを目指す．この作業の様子は，

RGBD センサによって計測する．このセンサは，塗装対象と作

業者の両方を視野に納める位置に配置される． 

こうして得たセンサデータのうち，深度画像データを利用

して，ローラ部の抽出および姿勢（図 1 の𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜃）を推定す

る．これにより，ローラ部の時系列的な姿勢変化が得られる．

また，IMUにより柄の壁面に対する角度（図 1の𝜙）を計測す

る．これらの処理はオフラインでおこなうことを前提とし，処

理速度よりも推定精度を重視する． 

この仕組みにより，前節の要求に以下のとおり応える． 

1. 姿勢推定は，三次元距離画像から得た三次元点群を利用

する．これにより人工マーカが不要になる．一方で，光

Figure 1. The measurement of painting work 



学式モーションキャプチャに比べて姿勢推定の精度低下

は免れないため，精度維持のための工夫が必要である．

そのため，まず三次元点群にローラの形状モデルをあて

はめ，その後点群の位置合わせ処理をおこなう． 

ここで，ローラブラシの柄が塗装面となす角も有用な情

報となりうるが，上記の方式では推定が難しい．そこで，

ローラブラシの柄に取り付けた IMU を利用する． 

2. ローラブラシの柄の部分に 6 軸力覚センサを挟み込み，

作業者がかける力を間接的に計測できるようにする．す

なわち，力計測に関しては作業者は何も装着する必要が

なくなる．一方で，力覚センサから得られる値はそのま

までは利用できないので，座標変換および補正をかける． 

3. 項目 1 によって得たローラ部の姿勢と，塗装面モデルと

の干渉チェックをおこない，その結果を可視化する．こ

れによりどの部位を何度程度掃引したか確認可能にする． 

3. ローラブラシの姿勢推定 

3.1 ローラ部の姿勢推定 

まず，ローラ部の姿勢推定手法を説明する．各フレームにお

ける姿勢推定処理は，(A)パーティクルフィルタによる前フレ

ームからのローラ部の追跡，（B）ローラ部とその近傍からの三

次元点群の抽出，(C)円筒点群との位置合わせによる高精度な

姿勢推定，の 3段階からなる．順番に説明していく． 

(A)について，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𝑢, 𝑣とその速度�̇�, �̇�，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𝒖 = [𝑢, 𝑣, �̇�, �̇�]𝑇であり，システムモデルは式(1)で表せる． 

𝒖𝑡 = [

1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0
0 0 0 1

] 𝒖𝑡−1 + 𝒘𝑡
(𝑖)

                       (1) 

ここで，𝒘𝑡
(𝑖)
はシステムノイズを表し，𝒘𝑡

(𝑖)
= 𝑁(𝟎, 𝚺4)と定義

する．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𝒘𝑡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． 

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，以下のように半径を求める．まず，RGBD センサから

得られる深度画像から，人が映りこんだ領域を除く塗装範囲

のデータを得る．そこから位置マップと法線マップを生成す

る．位置マップとは，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．法線マップとは，深度情報をもとに各ピクセル

の法線方向を推定し，それを 3 チャンネル画像に格納したも

のである．人の領域を各マップに含まないようにする理由は，

作業者の腕部とローラの形状が似ていて腕部の尤度が高くな

ることがあるため，それを防ぐためである． 

次に，各パーティクルの座標を中心とした𝑛 ×  𝑛 (𝑛は奇数)

の近傍画素で以下の処理を行う．まず，パーティクルの座標に

おける法線マップの値𝒏𝑝と近傍画素における法線マップの値

𝒏𝑛で内積を計算する．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． 

𝑅 =
‖𝒍𝑑 × (𝑐1 + 1)𝒏𝑝‖

||𝒍𝑑||
                                       (2) 

ここで，𝒍𝒅は， 

𝒍𝒅 = 𝒑𝑛 − 𝒑𝑝 + 𝑐2𝒏𝑛 − (𝑐1 + 1)𝒏𝑝 

として求める．𝒑𝑛は，近傍画素における位置マップの値，𝒑𝑝

はパーティクルの座標における位置マップの値である．続い

て，𝑐1, 𝑐2はそれぞれ 

𝑐1 =
(𝒏𝑝 ⋅ 𝒏𝑛)(𝒑𝑝 − 𝒑𝑛 + 𝒏𝑝) ⋅ 𝒏𝑛 − ||𝒏𝑛||2(𝒑𝑝 − 𝒑𝑛 + 𝒏𝑝) ⋅ 𝒏𝑝

||𝒏𝑝||2||𝒏𝑛||2 − (𝒏𝑝 ⋅ 𝒏𝑛)
2  

𝑐2 =
||𝒏𝑝||2(𝒑𝑝 − 𝒑𝑛 + 𝒏𝑝) ⋅ 𝒏𝑛 − (𝒏𝑝 ⋅ 𝒏𝑛)(𝒑𝑝 − 𝒑𝑛 + 𝒏𝑝) ⋅ 𝒏𝑝

||𝒏𝑝||2||𝒏𝑛||2 − (𝒏𝑝 ⋅ 𝒏𝑛)
2  

である．これらの計算は，Point Cloud Library (PCL)の実装

[3]を参考にした． 

すべての近傍画素で求めた半径𝑅の中で既知のローラ部半

径𝑅𝑡𝑟𝑢𝑒に最も近いものを𝑅𝑛𝑒𝑎𝑟とすると，パーティクルがロー

ラ部に位置していれば，𝑅𝑡𝑟𝑢𝑒と𝑅𝑛𝑒𝑎𝑟の差𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓は小さくなる．

そこで尤度関数𝐿は，𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓について分散を𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓
2 として持つよ

うな正規分布をとする．この𝐿は以下の式で表される． 

𝐿 =
1

√2𝜋𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓
2

 𝑒
{−

(𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓)
2

2𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓
2 }

                          (3) 

次に，(B)について説明する．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，深度画像上での座

標𝑢, 𝑣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，領域内部の点群を抽出する． 

最後に，(c)について説明する．上記の処理で得た点群には

ローラ部と塗装面の点群が含まれている．その点群に対して

RANSAC を用いて円筒形状のパラメータ推定を行い，既知であ

るローラ部の形状パラメータに近い点群を抽出する．そして，

抽出した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

部と同寸法のものを事前に作製しておく．点群マッチング手

法としては ICP(Iterative Closest Point)アルゴリズムを用

いる． 

3.2 塗装面と持ち手のなす角の推定 

塗装面と持ち手のなす角 𝜙の推定には，塗装面の法線ベク

トルと RGBDセンサ座標系での IMU の方位を用いる．法線ベク

トルは，3.1節で得た法線マップから求めた平均法線ベクトル

とする．IMUが絶対方位に対する現在の姿勢を計測することか

ら，RGBD センサ座標系での IMU の方位を求めるために，予め

RGBD センサの絶対方位に対する姿勢を求めておく．これによ

って，IMU の計測方位を RGBD センサ座標系からの方位へ変換

することが可能になる．すなわち，求めた塗装面の法線ベクト

ル𝒏と RGBD センサ座標系での IMU の方位から，塗装面と持ち

手のなす角𝜙を以下の式で求める． 



𝜙 = cos−1 (
𝒏 ⋅ 𝒗

|𝒏||𝒗|
)                                    (4) 

ここで，𝒗 は IMU座標系の適当な軸方向ベクトルである． 

4. なぞりマップの作製 
3.1節の手法により得たローラ部姿勢を用いて，走査した部

分および塗装回数のデータ化を行う．まず，塗装面を三次元点

群として表現しておく．この点群の基準座標系は RGBDセンサ

の座標系と同じであるが，可視化にあたっては，まずローラ部

座標系での点群に座標変換する．ローラ部座標系は，ローラ部

の回転軸と一方の側面の交点を原点とし，ローラ部の回転軸

方向を z 軸として，x，y 軸を適当に決定したものである．ま

た，ベクトル𝒂𝑅 , 𝒗𝑅を定義する．𝒂𝑅は先に定義した原点から，

もう一方のローラ側面と z 軸の交点を結ぶベクトルである．

また，𝒗𝑅はローラ部座標系での塗装面点群のある点 𝒑(𝑖)
 

𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟

の位置ベクトルである．ここで，𝑖は点の IDを表す．点の数を

𝑁とすると，𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁である． 

ここから，全ての 𝑖  について点 𝒑(𝑖)
 

𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 がローラの内側に

位置しているかを判定することで，各点とローラ部の接触を

判定できる．以上の接触判定がなされた点に対して，回数に応

じた色付けを行う．この結果として，塗装面に各部位における

走査部分および塗装回数が可視化される． 

5. 実験 

5.1 ローラ部姿勢推定手法の検証 

三次元距離画像センサに ASUS社製の Xtion Pro Live[4]，

9 軸 IMU センサモジュールに witmotion 社製の BWT901CL[5]，

力覚センサにレプトリノ社製の CFS034CA 301U[6]を用いた．

また，推定精度を検証するために，真値として OptiTrack 

V120: Trio[7] の計測データを使って比較を行った．これは，

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モーションキャプチャシステムである． 

基礎検証のため，縦方向に小さな幅（300mm）および大きな

幅(600mm)でそれぞれローラを 5 往復させる動きを計測した．

また，横方向に小さな幅（300mm）および大きな幅(600mm)でそ

れぞれローラを 5往復させる動きを計測した． 

姿勢推定の結果，どちらの方向に動かした場合でも，横方向

と奥行方向については，位置誤差はおおよそ 2～6mmであった．

ただし，動かす方向に大きな誤差が出る傾向があり，特に縦方

向に動かした場合の縦方向の位置誤差は 15mm弱となることが

あった．誤差の原因として，動いている対象から得られる RGBD

データが不正確になることや，センサのタイムスタンプの照

合のずれが考えられる． 

5.2 取得データを用いた熟練者/非熟練者の違いの解析 

データ収集に先立って，東京都塗装高等技術専門学校の講

師への聞き取り調査をおこなった．そこから，塗装作業中のロ

ーラの動かし方や，力のかけ方といったローラブラシの扱い

方に熟練者としての技能が現れると予想した． 

その後，データ収集をおこなった．計測への参加者は，熟練

者グループとして塗装学校で講師，または助手を務める 5 名

(平均年齢 41.6歳)と，非熟練者グループとしてローラブラシ

による塗装経験がほとんどまたは全く無い 4 名(平均年齢 

41.5歳) の計 9名であった．参加者の全員が右利きの男性で

あった．熟練者グループの参加者はそれぞれ 3 から 6回の

試行を行い，計 21 試行を収録した．また，非熟練者グループ

はそれぞれ 2 から 3回の 計 10 試行を収録した．塗装作業

では，塗料は予め専用のバケツに十分な量を用意した．参加者

には塗装対象の一面をむらなく塗るように指示し，塗り方や

姿勢，かける時間は各自に任せた． 

ローラブラシの動作の安定性や被験者間の違いを見るため

に，ブラシをある初期位置から上または下方向に動かして再

び初期位置に戻るまでの一往復の動作を基本単位動作と定義

した．そして，各塗装作業をこの基本単位動作に人手で分割し

た．ただし，各基本単位動作は所用時間が異なることから，そ

れぞれの時間で正規化した． 

次に，基本単位動作ごとに次のように統計的な前処理を施

した．まず，時間軸を等間隔に𝑁個のビンに分割し，各ビンに

含まれる計測値の平均を求めた．さらに，この処理を施した𝑅

回の基本単位動作間で，各ビンにおける平均と標準偏差を算

出した．こうして求めた平均は，ある試行における作業者の主

要な動作特徴を表し，分散はその安定性，すなわち，ある試行

における計測量のばらつきの指標とみなせる．今回の解析で

はビン数 𝑁= 30とした．  

解析にあたり利用した特徴は以下のとおりである．ローラ

部の速さ(S)，塗装面と持ち手のなす角𝜙のばらつきの大きさ 

(Vphi)，接触力の大きさ(F)，接触力のばらつきの大きさ(VF)． 

各特徴量と熟練者，非熟練者群間で t 検定を行った結果は

次のとおりである．ローラ部の最大速さ(S)は熟練者の方が非

熟練者よりも有意に大きな値を示した．(t(24)=7.55, p<.01)．

また，接触力の大きさ(F)とそのばらつきの大きさ(VF)につい

てもそれぞれ有意差が見られた(t(24)=-5.64, p<.01, t(24) 

=-4.11, p<.01)．この結果から，熟練者は非熟練者に比べて有

意に小さく，安定した力で塗装を行っていることが確かめら

れた．一方で，塗装面と持ち手のなす角のばらつき(Vphi)につ

いては熟練者と非熟練者間での差は認められなかった． 

6. まとめ 
本稿では，ローラブラシを用いた壁画塗装作業の計測と動

作解析について述べた．構築した計測システムは，RGBD セン

サと，IMUおよび力センサを取り付けたローラブラシからなり，

ブラシの動作に焦点を当てることでブラシの姿勢を高精度に

推定可能にした．また，なぞりマップを生成し，活用する方法

も紹介した．検証実験では，実際の塗装作業のデータセットを

収集し，5種類の特徴量によって解析した．そして，熟練者と

非熟練者の間にいくつかの明らかな違いがあることを示した． 

今後は，まず塗装後の塗装の状態を測定および分析できる

システムを構築する．それにより，塗装作業と塗装面の関係が

より明らかになると考えられる． 
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