
1. 緒言 

衣服を着ることは，人が自分のために日常的にお

こなっている作業である．しかしながら，身体が不自

由な場合などは，このような必須の作業でさえ一人

でおこなうことが困難になる．そうなると他人の手

を借りなければならない．そこで，ロボット等を用い

て着衣等のサポートが出来れば，他人の手を借りず

に自立した生活を送ることができる可能性がある．

これまでにも，ロボットによる着衣支援に関する研

究は行われている．Tamei ら[1]は，人と布の位相関

係を低次元状態で表現し，強化学習を用いてマネキ

ンに Tシャツを通すような支援を実現した．Erickson

ら[2]は，人は動かない前提で，布が人に与える力を

推定しながら着衣支援を行う手法を提案した． 

ここで筆者らは，着衣を代替するのではなく，人の

動きを支援するという考え方を重視する．すなわち，

その人ができる範囲で着衣動作をして，それだけで

は不足する部分をロボットで支援する．これにより，

ロボットができる程度の一定の支援さえ受けられれ

ば自分自身で着衣ができるという，一種の自己効力

感[3]を高めることが期待できる． 

本研究の目的は，人の動作と協調して着衣を支援

できる手法の提案である．そのためには，まず人の姿

勢をオンラインで推定または予測し，その結果に基

づいてロボットの支援動作を更新する必要がある．

また，着衣のように人と密接した状態でロボットが

動作する場合，不意な接触が発生する可能性がある

ため，過度な外力がかかることを防ぐ機能も必要で

ある． 

本研究の貢献は以下のとおりである． 

⚫ 着衣中の人の動きとエンドエフェクタにかかる

力を予測し，それを利用して衣服の操作軌道を

生成する手法を提案した． 

⚫ 実機実験を行い，従来手法より人に余計な外力

をかけずに，人の動作と協調した着衣支援がで

きることを確認した． 

2. 問題設定とアプローチ 

2.1問題設定 

着衣作業の中でも，衣服の袖や裾などの部位を腕

や脚に通す作業を考える．このような作業は，布の引

っ掛かりにより作業達成までに余計な労力がかかる

ことがある．そこで，次に述べる支援方法を考える．

まず人が衣服の袖口などを把持する時，ロボットは

その袖口の反対側を把持し，穴の入り口を広げる．次

に，人の動作と同期しながら衣服を操作することで，

引っ掛かりの発生を抑えるように着衣を支援する．

衣服に腕や脚を通す動作は様々な着衣作業に含まれ

るため，このような支援方式の活用場面は多いと考

えられる．例えば，図 1 に示す方法で，片麻痺患者の

麻痺側の腕に長袖シャツの袖を通す作業を支援でき

る．この方法は，実験心理学や作業療法を専門とする

研究者の意見に沿ったものである．この支援を実現

するためには以下の機能があることが望ましい．な

お本稿ではシャツの袖を操作する腕を着衣腕，もう

片方の腕を被着衣腕と定義する． 

1. 着衣腕と被着衣腕の動きを推定する機能．特に

着衣腕の手と被着衣腕の肩の位置をオンライン

で追跡する． 

2. 着衣中に布が引っかからない方法で袖を通す作

業を支援する機能． 

3. オンラインでロボットの動きを調整する機能．

これは，被着衣腕がロボットにぶつかるなど予

期せぬ事態が発生する可能性があるためである． 

2.2アプローチ 

前節で示した 3 つの機能に対して，基本的なアプ

ローチを以下の通りとする． 

1. 3 次元距離画像センサから得られるカラー画像

と深度画像を用いて，人の上半身姿勢を推定す

る． 

2. 着衣支援にはマニピュレータを用いる．被着衣

腕が引っかかる回数を減らすため，着衣腕の手

が持つ袖の反対側をロボットが握り，位置ベー

ス制御により着衣腕の手の動きに同期して袖を

引き上げる． 

3. ロボットと人が接触した場合，力制御を優先し

つつ，エンドエフェクタの位置を制御する． 

上述したアプローチの骨子は既に先行研究[4]で

示されている．そこでは，手首に力覚センサを組み込
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図 1. 片麻痺患者を想定した着衣支援の例 



んだ 6 自由度のマニピュレータを用いて，片麻痺患

者の長袖シャツの着衣支援をするロボットシステム

を構築した．ロボットの動作生成では，位置制御と，

位置と力のハイブリッド制御を切り替える方式を採

った． 

このハイブリッド制御では，冗長性を利用するこ

とで力制御を優先しながら，着衣腕の動きに追従す

るための位置制御も実行する．これによれば，人の動

きと協調した袖の操作と，不要な負荷の軽減を同時

に実現できるので，着衣を支援する方式として適切

である．しかしながら，外力に対する制御は接触が起

きてからでないと発動しない．ここで，もし着衣中に

かかる外力を予測できれば，あらかじめ外力を避け

るように軌道を生成することが期待できる． 

そこで本研究では，図 2 に示すロボットシステム

を構築する．これは先行研究のロボットシステムを

ベースに，位置制御則にモデル予測制御を適用した

ものである．このシステムのモデル予測制御は，ニュ

ーラルネットワークにより着衣中の人の動作と外力

を予測する．そして，支援動作を行いながら，なるべ

く接触を避けるような位置制御を行う．この時，接触

を避けられなくても，ハイブリッド制御のうちの力

制御により，外力を軽減できるようになっている． 

3. 着衣中の人の動作と外力の予測 

3.1人の姿勢推定及び追跡 

着衣を支援するため，衣服を操作している人の 3次

元的な動きを知りたい．特に，着衣腕の手の動きは，

エンドエフェクタの位置制御に必要である.また，被

着衣側の肩の 3 次元位置は，着衣支援の終了を判断

するために必要である．これらを得るために，まず 3

次元距離画像センサから得たカラー画像を入力とし

て，ボーンモデルのあてはめ処理をおこなう．そこか

ら被着衣腕の肩と着衣腕の手の画素座標を算出し，

対応する深度画像の画素値を用いて 3 次元化する．

ボーンモデルあてはめの手法はいくつか提案されて

いるが，ここでは処理速度が速く，推定精度の高い

MediaPipe Holistic[5]を採用する． 

上述した処理の開始と終了のタイミングは次のよ

うに設定する．開始のタイミングは，着衣腕の手先と

ロボットのエンドエフェクタがシャツの肩の部分を

握った時点とする．その後，ロボットは人の手の動き

に協調して着衣軌道を実行し，脇の下付近まで袖を

通す．そして，被着衣腕の肩と着衣腕の手の間の距離

が所定の閾値以下になったとき，追跡を終了する． 

3.2予測モデルの構成と学習 

3.2.1 ニューラルネットワークの構成  

図 3 に本研究で提案するニューラルネットワーク

の構成を示す．入力は，着衣中に観測できる状態量と

未来の制御入力である．そして，着衣軌道を実行する

ことや外力を避けることを考慮して，出力は着衣腕

の手の位置とエンドエフェクタにかかる外力の予測

値である．時刻𝑡 + 1から𝑡 + 𝐻𝑝までの時系列データ

をまとめて予測しているのは，予測誤差の蓄積を回

避するためである． 

3.2.2 訓練データの収集と学習 

まず訓練データの収集方法について述べる．訓練

データを収集するために，従来手法[4]を用いて着衣

データをとる．なお，着衣操作は人によって個性がで

るため，ロバストな予測モデルを構築することは難

しい．そこで，提案手法の対象者の着衣データを用い

て，パーソナライズされた予測モデルを作成する．た

だ着衣データは収集の負荷が大きいため，対象者以

外の何人かからも着衣データは収集する．その着衣

データは，パーソナライズされた予測モデルのベー

スとなる予測モデルの作成に使用する．また訓練デ

ータの水増しができると，さらに収集の負荷の軽減

が見込める．そこで，入力する現在の時刻と𝑛時刻前

の状態量のペアの𝑛の値を，任意の範囲で変更したデ

ータを水増しする．この水増しにより，着衣速度の違

いに対するロバスト性を向上させることもできる． 

学習の工夫について述べる．前述の方法で収集し

た訓練データのうち，まず支援対象者を除く人達の

データを用いて学習し，ベースとなる予測モデルを

作成する．そして，対象者のデータを用いて，ベース

図 3. ニューラルネットワークの構成 
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のモデルから転移学習する．この手順により，各対象

者のモデル作成時間を短くすることができる．また

いずれの学習においても，損失関数には MSE(Mean 

Squared Error)を，最適化手法には Adam を用いる．

ただし学習データはマルチモーダルな情報を含むた

め，MSE がスケールの大きな情報の loss を高く評価

してしまうことがある．そこで，入力と出力を正規化

することで，スケールの違いを緩和する． 

4. 動作生成 

4.1モデル予測制御 

 モデル予測制御では，有限時間先までの未来の応

答を予測する．その予測結果の評価値が最適になる

入力を算出する．本研究で対象とする着衣支援にお

いて評価すべき項目は，エンドエフェクタにかかる

外力の大きさ，着衣腕の動作との同期の程度，制御入

力の変化率である．これらの項目を，次のような最適

化問題として書く． 

arg min
𝒖𝑡:𝑡+𝐻𝑝

(∑ 𝑤𝑖𝐿𝑖

3

𝑖=1

) (1) 

𝐿1  = ∑‖𝒇𝑡+𝑖‖

𝐻𝑝

𝑖=1

(2) 

𝐿2  = ∑‖𝒗𝑡+𝑖 − 𝒅 − 𝒖𝑡+𝑖−1‖

𝐻𝑝

𝑖=1

(3) 

𝐿3  = (‖𝒓𝑡 − 𝒖𝑡‖ + ∑‖𝒖𝑡+𝑖 − 𝒖𝑡+𝑖−1‖

𝐻𝑝

𝑖=1

) (4) 

ここで，𝒖𝑡:𝑡+𝐻𝑝
は現在の時刻𝑡から予測ホライゾン𝐻𝑝

までの制御入力である．𝑤𝑖は重み係数である．𝐿1は人

にかかる外力の大きさを評価する項である．𝒇𝑡+𝑖は予

測された力ベクトルである．𝐿2は着衣腕の動作との

同期の程度を評価する項であり，各タイムステップ

における人とロボットの動作の差を計算する．𝒗𝑡+𝑖は

予測された人の手先位置，𝒅はエンドエフェクタから

みた着衣腕の手先位置である．𝐿3は制御入力の変化

率を評価する項であり，タイムステップ間のエンド

エフェクタの距離を計算する．𝒓𝑡はエンドエフェク

タの位置である． 

最適化には勾配法の Adamを使用する．勾配法は解

が収束するまで最適化を反復する．モデル予測制御

では，制御周期内で最適化を終わらせる必要がある

ため，最適化の反復回数を制御周期内に収まる回数

にしなくてはならない．そこで，初期軌道を工夫する

ことで，少ない反復回数でも最適化できるようにす

る．具体的には，数ステップ前から現在までの人の動

きの勾配を計算し，未来の動きを直線に近似した初

期軌道を与える． 

4.2位置と力のハイブリッド制御 

2.2 節ですでに述べたように，ハイブリッド制御は，

ロボットと人が接触したときに機能する．接触はエ

ンドエフェクタにかかる外力が閾値を超えたかどう

かで判別する．もし接触が起きた場合は，力制御を外

力の方向と一致する軸で行い，位置制御をその軸と

直交する平面方向で行う．以後，力制御を行う軸と位

置制御を行う平面から成る座標系を力座標系と呼ぶ．

位置と力のハイブリッド制御の出力は，以下の式で

算出する． 

�̇� = {
�̇�𝑝𝑜𝑠                                                       if ℎ𝑚 < ℎ𝑡

𝑱𝑐
†𝒗𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 + (𝑰6×6 − 𝑱𝑐

†𝑱𝒄)�̇�𝑝𝑜𝑠         otherwise
(5) 

ここで�̇�は，マニピュレータの目標関節速度である．

ℎ𝑚はエンドエフェクタにかかる力の大きさである．

ℎ𝑡あらかじめ設定された閾値である．𝒗𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒は力制御

則から算出された目標手先速度である．�̇�𝑝𝑜𝑠は位置

制御則から算出された目標関節角速度であり，詳細

は式(10)で説明する．𝑱𝑐
†は𝑱𝑐の疑似逆行列である． 

𝑱𝑐
𝑎𝑙𝑙 = [

 𝑹 
𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑶3×3

𝑶3×3 𝑰3×3
] 𝑱 (6) 

𝑱𝑐 = [𝑶4×2       𝑰4×4]𝑱𝑐
𝑎𝑙𝑙 (7) 

 𝑱𝑐は元のヤコビ行列𝑱を力座標系に基づいて変換し

た行列である．𝑱𝑐はから抽出された行列である．力制

御の軸とエンドエフェクタの方位の 4 自由度に対応

する．(𝑰6×6 − 𝑱𝑐
†𝑱𝒄)は𝑱𝒄のヌル空間であり，その作業

自由度は 2 次元平面で，位置ベース制御のために定

義されるものである． 𝑹 
𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒

𝑏𝑎𝑠𝑒は力座標系からロボ

ット座標系への回転行列である．単位行列𝑰3×3は，座

標変換時にエンドエフェクタの方位の座標変換を防

止するために使用する． 

式(5)の下段の第 1 項は，人に負荷をかけないよう

にダンパー制御を行うための項である．目標手先速

度は以下の式で算出される． 
𝒗𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 = [𝑣, 𝑶3×1] (8) 

𝑣 = 𝐷ℎ (9) 

ここで𝑣は，力座標系から見た目標手先速度であり，

スカラー値である．𝑶3×1はエンドエフェクタの方位

を維持するために，末尾に追加する 3 次元の零ベク

トルである．𝐷は逃げる感度を調節するためのダンパ

ー係数である． ℎはエンドエフェクタにかかる外力で

あり，力覚センサ座標から見た値である． 

式(5)の下段の第 2 項は，位置制御を行うために

使用する．人の動きは不規則な揺れを含むため，そ

の動きに忠実に同期をすると，ロボットの手先が振

動することがある．そこで振動を抑制するために，

以下の式で示すように，目標手先速度にローパスフ

ィルタをかけて目標関節速度を算出する． 

�̇�𝑝𝑜𝑠  = 𝑱†𝑓𝑙𝑝 (
([𝒑𝑔𝑜𝑎𝑙 , 𝑶3×1] − [𝒑𝑛𝑜𝑤, 𝑶3×1])

𝑑𝑡
) (10) 

ここで𝑓𝑙𝑝はローパスフィルタであり，リアルタイム

性を考慮し，1 次遅れ系の伝達関数を使用する．𝑝𝑔𝑜𝑎𝑙

は最適化された制御入力であり，𝑝𝑛𝑜𝑤は現在の手先

の 3 次元位置である．𝑑𝑡は制御周期である． 



5. 実験 

5.1実験方法 

提案手法の効果を検証するために，Universal Ro-

bots 社の UR5e を用いて，衣服の把持，袖通し作業を

行った．ロボットの手首部には，値の取得頻度が

200Hz の 6 軸力覚センサ（レプトリノ社製

PFS080YA501U6）を組み込んだ．また，3 次元距離画

像センサ（Azure Kinect）を用いて，カラー画像と深

度画像を 15fps で取得した．この時，姿勢推定と制御

入力の最適化も同じ頻度で計算し，最適化処理の反

復回数は 10 回とした． 

使用する衣服には，カラーマーカーとして，黄色の

アイロンパッチを肩鎖関節と襟に，赤色のアイロン

パッチを脇に張り付けた．ロボットは黄色のマーカ

ーを把持し，人は赤色のマーカーを把持した．3 次元

距離画像センサは，人間の全身が映りこむような位

置に設置した．図 4 に実験時の配置を示す． 

提案手法の予測モデルを作成するために，まず実

験の参加者ではない 2 人から，着衣中にロボットと

接触した場合と接触しなかった場合の着衣データを

30 個ずつ収集した．そして，参加者からは各場合の

着衣データを 10 個ずつ収集し，モデルを学習した． 

提案手法を評価するために，参加者には着衣中に

体勢を崩してもらい，その時の負荷を計測した．また

提案手法の有効性を比較するために，従来手法[4]で

着衣支援をする実験も行った．この実験の参加者数

は 1 人であり，各手法とも 5 個ずつの計 10 回実験を

行った．この時の接触判定の閾値を 3N とした． 

5.2実験結果 

図 5 に 3N を超えた時の実験結果を箱ひげ図で示

す．外力の大きさから，最大の外力は提案手法で 6N

程度，従来手法で 5N 程度であることが分かった．い

ずれの最大値も接触の閾値を超えており，力制御が

優先的に行われるため，この差はモデル予測制御に

よるものだとは考えづらい．提案手法の実験時に，大

きく体勢が崩れたデータがあったからではないかと

考えられる．次に単位時間当たりのタイムステップ

数や蓄積外力量を見ると，提案手法の方が小さくな

ることが分かった．これは，提案手法があらかじめ外

力から避けることができたため，接触する時間が短

く，人に与える負荷の蓄積量が小さくなったのでは

ないかと考えられる． 

6. 結言 

本稿では，人と協調した着衣支援のためのロボッ

トシステムを提案した．片麻痺患者を対象として， 

ニューラルネットワークを用いたモデル予測制御に

より，衣服の操作軌道を生成する手法を提案した．先

行研究を改良することで，より小さな負荷で着衣支

援ができることを確認した． 

今後は，実験参加者の数を増やし，定量的な評価を

行う必要がある．また，様々な着衣支援のやり方に適

用していく予定である． 
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図 5. 実験結果の箱ひげ図．緑の三角形は平均値． 

図 4. 実験のロボットとセンサの配置 
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