認識の不確実性を考慮した動作選択に基づく矩形布生地の展開
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1.

緒言

今日，布製品の取り扱いは飲食店や病院など様々な
場面で見受けられる．こうした背景から，柔軟物体を
ロボットに扱わせる研究の一環として，布製品操作の
ための研究がなされてきた．[1][2][3][4] しかし，柔軟物
体である布製品をロボットに扱わせるのは難しく，観
測された布の状態に応じた的確な行動が求められる．
本研究の目的は，双腕のロボットになるべく短時間
で，かつ状況に応じた的確な動作計画のもとに，布製
品を操作させることである．筆者らは，人間が矩形の布
製品を展開する上でよく用いる図 1 に示すような空中
での展開動作 (以下，文献 [3] に倣い，この動作を『摘
み滑り動作』と呼称する) をロボットにやらせる試みを
行った [4]．結果，この動作は比較的短時間で効率的に
展開を行えることが分かった．これに基づき本稿では，
展開動作の選択肢の 1 つとして摘み滑り動作を交えた
上で，机上に無造作に置かれた矩形の布生地を，その
時の状態に応じた適当な行動のもとに展開する手法に
ついて検討する．また，一般に柔軟物体である布製品
の状態を画像処理等によって観測するのは難しく，状
態の認識には不確実性を伴うことが多い．これに対し
本稿では，状態の観測に不確実性が伴うことを前提と
した上での動作選択を検討するものとした．
論文の構成を以下に示す．第 2 章では双腕のロボッ
トによる矩形の布生地の展開手法を提案する．第 3 章
ではロボットに展開動作を行わせる上で問題となる点
と，それに対する解決策を述べる．第 4 章では，前章
で述べた解決手法に基づく実験とその結果，及び考察
を述べ，第 5 章でまとめと今後の課題を述べる．

2.

展開手法の提案

ここでは，机上に無造作に置かれた矩形の布につい
ての展開手法を提案する．そのために，まず図 2 に示
すように，机上の布の初期状態を次の 3 つに大別する．
状態 1 シワや折り返しがない角が 1 つ視認できる
状態 2 シワや折り返しがない角が 2 つ視認でき，それ
らの間を繋ぐ布のフチも視認できる
状態 3 シワや折り返しがない角が視認できない
これらの識別には，パターンマッチングと，3 次元距
離画像センサから得られた深度情報，そこから計算し
た法線マップを利用した識別器を用いた．まずパター
ンマッチングにより机上の布から角とフチを発見する．
その後，発見された領域内について，深度の分散値，及
び法線マップの成分ごとの分散値が所定の閾値を下回っ
ていれば，シワや折り返しがない角，またはフチであ
るとする．実際の処理結果の画像を図 3 に示す．これ
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識別器による状態 1，2 の識別処理結果
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ロボットから見た布の様子

を用いて，以下に示す手順により机上の布を展開する．
手順 1 机上に置かれた布の状態を識別する．
手順 2 状態 1 であれば，摘み滑り動作 [3] により，布
を展開する．
手順 3 状態 2 であれば，発見した角 2 か所を把持し，
そのまま持ち上げて展開する．
手順 4 状態 3 であれば，一度布の形を整え直す．
この手順のうち，2 の摘み滑り動作，及び 4 の布の形
を整え直す動作について説明する．

2.1 摘み滑り動作
ロボットが状態 1 を正しく識別し，角を掴み上げた
とする．このとき，ロボットの側から見た布の形状は
図 4 に示すような 3 通りに大別される．(ここでは仮に，
右手で角を把持した状態を想定する)
(a) 布のフチが右手の下方向に伸びている
(b) 布のフチが右手の左斜め下方向に伸びている
(c) 布のフチがロボットの側から見えない裏側にある

図 9 布の形を整え直す動作

図 5 方向に応じたフチの把持

ラスタ走査を行い，領域毎に画素値の平均値を求める．
以下，この平均値を要素に持つ行列を M と呼び，i 行
j 列目の値を Mi,j と表記する．このとき，布が存在す
る領域内部において，ある閾値 Ta に対し，

Mi,j − Mi,j+1 > Ta

(1)

を満たす領域が複数行隣接して存在していれば，(a) で
ある可能性が高い．また，(a) に該当せず，かつ布の左
端近傍において，ある閾値 Tb に対し，

Mi,j − Mi,k > Tb

図 6 摘み滑り動作

(k > j)

(2)

を満たす領域が複数行存在していれば，(b) である可能
性が高い．このいずれにも該当しない場合，(c) である
可能性が高い．以上により，(a)〜(c) の識別を行った．
前述の処理により，(a) と (b) を可視化，識別したとき
の様子を図 8 に示す．
図 7 Laplacian Filter の適用

図 8 (a) 及び (b) の可視化

ここで仮に状態が (a) または (b) であったとする．この
場合は，下方向，または左斜め下方向に伸びるフチに
対し，図 5 に示すように左手を近づけて把持する．そ
の後，図 6 のように，ロボット (ここでは，双腕の人型
ロボットを想定している) の腰軸中央に右手座標系の
原点があると仮定して，左手の指と指の間でフチを滑
らせながら右手を-y 方向に直線軌道で引くことにより，
摘み滑り動作で展開することが可能となる．状態が (c)
であった場合は，この動作への移行が困難であると判
断し，作業を中断する．その後は一旦布を机上に置き，
もう一方の手で同様にして角を把持する等の動作が検
討され得るが，これについては第 4 章で後述する．
以下，(a)〜(c) を画像処理によって識別する手法を
述べる．図 3 に示すように，ロボットの側から見た布
の画像には，照明による明暗の差が見られる．そこで
この画像に対し Laplacian Filter を適用すると，画素
値の分布には次のような特徴が現れる (図 7)．

(a) の場合 中央のフチを境に画素値が大きく下がる
(b) の場合 左側方のフチに沿って画素値が高くなる
(c) の場合 全体的に概ね画素値が高い
この特徴により，まず Laplacian Filter を適用した画
像上に n[pixel] × n[pixel] の探索窓を設け，左上から

2.2 布の形を整え直す動作
布が状態 3 にあると識別されたときは，これを状態
1，または 2 へと遷移させる必要がある．まず布の適当
な 2 点を把持した後，いったん机上から持ち上げる．こ
のようにすると，布の 4 つの角のうち，少なくとも 1
つの角が下に垂れる可能性が高くなる．その後，右手
座標系の原点を先ほどと同様に定義した上で，以下の
動作を行う (図 9)．
1. 両手を −Δ z だけ移動させ，布を机上に接触させる
2. 両手を素早く Δ x 移動させ，下に垂れていた角が
ロボットの手前に来るようにする
3. 両手の指を広げ，布を離す
動作 2 において素早く移動させる理由を述べる．下に
垂れた角を机上に接触させたまま，把持した箇所のみ
を素早く動かすことで，角部のみが慣性力によりその
場にとどまり続ける．その結果，ロボットの手前にシ
ワや折り返しのない角が現れる．この動作により，布
の状態を 1，または 2 へと遷移させた後，前述の展開
手順 2 または 3 を用いて布を展開する．

3.

動作計画における問題とその解決

前章において，布の状態ごとに応じた動作による展
開手法の提案を行ったが，ここでこの手法の問題点に
ついて述べる．布の状態の識別には前述した識別器を
用いるが，実験の結果，識別器が状態 1 を正しく識別
する確率は 0.7，状態 2 を正しく識別する確率は 0.63
であることが分かった．これにより，単純な if − then
ルールに基づく行動決定だけでは，展開が失敗する可
能性がある．そこで，識別精度の低さを考慮した上で
動作計画を行うため，本稿では部分観測マルコフ決定
過程 (Partially Observable Markov Decision Process :
POMDP)[5] を用いたシステムを提案する．POMDP

図 10 POMDP システムの処理フロー

表1

条件 3 0.3892 ≦ b(S1 ) ≦ 0.5912 のとき行動 a3

布の形を整え直す際の状態遷移確率
′

T (s |s, a3 )
Next state

Now state
s1
s2
s′1

0.68

0.44

s′2

0.32

0.56

は，状態：S ，行動：A，観測値：O，遷移確率：T ，識
別精度：P ，報酬：R，割引率：γ，初期信念分布：b0 (s)
の 8 要素から構成されるが，まずこのうちの S ，A，O
を以下のように定義する．
状態 S … 布の状態 ：s1 ，s2
行動 A… 次に取る行動 ：a1 ，a2 ，a3
観測値 O… 識別器が観測した布の状態 ：o1 ，o2
ここに，s1 ，s2 は，第 2 章で述べた状態 1，2 に，観測
値 o1 ，o2 は，識別器が状態を s1 ，s2 であると観測した
ことにそれぞれ対応する．また，行動 a1 〜a3 は，第 2
章で述べた展開手順 2〜4 に示した動作にそれぞれ対応
している．その他，ある状態 S で行動 A をとり，状態
S へと移行する遷移確率 T (s |s, a) については，次の
ように定義する．行動が a1 ，または a2 のときは，布
を展開する作業へと移行し，その回のタスクを終了と
するため，

T (s′ |s, ai ) = b0 (s)

(i = 1, 2)

(3)

とする．初期信念分布 b0 (s) は，布の初期状態が「机上に
無造作に置かれてある」という仮定に基づき，b0 (s1 ) =
b0 (s2 ) = 0.5 とした．また，行動が a3 のときの遷移確
率は，実験的に確認した．その結果を表 1 に示す．識
別精度 P は，前述の値を用いた．報酬 R については，
正しく状態を識別，行動した際には正の報酬を，誤っ
た識別，行動をした際には大きな負の報酬を，そして
行動 a3 により布の形状を整え直した際には小さな負の
報酬をそれぞれ与えた．割引率 γ は実験的に 0.7 とし
た．
以上をもとに，価値反復アルゴリズム (Point Based
Value Iteration) を用いてパラメタを算出した．計算の
結果，信念 b(s1 ) の値が，
条件 1 b(S1 ) > 0.5912 のとき行動 a1
条件 2 b(S1 ) < 0.3892 のとき行動 a2

が，それぞれ最適行動となることが分かった．
POMDP を用いたシステムの処理フローを図 10 に示
す．ロボットは机上に置かれた布に対し，上述した条
件 1〜3 に基づき次の行動を決定する．条件 3 の場合，
行動 a3 により布の形を整え直し，新たに得られる観測
値 o′ と以下に示す式（4）により，信念の分布を b(s)
から b′ (s′ ) に更新する．
∑
P (o′ |s′ ) s T (s′ |s, a)b(s)
′ ′
∑
(4)
b (s ) = ∑
′ ′
′
s′ P (o |s )
s T (s |s, a)b(s)
これにより更新された分布に基づき，次の最適行動を
決定する．条件 1 の場合，先に述べた摘み滑り展開に
移行する．その後，信念の分布を初期分布 b0 (s) へと初
期化し，展開を終了する．条件 2 の場合，識別された
2 つの角をそのまま掴み上げ，信念分布を b0 (s) へと初
期化し，展開を終了する．以上に加え，識別器が状態
を s1 ，s2 のいずれでもないと識別した場合は，条件 3
と同じ処理を行うものとした．

4.

実験

4.1 実験手順
図 11 に実験環境を示す．実験には，川田工業株式
会社製の HIRO を使用した．このロボットの頭部に，
Microsoft 社製の Kinect を装着し，布の RGB 画像及
び深度情報を得ることで，布の状態の識別判定を行っ
た．また，腰軸付近には Baumer 社製のカメラ VLG22C を搭載し，2.1 節で述べた摘み滑り動作時における
布の RGB 画像を取得した．
実験は以下に述べる手順を 1 回として行った．
1. 布の状態を観測する
2. 3 章の条件 1〜3 を判定する．条件 3 の場合，条件
1，2 のいずれかが成り立つまで行動 a3 を繰り返す
3. 条件 1 または 2 に該当したら，行動 a1 または a2
により，布を展開する
4. 展開の成否を判定する
展開の成否は，図 12 に示すように，ロボットの 2 つの
ハンドが布のフチを把持し，シワや折れ重なりがなく
空中で展開出来ている状態を成功とみなした．以上を
図 13 に示す布に対し 40 回実施し，成功率を調べた．
実験の条件として，行動 a2 及び a3 におけるロボッ
トの布の把持位置と姿勢について述べる．本稿では，布
を把持する際の適当な位置と姿勢を決定するための処
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使用した布

図 11 実験環境

図 14

図 12 成功の様子

理を検討していない．よって，a2 については，観測さ
れた布の角の位置とそれを把持するための姿勢を，a3
については，布の適当な 2 か所を把持する際の位置と
姿勢を，それぞれ人の手によって与えるものとした．ま
た，今回の実験では，摘み滑り動作時に布の状態が (c)
と判別された場合は失敗とみなし，動作を中断した．

4.2 実験結果
40 回の実験の結果，成功回数は 25 回であった．失敗
時の要因としては，机上に置かれた布にシワや折り返
しがない角が存在しないにも関わらず，状態を s1 と誤
認した回数が 3 回，状態 s1 を状態 s2 と誤認した回数
が 1 回，摘み滑り展開前のフチの状態について (b) を
(a) と誤認した回数が 5 回，摘み滑り展開中に指から布
が抜け落ちてしまう失敗が 6 回であった．
4.3 考察
実験中に，観測器が図 14 に示す状態を s2 であると
誤判定することがあった．しかし，POMDP における
報酬 R の値を調整することにより，ここでの最適行動
は a3 であるとの判定がなされた．これによって，布の
形を図 3 右に示す形状に整え直してから，行動 a2 を実
行することに合計 3 回成功した．第 3 章で述べたよう
に，識別器の識別精度は状態 1 よりも状態 2 の方が低
い．これにより，今回の実験では識別器が状態 2 を示
したとしても，より慎重に行動するように条件 1〜3 を
設定した．結果として，成功率を向上させることが出
来たといえる．一方，失敗の要因として多く見られた
のは，布のフチの状態 (a)，(b) の誤認と，摘み滑り展
開中の布の落下であった．前者については，Laplacian
Filter 適用時の閾値 Ta ，Tb の設定によるものと考えら
れる．実験環境における照明条件の時間的な変化等が，
判定精度に影響を与えてしまうため，これについては
今後の課題としたい．後者については，2.1 節で述べた
ように，布の角を把持した後，センサ等からのフィー

状態 2 の誤認

ドバックを一切用いず，単純な直線軌道で引いている
点が原因であると考えられる．本稿では，布を引いて
いる際にロボットが布の状態を認識するための処理を
実装していない．今後は触覚センサ等を使用すること
により，この問題の解決方法を検討していきたい．

5.

結言

本稿では，識別器の精度の低さを考慮した動作計画に
基づく矩形の布生地の展開手法を提案した．POMDP
の枠組みを用いることで，慎重な判断のもとに行動す
るシステムを実装した．そして実験により，観測値と
信念分布に応じた最適行動を取ることを確認した．
今後の課題としては，前章で述べた摘み滑り動作の
成功率向上のための工夫が挙げられる．また，識別器
そのものの精度を向上させ，慎重な行動を取ることな
く，より短時間のうちに布生地を展開するための手法
についても，検討課題として挙げられる．
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