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1. はじめに
生活支援に係わる作業を自動化するとき，自動機械

に物体操作能力を持たせることが必要な場合が多々あ
る．それを実現する伝統的な方法の一つは，操作対象
物のモデルに基づいて物体認識をおこない，その結果
を入力として，計画器により自動機械の動作列を生成
するというものである．操作対象物のモデルは，形状等
として手動もしくは半自動で定義することが多い．ま
た，動作計画においては，操作対象物や周囲の事物を
仮想的に再現したシミュレーション環境を用意するこ
とが多い．
上述の方針は，基本的に操作対象物が剛体であるこ

とを想定している．一方で，我々が日常生活を送るう
えでは布製品のような柔軟物もきわめて身近な存在で
あり，それらに係わる自動化の要望が多いことも事実
である．そのような柔軟物を扱おうとする場合は，剛
体と同様の方法により操作を自動化することは困難で
ある．布製品の操作をおこなう従来研究では，吊り下
げ状態へ移行させる前段動作があり，その後に適切な
把持位置を決定する手法が提案されており，その際は
布の角部分が把持箇所の候補となることが多い [1][2].

無造作に置かれた状態からの把持点選出をおこなう方
法も存在するが，検出率にはまだ課題がある [3][4]．
筆者らは，操作の第一段階である布製品の「把持」に

着目し，自動機械により把持方法を自動で獲得させる
ことを目指している．本稿では，折り畳まれた布製品
を対象として，その形態をなるべく崩さずに適切な場
所を掴んで持ち上げるタスクを考える．このとき，適
切な持ち上げ方に関するルールを開発者が明示的に与
えず，様々な把持方法をロボットに試行させる中から，
必要な知識をロボットに自動で獲得させる．
本研究で特に着目するのは，柔軟物の持ち上げの状

況把握に適したセンサデータの加工方法である．もし
適切な加工方法が得られ，それにより良い特徴表現が
生成できれば，知識獲得を効率的におこなうことがで
き，その知識を利用した柔軟物操作の精度も高まると
考えられる．知識の獲得に関する最近の流れとして，畳
みこみニューラルネットワークを利用する方法 [5] など
があるが，大量の経験データを必要とすることが問題
である．例えば対象物が剛体であれば，ある程度の経
験データ獲得をシミュレーションでおこなうことが容
易であるが，折り畳まれた状態の柔軟物については適
切なシミュレーションが難しい．すなわち，実際のロ
ボットを用いて大量の持ち上げ経験データを収集する
ことが必要になる．それに対し筆者らは，これまでの
研究経験 [6][7]を生かし，布製品に適した特徴量表現を
人手で与える．そして，知識獲得にあまり多くの経験
データを要しない仕組みを構築することを目指す．

2. 問題設定と手法の概要
折り畳まれた布製品がテーブル上に置かれている．外

界センサと多関節アームからなるロボットを利用して，
その布製品の一部を掴み，持ち上げる作業をおこなう．
持ち上げ後，畳まれた折り目を保持したままの状態が
保たれていれば成功，折りが解消され，だらりと垂れ
下がるようなことがあれば失敗とする．また，把持位
置が適切でなく，そもそも把持できなかった場合や，持
ち上げ中に落とした場合も失敗とする．
本研究では，外界センサとして三次元距離画像セン

サの利用を想定する．すなわち，持ち上げ中の様子が
カラー画像と深度画像の時系列データとして得られる
ものとする．持ち上げ知識を獲得するためのデータ収
集では，実際の持ち上げ作業をおこないながら，布製
品を把持した時点での手先の位置座標と，持ち上げ作
業の開始から終了までの様子を納めたカラー画像列・
深度画像列を記録していく．
一方，持ち上げのための知識が獲得できたとしたと

き，新たな持ち上げ作業は次のように実行する．まず，
テーブル上に置かれた布製品のどこを掴むかを決定す
る．この決定では，現在のセンサデータと過去に把持
に成功した時のセンサデータを照合し，過去の成功時
に掴んだ場所を現在のセンサデータ上にマッピングす
る．ここで良い把持位置が選択でき，その後の把持も
問題がなければ，持ち上げタスクは成功する確率が高
い．しかしながら，マッピングのミス等により，把持動
作後に持ち上げに失敗することも考えられる．そのた
め，持ち上げ中も常に把持状況を認識し，失敗検知を
おこなうことを目指す．すなわち，もし持ち上げ中の
布製品の形状状態が想定通りではない場合などは，作
業を中断してやり直し動作へ移行することを想定する．
その場合，やり直し動作の内容を現在の把持状態から
決められるような認識ができる必要がある．
以上の流れについて，認識関連で肝要となるのは，把

持位置を決定する部分と持ち上げ中の状態認識である．
次章からはそれぞれを実現するための知識の獲得方法
を説明する．

3. 把持位置の決定手法
3.1 学習データの取得

前述したように，持ち上げ知識の獲得のために学習
データの収集をおこなう．まず，布製品がテーブル上
に置かれている状況について，ロボットが動き出す直
前のカラー画像と深度画像を記録しておく．また，人
手による指示もしくはロボットが自動で選択した把持
個所の座標も記録しておく．そして，これらのデータ
に対してその後の持ち上げ動作が成功したか否かも記
録しておく．把持位置の推定に用いるのは，それらの



図 1 把持点決定の流れ

うち持ち上げに成功したデータのみである．

3.2 把持位置の決定

テーブル上に置かれた布製品について，カラー画像
と深度画像を取得する．深度画像から三次元のポイン
トクラウドを生成し，平面検出によりテーブル天板の
平面方程式を算出する．その後，その平面よりもセン
サ側にある三次元点のみを選択し，それらを二次元平
面に射影する．その二次元平面は，テーブル天板を垂
直上方から観測した場合の画像平面である．以上によ
り，布製品に所属すると考えられる点群の投影像を得
る．この過程では，原画像から投影画像への画素位置
の変換パラメータも得られるため，カラー画像につい
ての投影像を得ることも容易である．
把持位置の決定は，学習データと入力データのそれ

ぞれから投影画像を生成し，この 2 枚の画像を照合す
ることでおこなう．もし照合度が高ければ，そのときの
学習データに記録された把持位置を入力画像上にマッ
ピングし，把持位置が決定できたとする．このとき問
題となるのは，学習データを取得したときの布製品の
置き方が，入力データを取得した時のそれとは同一に
ならないことである．そこで，入力データによく重な
るように，学習データを位置合わせする．このために
粒子フィルタを利用する．すなわち，学習データに多
数の姿勢変位仮説を与え，最もよく重なるような姿勢
変数を探索する．姿勢変数は本来であれば 6種類であ
るが，前述のように鉛直視点からに変換を加えた後で
あれば，平面上の平行移動と回転の計 3 自由度と考え
ることができる．よって，一つの粒子が (x, y, θ) の 3

パラメータを持つものとして，学習データに平行移動・
回転を加えたのち，当てはまりの評価をおこなう．図
1に上述の流れを示す．
当てはまりの評価は，深度情報を用いておこなう．評

価式は以下のとおりである．

eval = Σu,v
1

{dref (u′, v′)− dinput(u, v)}2 + C
(1)

ここで，(u, v)，(u′, v′)は画像座標である．d∗(u, v) は
座標 (u, v)の深度である．(u′, v′)は，(u, v)を姿勢変
数 (x, y, θ)により座標変換した結果である．C は定数

図 2 実験環境

であり，ref は学習データの一つ，input は入力データ
を意味する．上式では，姿勢変換をおこなったのちに
テーブル上に存在する学習データのすべての点に対し
て，入力データとの差分を取っている．多くの点が小
さな差分で重なるほど，よい評価が得られる．
このほかにも，入力データとよく重なる可能性があ

る学習データをあらかじめ選び出す処理があれば，把
持点の決定は効率的に進められる．ただし，必須では
ないため本稿では扱わず，今後の課題とする．

4. 持ち上げ中の状態記述

4.1 状況の分類

持ち上げタスクにおいて想定できる状況は，大きく
分けると以下の 4 通りになる．

成功見込み－成功：布製品から適切な把持位置が抽出
され，それに応じた把持をおこない，持ち上げに
成功する．

成功見込み－失敗：布製品から適切な把持位置が抽出
されたが，持ち上げには失敗する．

失敗見込み－成功：布製品から不適切な把持位置が抽
出されたが，持ち上げには成功する．

失敗見込み－失敗：布製品から不適切な把持位置が抽
出され，それに応じた把持をおこない，持ち上げ
に失敗する．

これらの分別が可能となるようなセンサデータの加工
方法を検討する．なお，失敗についても，把持できな
かったり，持ち上げ中に落としたりなどの分類が可能
であるが，本稿では扱わない．

4.2 特徴量の表現

持ち上げ作業の最中に，時系列のカラー画像と深度
画像が得られるものとする．持ち上げ中の布の輪郭や
シワには，成功か失敗かによってある程度の傾向が出
ると考えられる．また，布の動き変化も重要な情報に
なると考えられる．本研究では，カラー画像から特徴
表現を得て，それを用いて状態記述をおこなう．カラー
画像に対しては，HOG，SIFT などのエッジベースの



図 3 持ち上げ作業の様子

図 4 把持点決定のための位置合わせ

図 5 各特徴表現での識別率

特徴表現や，テクスチャに基づく特徴表現 [7]を検討す
る．また，画像間での動きの情報であるオプティカル
フローも検討する．オプティカルフローについては，フ
ローの向きと大きさについての頻度ヒストグラムを生
成する方針を採る．

5. 実験
図 2 に示すように，矩形のタオルを 4 つ折りにし，

テーブルの上に置いた．6軸のアーム（アールティ社製，
NEKONOTE）をそのテーブルに設置し，タオルとアー
ムを俯瞰できる視点に三次元距離画像センサ（ASUS

社製，Xtion PRO LIVE）を設置した．センサからは
640 × 480 [pixel] の大きさのカラー画像と深度画像を
取得した．
知識獲得のための学習用データとして，前章で述べ

た各状況ごとに 30 の持ち上げデータを収集した．持ち
上げ作業中の例を図 3に示す．なお，4 通りの状況を
想定してデータの収集をおこなったところ，3．の状況
がほとんど起きなかったため，本実験では 1．，2．，4．
の 3 クラスのみを扱うこととした．
把持位置の決定では，成功時の時系列学習データ

から最初の時刻のセンサデータを取得し，それと現

在の最初のセンサデータとの照合をおこなうことで，
把持位置の推定結果を得た．図 4 に処理結果の一例
を示す．赤色部分が入力データ，緑部分が学習データ
であり，二つのデータが重なり合った部分は黄色で表
されている．多数の白い点は粒子のうちの位置座標
(x, y) を可視化したものである．粒子フィルタについ
ては，粒子数 250，予測時の粒子の標準偏差はそれぞ
れ (σx, σy, σθ) = (10[mm], 10[mm], 5[deg])とした．
一方で，持ち上げ中の状態記述のために，学習時の時

系列データを 5時刻ごとに分割し，各分割ごとに特徴
ベクトルを算出した．それらを用いて線形 SVMにより
識別器を生成した．そして，得られた識別器を用いて，
入力データの各フレームに対して識別をおこなった．図
5 は，持ち上げ中の識別結果を示している．左側の表
は，一つの持ち上げシーケンスが終わったあと，いくつ
のフレームで識別が成功したかを算出したものである．
右側の表は，持ち上げシーケンスを 3つのフェーズに
分割し，各フェーズでの識別率を算出したものである．
例えばHOGでは，布製品に手をアプローチし（phase

1)，中ほどまでつかみあげる（phase 2) までは 6 割台
で失敗・成功が判別され，持ち上げきる段階（phase 3)

では 8 割弱の正答率が得られている．

6. まとめ
本稿では，畳まれた布製品を崩さずに持ち上げるた

めの知識獲得とその活用方法について述べた．今後は
まず識別率の向上に注力し，その後はロボットが自動
で知識を獲得するための手法提案と実装をおこなう．
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