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1. はじめに
布製品を畳む行為は，一般家庭や衣料品店などで日
常的におこなわれている．ほとんどの場合，これは非
生産的な作業とみなすことができるため，自動化に対
する要望は多い．一方で，布製品は柔軟物であり形状
が様々に変わりうることから，自動機械を用いての操
作は難しいことが知られている．
本稿では，布製品の折り畳みの自動化に向けて，布
の操作方法をロボットに獲得させる方法について述べ
る．自律型ロボットによる布製品の折り畳みは従来か
ら多くの試みがあるが，そのほとんどすべてにおいて，
折り畳みの手順が与えられていたり [1]，布の中間形状
状態が与えられたうえで行動選択をおこなうなど [2]に
より，ロボットが把握するべき布の形状状態を削減し
ていた．これらの方針により折り畳みの実現可能性は
高まるが，未知の形状状態が目標値として与えられた
ときに対応できないことが問題である．
筆者らが目指すのは，布製品の折り畳み方を人間が
ロボットに逐一教えなくとも，様々な目標形状へ布製
品を遷移させる折り畳み方を，自動で計画し実行でき
る仕組みの実現である．このために，筆者らは文献 [3]

に示す操作手順計画の手法を提案してきている．ただ
し，そこでは全ての行程がシミュレーションの世界で
閉じられており，現実のロボットへこの手法を搭載す
るにあたって必要となる要素技術が明らかではなかっ
た．そこで本研究では，折り畳み方を自動で計画でき
るロボットの実現を目標とし，操作手順計画の手法を
中核とした折り畳みの実現方法を検討した．この操作
手順計画の手法は学習ベースである．すなわち，一定
の操作経験のセットを与えて学習させ，計画器を生成
する．そして，この計画器に未知の初期形状・目標形
状を与えると，その間をつなぐ折り畳み方が把持点と
手先軌道の組として出力される．
布製品は柔軟物であり，無限の形状状態を持ちうる．
そのため，計画器の学習においては，大量の学習デー
タは必要になることが予想される．しかしながら，実
機を用いて学習データを収集する作業には手間がかか
る．そこで，物理シミュレーションにより生成した大
量の学習データと，実機で収集した少量のデータから，
計画器を生成する方法を検討した．そして，計画器が
出力した結果を用いて，実際の布製品の折り畳みがで
きることを確かめた．

2. 操作手順計画手法 [3]とネットワークの
追加学習

図 1は，文献 [3]で提案した操作手順計画器の構成を
示している．大まかには，多層の三次元畳み込み自己
符号化器の符号化部と復号化部があり，その間に多層
パーセプトロンを挟んだ構成である．以後，この多層
パーセプトロンを操作ネットワークと呼ぶ．

図 1 操作手順計画器の構成

このネットワークへの入力は，布の三次元形状を解
像度 32× 32× 16 の二値ボクセル空間で表現したもの
である．このボクセル情報を自己符号化器によって圧
縮する．なお，通常の自己符号化器では，圧縮後の情報
を複合化し元の情報の再現性能を見るのであるが，本
手法では，圧縮後の情報と操作入力を合わせたベクト
ルを，操作ネットワークに入力する．そして，操作ネッ
トワークからの出力を複合化部に通すと，操作後の布
の形状状態が 32× 32× 16の解像度のボクセル表現と
して推定される．すなわち，複合化で得られたボクセ
ル表現が，目標の形状状態のボクセル表現と近くなる
ように操作入力を選ぶことができればよい．

このネットワークを，物理シミュレータ上で仮想的
に生成した布の形状と操作情報を用いて事前に学習さ
せた．その後，次章で述べるツールを用いて実機によ
る布製品操作のデータ収集をおこない，100セットの
データを集めた．そのデータを，シミュレーションで
別途集めた 7500個と合わせて，ネットワークの追加学
習をおこなった．このようにした理由は，実機のデー
タのみではデータ数が少なく，過学習を起こしたため
である．

なお，シミュレーションでデータ収集をおこなう場合
は布の全体の形を知ることができるが，実機で収集し
たデータの場合は，ロボットからの視点での形状デー



図 2 ロボットへの操作指示画面と指示例

図 3 学習データの例

タしか得られない．よって，布の一部が計測できてい
ないケースが多くなる．そこで，シミュレーションデー
タと実データの両方において，真上から見えないボク
セルの値を全て１とした．また，実機で収集したデー
タについては，回転・反転・把持点の交換などで実デー
タを水増しした．学習時のバッチサイズは 20，学習処
理の回数は 50万回とした．
学習されたネットワークを利用し，次の手順で操作
計画を実行する．

1. 布製品の初期形状状態を入力，目標形状状態を出
力に設定

2. 操作入力をランダムに設定
3. 順伝搬処理により，形状状態の入力と操作入力か
ら操作後の布の形状状態の予測を生成

4. 予測と目標状態から損失 (平均平方誤差)を計算．
誤差逆伝搬を用いて操作入力に対する勾配を計算

5. 勾配降下法により操作入力を更新する．更新ルー
ルとしては iRprop- [4]を採用

6. 操作入力が安定した場合，もしくは所定の回数に
達した場合は処理を終了．そうでない場合ステッ
プ 3に戻る．

上記の計画生成処理を並列に 10回おこない，最終的に
損失が最も低かった操作計画の結果を選択する．

3. 学習データの収集
2章で説明した手法で学習をおこなうには，初期形
状と操作後の形状，初期形状に対する把持位置，操作
後の形状での開放位置を 1セットとした学習データを
必要とする．本研究では学習データの収集に片腕 6軸
の双腕マニピュレータを用いることとした．
6軸のマニピュレータの手先の姿勢を決めるために

図 4 ネットワークの出力例

は，位置の 3変数 (x, y, z)と方位の 3変数 (ϕ, θ, ψ)の
合計 6変数が必要となる．ただし，学習データを取得
するときにこれらの変数を直接指定して把持を実行さ
せることは，手間がかかる．そこで，この手間を減ら
すためのツールを実装した．まず，マニピュレータの
布操作に以下のような条件を設定し，指示をできるだ
け簡便にした．

(1) 把持する領域は布の縁周辺部分
(2) 操作は右腕，左腕，両腕のいずれかで行う
(3) 把持位置，操作量は画像上 (図 2)にて指示
(4) 操作量は両腕とも同値

これにより，折り畳み動作を決めるための変数を
(x, y, ψ)の 3変数に限定した．
また，布製品の形状情報の取得については次のよう
にした．ロボットの頭部にMicrosoft社製の kinectを
搭載し，そこからカラー画像と深度画像のペアを得た．
そして，カラー画像に対してグラフカット [5]を適用し，
布領域を簡便に得た．そののち，布領域に対応する深
度情報から 3次元点群を生成した．すなわち，学習に
おいてこの点群をボクセル表現に変換すればよい．
収集した学習データの例を図 3に示す．カラー画像
にグラフカットを適用してマスク画像を生成し，そこ
に把持点・開放点を記した．

4. 実験
川田工業製の双腕マニピュレータロボット HIROを
用いて，データ収集と布操作実験をおこなった．対象
とした布製品は図 2 に示した矩形のタオルである．2

章，3章で述べたように，事前に折り畳み操作のデータ
収集をおこない，100セットのデータを得た．それを
シミュレーションで生成したデータとブレンドし，そ
のデータセットを用いてネットワークを学習した．
検証実験では，布製品の初期形状と目標形状を 3次
元点群からボクセル表現に変換したのち，ネットワー
クに与え，その結果として出力される手先軌道に従っ
てロボットを動作させた．図 4は片手操作における処
理の一例を示している．左側の 2枚は，その左側が布
製品の初期形状，右側が操作後の形状であり，ネット
ワークに入力したデータである．ただし，赤い◇は把
持位置，×は開放位置，そこを結ぶ線分が操作軌道の
真値であり，これらはあらかじめ入力からは除いた．一
方，右側の 2枚が操作計画の出力であり，推定された
把持位置と開放位置を描画している．ここでは，緑で
示された操作をおこなうと操作後の布製品の形状は概
ね目標形状になる．なお，ネットワーク自体は両手分
の操作を必ず出力するが，ここでは赤色の結果が布を



把持できないものとなっている．よって，片手分の操
作しか必要ないとみなすことができる．
右腕操作，左腕操作，両腕操作による操作結果を以
下の図 5～7に示す．図の上半分は操作計画を行うため
にネットワークに与えたデータ，図の下半分は操作計画
の出力に従ってロボットを動作させた結果である．これ
らの結果からわかるように，簡単な操作に限定される
ものの，操作後の形状が大まかに推定できており，ま
たネットワークの出力を用いて布操作が実現可能であ
ることが確認できた．

5. まとめ
本稿では，折り畳み方を自動で計画できるロボット
の実現について述べた．操作手順計画器を実機で運用
するにあたり，学習データを容易に獲得するための双
腕ロボットによる布製品操作経験蓄積ツールを実装し
た．また，実機で収集した学習データとシミュレーショ
ンで生成したデータをブレンドし，その学習データか
ら計画器を得ることの有効性を確かめた．そして，学
習後の計画器による出力を利用して，未知の形状状態
への遷移が実ロボットの操作によって可能であること
を確認した．
今後は，より複雑な手順を伴う操作を実現可能にす
る．また，学習データの取得作業をより効率化する方
法を研究する．
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