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In this paper, we present a motion planning method for automatic operation of cloth
products. The problem setting we adopt here is that the current shape state of a cloth product
and the shape state of the goal are given. It is necessary to decide where and what kind of
manipulation is to be applied. To this problem, we propose a novel motion planning method.
Our method directly connects cloth manipulations with shape changes of the cloth, by means of
a deep neural network. The effectiveness of the proposed method was confirmed by simulation
and real robot experiments.
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1. 緒

言

状態エンコードモジュール，操作生成モジュール，状態

我々の日常生活で布製品を取り扱う場面は多くある．

デコードモジュールから成る．以降この構造を EMD-

例えば，衣服の着脱，寝具の取り扱い，洗濯や収納な

net(Encode-Manipulate-Decode network) と称する．図

どがあげられる．これらの家事をロボットによって実

1 に示すように, 操作計画器は 3 次元畳込み自己符号
化器の符号化部と復号化部の間に操作生成を担う全結

現するために様々な研究開発が行われている．
布製品は柔軟性により取りうる形状が無数に存在し，
その形状を適切に知ることは未だ困難な問題である．
布製品の操作に関する従来の手法では，把持箇所を限
定したり，中間形状が与えられた上で行動選択をする

合ネットワークを挟んだ構成となっている．

EMD-net はネットワークの入力として操作前の布の
形状をとり，出力として操作後の布の予測形状を出力
する．この出力される予測形状と目標形状との誤差が

そう

小さくなるように操作入力 m(図 1 中の manipulation

することで布製品の操作の実現性は高くなるが，設計

input) を更新する．布の形状はボクセル形式で表現さ

(1)(2)

ことによって，操作の種類を削減していた．

者の能力への依存が強くなるといった問題がある．
筆者らは，布製品の初期形状と目標形状を入力する
と，その間をつなぐ操作と布製品の中間形状が得られ
る操作計画法の研究を行っている．本稿では，操作計
画器の構築法の提案と，実ロボットによる矩形布の折

れる．また，複数回の操作を計画するときには，操作生
成モジュールを計画する操作回数だけ再帰的に利用す
ることで適応することができる．このように操作生成
モジュールを再帰的に適用する EMD-net を EM*D-net
と称する．

り畳みを題材とした提案手法の検証について述べる．

2. 操

作

計

画

本稿では操作計画の課題に対し，モジュラ型ニュー
ラルネットワーク構造を用いてアプローチする．図 1
に提案する操作計画器の概略図を示す．操作計画器は

3. 実機によるデータ収集
EM*D-net を実環境に適応させるには，訓練データ
として操作前後の布の形状とその時行った操作パラー
メータをセットにしたデータが必要となる．訓練デー
タを取得するために図 2 に示すような実験環境を用意
した．
ロボットによる把持動作については把持位置を置か
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れた布の外周部に限定し，指先を布の下に差し込む動
作により把持することとした．そして把持後は手先を

Fig. 2 双腕ロボットと操作指示用 GUI

Fig. 3 実験結果

Fig. 1 EMD-net のイメージ図
少し持ち上げ目標位置まで直線軌道で移動させること

図 3 に実験結果の例を示す．中央列と右列を比べる

とした．また両腕で操作する場合，手先の移動量は両

と EM*D-net により，目標形状を再現出来ていること

腕とも同じ量移動させることとした．よって, 布操作に

を確認した．

必要なパラメータは把持位置 (xg , yg ) と手先の差し込
む向き ψg が各腕ごとに，手先の移動量 (xm , ym ) が必
要となる．訓練データ収集時にはこれらの各パラメー
タを GUI により人手で指示することとした．
実環境での布の状態はロボットの頭部に取り付けた

RGB-D センサにより取得した．センサより得られる
3 次元点群から布領域の情報のみを取り出し，ボクセ
ルに変換した．操作前後のセンサの情報とロボットに
より実行した操作のパラメータをセットにし，実環境
での訓練データとした．

4. 実 験 と 考 察
提案手法の実環境での検証のため，ロボットを用い
た操作実験を行った．操作対象は 330 × 330mm の矩形
のタオルとし，対象の操作は川田工業製の双腕ロボッ
(3)

ト HIRO を用いて行った．操作計画器は，シミュレー
ションデータ 9000 個と実機データ 400 個で学習を行っ
たものを使用した．

5. 結

言

本稿では，布の折りたたみを計画するための操作計
画器として，EM*D-net を提案した．実ロボット環境
を構築し，そこから実環境での訓練データを収集し，

EM*D-net を学習させた．そして EM*D-net の実環境
での計画の実現性についてロボットによる操作を通し
て検証した．
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実験では 1 回分の操作前後の布の状態を操作計画器
に与えて計画を行った．計画では把持位置 (xg , yg ) と
手先の移動量 (xm , ym ) を計画し，手先の向き ψg は移

だけ近づけられるかを確かめた．

