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In this paper, we describe a folding ability acquisition of an item of clothes by a dual-
arm robot. We focus on how to fold cloth products with placing it on a chest as a folding
method that humans often do. This method has the following advantages: (1) As it uses the
body parts, a stable horizental plane such as a table is not needed. (2) Since a cloth product
is unfolded in a state that expanded on the chest plane, and operation is added only to the
shoulder parts, it is relatively easy to recognize the shape of the cloth product during operation.
To let the robot acquire this folding method, we take “Teaching by Showing” approach. Using
time-series sensor data obtained by observing a human performer who folds a cloth product,
we propose a unified method to obtain folding phases and folding trajectory for a dual-arm
robot. We applied time-series data segmentation and reinforcement learning, and confirmed
the effectiveness of the proposed method by means of experiments using an actual robot.
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1. 緒 言

人々が普段の生活を送るうえで，布製品は毎日のよ

うに利用されるものである．それゆえに，洗濯や収納

などの布製品に関わる作業を頻繁に行う必要があり，

人々はその非生産的な作業を日々繰り返している．こ

れらの非生産的な作業の代表例として布製品を畳む作

業が存在し，畳む作業をロボットによって実現するた

めに様々な研究開発が行われている．

布製品を畳むことを目的とした従来研究では，基本

的に，布製品を置くことができる水平なテーブルなど

があるものと想定することが多い．それにより，操作

を加えていない部位がテーブル上で静止していること

を保証して，作業の見通しを立てやすくしていると考

えられる．しかし，テーブルを利用するとテーブルを
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置く大きな空間が必要となり，また操作を加える最中

に布製品の状態が観測困難といった問題が存在する．

筆者らは，人間がよく行う畳み方として，布製品を

胸に当てて畳む方法に着目し，そこで必要となる操作

能力をロボットに獲得させることを目的とした研究を

行っている．本稿では，布製品を胸に当てて折り畳む

作業能力を人型ロボットに自動で獲得させる方法につ

いて述べ，実ロボットによる折り畳みの実験結果を報

告する．

2. 折り畳み動作の獲得

本研究では teaching by showing(1)の考え方に基づき，

人の動きを参考にしてロボットの動きを決めるアプ

ローチを採る．人間の教示者が布製品を折り畳み，ロ

ボットはその様子をセンサで観測し，そこで得られた

センサデータを参照しながら動作獲得に必要なデータ

を抽出する．

シャツなどを折り畳むためには，布を二つ折りに作

業を複数回実行する必要がある．そのため，一連の折



Fig. 1 提案手法のイメージ図

り畳み作業に必要な動作を一括して学習することは困

難である．そこで，まず全体の流れをいくつかの工程

に分割し，各工程で動作獲得をおこなうアプローチを

採る．図 1に提案手法の概略図を示す．この手法は，
主に行動分節器と動作生成器から構成されている．行

動分節器は教示者の動作系列をいくつかの工程に分割

するものであり，動作生成器は各工程を実現するため

のロボットの動作を生成するものである．

教示者による折り畳み作業は，カラー画像列と深度

画像で記録される．まず，前処理として人の姿勢推定

を行い，上体の可動関節の画像座標を時系列で得る．

その結果を入力としてセミマルコフモデルにより時系

列データの自動分節化を行い，いくつかの作業工程へ

分割し，各工程の境界となるフレームを得る．

そののち，各工程ごとに折り畳みの動作を獲得する．

ここでは，各工程の動作を単一の軌道探索問題とみな

し，強化学習手法を主に用いる．学習の手がかりとす

るのは，布の形状状態を認識を補助するために布製品

に貼付したカラーマーカの時系列変化である．ロボッ

トは，カラー画像と深度画像を用いてマーカの三次

元位置を計算しながら腕の各関節を動かし，教示者と

同じマーカの動きを再現することを試みる．ただし，

マーカの動きが殆ど生じない工程の場合は，教示者の

姿勢推定の結果を利用する．

3. 実 験

提案手法の検証のため，人型ロボットを用いた動

作獲得実験を行った．操作対象として綿 100%の半袖
シャツと子供用ワンピースを使用し，図 2に示したよ
うにカラーマーカを貼付した．行動分節器は，上記以

Fig. 2 実験に使用した布製品

Fig. 3 実験結果

外の７種類の衣服を折り畳んだ際のデータから事前に

学習させた．そして，上記 2種類の衣服の折り畳み作
業の分節化をおこなった．

図 3に実験結果を示す．上段は人間の折り畳み作業
に対する分節結果となり，下段はロボットが学習した

動作の実行結果である．折り畳みの精度に多少の誤差

はあるものの，ロボットにより布製品の折り畳み作業

が実現できることを確認した．

4. 結 言

本稿では，人型ロボットによる布製品の折り畳み作

業の獲得について述べた．折り畳みの能力を Teaching

by Showingの枠組みで獲得する方法を提案した．実現

方法として，行動分節化と動作生成の二つの要素から

なる枠組みを提案した．そしてシャツやワンピースを

操作対象として，提案手法の有用性を検証した．
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