
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. はじめに 

布のような柔軟物は，多様な形状を取りうるために

ロボットのような自動機械にとって扱いが難しい．一

方で，人間は柔軟物をきわめて器用に操作し，適切な

形状変化を実現することができる．本研究の目的は，

「操作中の柔軟物の様子を見ながら所望の操作を加え，

目標の形状に移行させる」という人間であればごく普

通の行動を，自律型ロボットに実行させることである． 

研究目的の実現にあたり，以下の必要性を重視する．

これらは，従来研究ではすべてを同時に満たすことが

難しかったものである． 

 柔軟物形状の推定：操作している最中の柔軟物の

形状を常に把握する必要がある．このためには，

外界センサを用いた観測によって得られる離散

的なセンサデータから，柔軟物の形状を面や立体

として推定する必要がある．また，オクルージョ

ン等により明確な形状が本質的に推定できない

状況を，適切に扱える必要がある． 

 予測・推定・動作生成のオンライン性：柔軟物操

作を遂行するためには，柔軟物の形状推定がその

場でできることはもちろん，操作中の手先軌道に

ついても，必要に応じてその場で適切に修正でき

る必要がある．すなわち，現在の柔軟物の形状推

定の結果に基づいて動作を生成し，その動作によ

って柔軟物がなるであろう形状を適切に予測す

る，というサイクルをオンラインで回せることが

望ましい． 

各項目を形状推定や動作生成の課題として個別にみる

と，すでに従来研究でも解決法が示されている[1, 2]．

また，処理時間や布の動的形状変化を深く考慮しない

前提でなら，複数の要素を組み合わせて柔軟物操作を

実現した研究もある[3, 4]．しかしながら，我々の知る

限り，上記すべての項目を同時に満たすことは，特に

オンライン性の観点で未だに難しい．その実現には新

しい手法群とその連携が求められている. 

本研究では，柔軟物操作を図１のように機能分割し，

適切な手法でそれぞれの機能を実装する．各機能の概

要は以下のとおりである． 

(a) 【形状推定】布生地の形状をメッシュ構造で表現

することとし，RGBDセンサより得た3次元点群

から布生地の形状推定を可能にする．メッシュの
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各頂点に不確実性を持たせることで，推定のあい

まいさも表現可能にする．この処理の所要時間は

およそ 150ミリ秒である． 

(b) 【形状予測】布生地をつかんだハンドを所定の軌

道に沿って動かしている最中に，微小時間後の布

の形状をメッシュ表現にて予測可能にする．この

処理の所要時間はおよそ2ミリ秒である． 

(c) 【操作生成】上記(a)で得た現在形状から，目標と

して与えられた形状へと変形するための操作を

生成する．これにより，布生地が予測に近いふる

まいをする限り，折り畳みが適切に遂行できるこ

とを保証する． 

(d) 【操作修正】もし，操作している最中に，(c)にお

いて与えた操作軌道が不適切であることが分か

った場合に，その時点から操作終了までを考慮し

た操作軌道の修正をおこなうことで，適切な形状

への折り畳みを信頼度高く実現する． 

2. 手法の概要 

代表的な柔軟物として布を選び，布生地の折り畳み

をタスクとして話を進める．図１の機能構成において，

(a)形状推定と(b)形状予測には高いオンライン性が求

められる．そこで本研究では，次のアプローチを採る． 

形状推定では，まずニューラルネットワークを用い

て対象物形状の確率的表現を得る．それを初期値とし

たエネルギー最小化処理により，現実的かつ一貫性の

ある形状推定をおこなう．一方で，形状予測では，実

際に操作をおこなったときのデータから，ハンドの微

小な動きと布の形状の変化の関係を学習する．この結

果を利用することで，微小操作後の布の形状をオンラ

インで予測可能する．  

また，(c)操作生成および(d)操作修正では，布という

柔軟物が今後どのような変形を経て目標形状にいたる

のかを，できるだけ明確に考慮できることが望ましい．

上記の形状予測の機能を利用し，操作軌道の長さ分だ

け予測をつなぎ合わせれば，一回の折り畳みにおける

布の連続的な形状変位を見積もることができる．すな

わち，初期形状に対する操作を仮想的に加えたとき，

その最後に得られる予測形状と目標形状が同じであれ

ば，その時の操作軌道は適切であると考える．そこで，

予測形状と目標形状との差が小さくなる軌道を探索す

る手法を採り入れることで，操作生成を実現する．こ

の手法は，操作中の途中形状を初期形状とみなした場

合にも適用可能である．すなわち，操作軌道の修正に

もそのまま利用できる. 

3. 実   験 

3・1 実験内容とデータ生成 

片手もしくは両手で矩形の布を折り畳む作業を対象

として実験をおこなった．操作におけるパラメータは，

メッシュ上に定義される二つの把持点（パラメータ数

4）と把持した部分の移動量（パラメータ数 2）である． 

訓練用および検証用に，布生地の様々な折り畳みの

データを仮想的に生成した．布生地のシミュレーショ

ンにはARCSim[5]を用いた．折り畳み操作は，作業空

間の中央に布生地を開いて置いた状態から開始するこ

ととした．各データ生成において，布の形状はシミュ

レートされたフレームごとに保存することとした．フ

レーム数は手先軌道の長さによって変わり，本データ

セットでは83～468フレームであった． 

3・2 実験結果 

300 個のテストデータを用いて形状予測の検証をお

こなった．操作生成の検証の手順は次の通りである．

まず，操作前の形状と目標形状を与えた．操作軌道の

初期値は円弧状の軌道とし，経由点をその軌道上に等

間隔になるよう配置した．そののち探索を開始し，途

中形状から操作を継続したときの予測形状が目標形状

と大きく異なった場合のみ，再度の軌道探索処理，す

なわち軌道修正処理を実行した．50個のテストデータ

に対して折り畳みを行った結果，軌道修正によって目

標形状との誤差を小さくなることが確認できた．軌道

探索の実行時間は，操作前では 10秒から 20秒程度，

操作実行中では1秒から10秒程度であった．折り畳み

Fig. 1 Functions making up deformable object manipulation, and their conditions and roles 



 

 

 

結果の例を図 2に示す．上段は，布生地が滑ったり，

布生地に外力が加わることがない場合での結果である．

一方で，下段は折り畳み中に布に外力を加えた場合で

ある．具体的には，布生地のうち把持されていない二

つの角部分を，手のある位置から離れていく方向に引

っ張った．図 2左側のグラフにあるように，軌道修正

がない場合は形状の誤差が大きくなるが，軌道修正を

導入することで，折り畳み後の形状誤差を小さく抑え

ることができた．  

3・3 実機実験 

カワダロボティクス製の双腕ロボットHIROを用い

た実験をおこなった．ロボットの正面にRGBDセンサ

（Azure Kinect）を設置し，机上に置かれた24cm ×

24cm のハンカチを操作対象とした．  

形状推定は次の手順でおこなった．まず，RGBD

センサから得たカラー画像に Grabcut[6]及び輪郭

抽出処理を実行し，布の領域を特定した．次に，

深度画像を用いて，この領域の三次元点群を算出

した．その点群から布の形状を推定した．一方，

操作実行の流れは次のとおりである．まず布の把

持位置を人手により指示した．ロボットは指示さ

れた位置を把持したのち，布の形状推定，形状予

測，操作生成を前節と同様の手順で実行した．た

だし，ロボットの動きが不要に遅くなることを避

けるため，動作指令を送るのは 10 ステップおきと

した．また，操作修正の実行条件は，目標形状と

予測形状とのMSEが 0.003以上になったときとし

た．折り畳み後の目標形状とのずれは 5mm 程度で

あった．図 3 に実験の様子および形状推定の結果

を示す．  

 

7. おわりに 

本稿では，自律型ロボットが「柔軟物の変形の様子

を見ながら操作を加える」ことを可能にするための方

式について述べた．形状推定，形状予測，操作軌道の

生成及び修正の各機能に着目し，それらの機能の実現

方法を述べた．また，各機能を適切に連携させ，布生

地の折り畳みを対象作業としたシミュレーションおよ

び実機実験をおこない，提案手法の有効性を示した． 

今後の課題として，処理の高速化やほかの柔軟物へ

の提案方式の適用がある． 
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Fig. 3  Experinet using an actual robot Fig. 2  Example of manipulation results. The graph 
shows the error value between the predicted shape 
and the target shape at each trajectory point. 

 


