
1. 緒言 

布のような柔軟物は操作を加えることで元の形状

から別の形状へ変形する．布の変形は操作軌道に依

存するため，操作の始点と終点が一緒でも，その間

の軌道が異なると操作結果も別なものとなりうる．

また，軌道によっては，操作中に布全体が滑ったり，

不要なシワや折れが発生したりする．これらは折り

畳み失敗の原因となりうる．折り畳みを成功させる

には，これらの望まぬ変形を発生させず，目標形状

に折り畳めるような操作軌道が要求される．そのよ

うな操作軌道を探索するためのアプローチの1つに，

操作軌道と布の形状変化との関係をモデル化する

方法がある．そして，モデル化するにあたっては，

布の形状をどうやって表現するのか，操作に伴う形

状変化をどうやって計算するのか，という２点につ

いて考える必要がある．布形状の表現方法は適用可

能な作業の幅や精度に，形状変化の計算は軌道の探

索時間に影響する． 

Liら[1]は，物理シミュレーションを利用して操

作軌道を評価した．そこでは，布の形状をメッシュ

で表現し，布の形状変化の計算には物理シミュレー

ションを用いた．物理シミュレーションの計算に時

間がかかるため，操作軌道探索は操作前にのみ行わ

れた．Yangら[2]は，操作中の視野画像からロボット

の動作をオンラインで生成し，布を折り畳んだ．そ

こでは，視野画像を入力とし，次の動作を出力する

ような計算を学習によって構築した．しかし，学習

によって得られた操作と形状変化のモデルは，他の

作業に転用可能なものである保証はなく．作業内容

が変わった場合，再度学習する必要があった． 

布の形状をメッシュで表現すると，シワや折れを

よく表現でき，様々な形状が表現可能である．その

ため，メッシュによる形状表現は折り畳み作業にお

いて有効な表現方法であると考えられる．しかし，

操作中の布の形状をメッシュで予測するためには，

膨大な量の計算が必要になる．従来手法[1]ではそ

の計算がネックとなり，操作軌道探索は操作前にし

か行われなかった．折り畳み作業において，操作中

に予測とは異なる変形が発生することは十分に考

えられる．一般に，このような変形は操作前の時点

では考慮できない．そして，操作前に探索した操作

軌道では，このような状況に対応するのは難しい．

もし，操作軌道探索が操作中であっても実行可能で

あれば，予測とは異なる変形が発生したとしても，

その後の操作軌道を修正することで対応できる． 

本研究の目的は，メッシュ表現を利用した操作の

途中でも実行可能な操作軌道探索手法を構築する

ことである．そのためには，探索時のことを考慮し

て，操作と布の形状変化の関係をモデル化する必要

がある．また，操作中の形状変化の予測や操作軌道

の探索の計算はできるだけ高速であることが望ま

しい． 

本研究の貢献は以下の通りである． 

⚫ 操作軌道と操作中の布の形状変化を関連付け

るニューラルネットワークを構築した． 

⚫ 操作の途中でも軌道を修正可能な操作軌道探

索アルゴリズムの構築した． 

⚫ 矩形布の折り折り畳みを対象とした実験で，結

果を定量的に示した． 

2. 問題設定とアプローチ 

2.1 問題設定 

折り畳みは双腕ロボットにて行うことを想定す

る．よってロボットは両腕もしくは片腕で布を操作

できる．またロボットが折り畳みを行うときに，布

のどこを把持して操作するのかは予め与えられて

いる．ロボットの手先軌道は，𝑁個の経由点

(𝒎1
(𝑟),𝒎1

(𝑙)), … , (𝒎𝑁
(𝑟),𝒎𝑁

(𝑙)) を順番に通過するような

軌道とする．𝒎𝑛
(𝑟),𝒎𝑛

(𝑙)はそれぞれ，右腕の手先，左

腕の手先が通過する𝑛番目の経由点の位置を表す．

もし，ロボットが布を片腕で把持している場合は，

把持していない方の経由点は無視される． 

折り畳みを行うにあたって，操作前の形状𝒔0，𝑛番

目の経由点を通過するときの形状𝒔𝑛，及び折り畳み

の目標形状を𝒔𝑇の3つが与えられる．それらの情報

から布を把持している手先をどのような軌道で動

作させるかを考える．  

2.2 アプローチ 

操作の結果どれだけ目標形状に近づけられるの

かを軌道の評価値とし，評価値を最小化することで

操作軌道を探索する．評価値の計算には操作後の形

状𝒔𝑁と目標形状𝒔𝑇が必要になる．しかし，一般には

操作後の形状𝒔𝑁は操作を実行するまで分からない

ため，代わりのものが必要になる．𝒔𝑁の代わりとし

て，操作を実行したときの予測形状を利用すること

を考える．操作を実行したときの，把持点が各経由

点を通過するときの予測形状を�̂�1, … , �̂�𝑁とする．そ

の中でも最後の経由点を通過したときの予測形状

�̂�𝑁を操作後の形状𝒔𝑁の代わりとして操作軌道の評

価に利用する．そして，2つの布形状𝒔𝑎, 𝒔𝑏の誤差を

L(𝒔𝑎, 𝒔𝑏)とすると，操作軌道探索は以下のような最

小化問題として形式化できる． 

ここで課題となるのは，予測形状 �̂�1, … , �̂�𝑁の計算

方法と式(1)を解くための最小化のアルゴリズムで

ある．操作軌道探索を効率的に実行するには，これ

 argmin
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ら2つがうまく連携し合うようにシステムを構築す

る必要がある． 

3. 操作と布の形状変化のモデル化 

3.1 メッシュを利用した布の形状表現 

 布の形状表現としてメッシュによる表現を採用

する．一般にメッシュは，頂点と辺によって構築さ

れる．各頂点は 3 次元空間での位置𝑥, 𝑦, 𝑧の値をも

つ．位置の情報に加えて，把持状態の情報を付与す

るために 2 つの値𝑔𝑟 , 𝑔𝑙を加える．𝑔𝑟 , 𝑔𝑙は頂点が把

持点であれば１，そうでなければ 0 とする．形状𝒔𝑛

の 𝑖番目の頂点を𝒗𝑛
(𝑖)とすると， 

のようになる．このように各頂点は，3 次元空間で

の位置と自身が把持点かどうかの 2つの情報を持つ．

そして，形状𝒔𝑛は次のように，頂点の情報を順番に

並べたものとした． 

このようにして，布が 3 次元空間上でどのような形

状になっているのかとどこの頂点が把持されてい

るのかを表現する． 

3.2 深層学習を用いた布の形状変化予測 

操作中の布の形状変化を，物理シミュレーション

により計算すると，形状変化を精度良く計算できる

が，計算に時間がかかりすぎる．また，物理シミュ

レーションの計算は布の変形を求めるためのもの

であり，軌道探索のプロセスとは独立する．そのた

め物理シミュレーションを利用した軌道探索は非

効率的になる．軌道探索を効率的に実行するには軌

道探索を意識した形で布の形状変化を計算する必

要がある．そのような要求を満たす構造として，ニ

ューラルネットワークを利用した方法[3][4]があ

る．そこで操作と布の形状変化のモデル化は，ニュ

ーラルネットワークを利用して行う． 

 図 1 にモデル化に利用するネットワーク構造の概

要を示す．ネットワークは Encoder，LSTM（Long 

Short-Term Memory[5]），Decoder の 3 つの要素か

ら構成される．各要素の役割について述べる． 

まず，Encoder と Decoder について説明する．

Encoder は布の形状表現𝒔𝑛を低次元表現𝒉𝑛へ圧縮し，

Decoder はその逆で低次元表現𝒉𝑛を元の形状表

現 �̂�𝑛に復元する．このように，布の形状表現を低次

元表現に変換することには２つの役割がある．一つ

は形状変化の計算量を減らすことである．もう一つ

は，形状変化が計算しやすい表現に変換することで

ある．Encoder と Decoderは学習によって，LSTM が

形状変化を計算しやすく，かつ元のメッシュに復元

可能な低次元表現を獲得する． 

次に LSTM について説明する．LSTM は，経由点を

順番に通過するように把持点を動かした時に，布の

形状がどのように変化していくかを予測する．LSTM

の内部状態の初期値として，Encoder から得られる

圧縮表現𝒉𝑛を利用する．これにより，操作前の形状

が𝒔𝑛であるということを LSTM に伝える．そして，以

下のような隣り合う経由点の位置の差分ベクトル

Δ𝒎𝑛を LSTM の入力とする． 

Δ𝒎𝑛を入力することで LSTM に把持点の移動量を伝

える． 

そして，LSTM は形状𝒔𝑛対して手先をΔ𝒎𝑛+1, … , Δ𝒎𝑁

と動かしたときの形状変化を計算し，操作中の形状

を𝒉𝑛+1, … , 𝒉𝑁のように低次元表現で予測する．この

予測結果を Decoderで復元することで元のメッシュ

表現として操作中の予測形状 �̂�𝑛+1, … , �̂�𝑁が得られ

る． 

 3 つの要素の役割は以下のようにまとめられる． 

 Encoder: 布の形状表現𝒔𝑛を低次元表現𝒉𝑛へ変換 

 LSTM: 操作中の変形を低次元表現で予測 

 Decoder: 低次元表現𝒉𝑛を元の形状表現�̂�𝑛に復元 

3.3 操作と布の形状変化の学習 

操作と布の形状変化の学習には，実際に布を操作

したときのデータを利用する．学習には，操作を行

ったときの布形状の系列データ𝒔0, … , 𝒔𝑁と，実行し

た操作軌道の経由点(𝒎1
(𝑟),𝒎1

(𝑙)), … , (𝒎𝑁
(𝑟),𝒎𝑁

(𝑙))が必

要になる．  

学習の手順は次の通りである． 

1. 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1の範囲で𝑛を決める． 

2. 𝒔𝑛とΔ𝒎𝑛+1, … , Δ𝒎𝑁をネットワークに入力し， 

予測形状�̂�𝑛+1, … , �̂�𝑁を得る. 

3. 𝒔𝑛+1, … , 𝒔𝑁と�̂�𝑡+1… , �̂�𝑁との誤差を計算． 

4. 誤差を逆伝搬させ，各パラメータを更新． 

以上の手順を誤差が十分に小さくなるまで繰り返

す．手順 1 は操作途中からでも変形を予測できるよ

うにするためである．これにより次章で説明するよ

うな操作途中での操作軌道の修正が可能になる．一

連の手順に従って学習を行うことで，ネットワーク

は操作と布の変形の関係を学習する． 

4. 軌道計画アルゴリズム 

操作軌道の探索は式(1)の最小化問題を解くことで

実行される．ここでは，目的関数の計算方法と最適化

の手順について述べる． 

まず，式(1)の目的関数であるL(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)の計算手順

について考える．L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)中の �̂�𝑁には 3 章で構築し

たネットワークの出力が利用できる．ここで，目的関

 𝒗𝑛
(𝑖) = (𝑥𝑛

(𝑖), 𝑦𝑛
(𝑖), 𝑧𝑛

(𝑖), 𝑔𝑟𝑛
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 Δ𝒎𝑛 = (𝒎𝑛
(𝑟) −𝒎𝑛−1

(𝑟) ,𝒎𝑛
(𝑙) −𝒎𝑛−1

(𝑙) ) (4)  

図 1 布の形状変化を予測するネットワークの概要図 
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数であるL(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)を， 

のように定義する．MSE(�̂�𝑇 , 𝒔𝑇)は予測形状�̂�𝑇と目標

形状𝒔𝑇との平均平方誤差であり，�̂�𝑇 , 𝒔𝑇の対応する各

頂点の距離の 2 乗の平均値となる．よって目的関数

L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)は計算可能になる． 

次に，目的関数L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)の最小化について考える．

式(5)のように，L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)は𝒔𝑇 , �̂�𝑁間の平均平方誤差と

定義した．そして， �̂�𝑁は，ネットワークに𝒔𝑛と

Δ𝒎𝑛+1, … , Δ𝒎𝑁を入力して得られた値である．このこ

とより，L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)に対して誤差逆伝播法[6]を利用す

ることで，L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)のΔ𝒎𝑛+1, … , Δ𝒎𝑁についての勾配

が計算できる．これによりL(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)の最小化には勾

配を利用した最適化手法が利用できる．そこで最小

化には最適化手法の Adam[7]を利用する． 

布をある形状に折り畳むときの折り畳み軌道は一

つであるとは限らない．すなわち，式(1)の解は複数

あると考えられる．よって，操作軌道を探索するとき

に何らかの制約を加える必要がある．そこで，不要に

長い軌道を避けるために，L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)に軌道長𝐿𝑚を加

え，操作軌道を探索するときの軌道の制約とする．そ

して，軌道探索時はL(𝒔𝑇 , �̂�𝑁)の代わりに以下のよう

な損失𝑙𝑜  を最小化する．ただし，式中の𝑤は重み係

数である． 

操作軌道の探索手順は次の通りである． 

1. 操作軌道の経由点(𝒎𝑛+1
(𝑟) ,𝒎𝑛+1

(𝑙) ), … , (𝒎𝑁
(𝑟),𝒎𝑁

(𝑙))の

初期化 （𝑛 = 0のときのみ実行） 

2. 形状𝒔𝑛とΔ𝒎𝑛+1, … , Δ𝒎𝑁をネットワークに入力し，

予測形状�̂�𝑛+1, … , �̂�𝑁を得る． 

3. 予測形状�̂�𝑁と目標形状𝒔𝑇から損失𝑙𝑜  を計算 

4. 𝑙𝑜  が減少するよう(𝒎𝑛+1
(𝑟) ,𝒎𝑛+1

(𝑙) ), … , (𝒎𝑁
(𝑟),𝒎𝑁

(𝑙))

を更新 

5. 𝑙𝑜  が十分に小さくなるか，規定の回数までステ

ップ 2-4 繰り返す． 

実際に布を操作するときには，操作前に予測して

いた変形とは異なる変形が発生することも考えられ

る．そのような場合に，その後の変形を予測すること

で，操作を継続しても問題ないか判断できる．予測形

状と目標形状との誤差が大きい場合は，上記の探索

手順を実行することで，変形に適応するように軌道

を修正できる．このように操作軌道探索は現在の形

状𝒔𝑛と軌道の経由点(𝒎𝑛
(𝑟),𝒎𝑛

(𝑙)), … , (𝒎𝑁
(𝑟),𝒎𝑁

(𝑙))さえ

あれば，操作前だけでなく，操作実行中でも実行でき

る． 

5. 実験 

5.1 実験条件 

提案手法の有効性を検証するため，矩形布の折り

畳みを対象とした折り畳みの実行を行った．折り畳

みの実行環境は，ARCSim[8]の環境を利用した．対象

となる布は図 2(a)のようなサイズ1.4 × 1.4，頂点数

1024 個(32 × 32)の矩形布とした．事前の学習に必要

となるデータも ARCSim の環境で収集した．学習デ

ータの収集は折り畳むときに布が作業平面上で滑ら

ないような条件で行った．また学習データの操作軌

道は図 2(b)に示すような円弧状の軌道とした． 

実験の手順は次の通りである．まず，操作前の形状

𝒔0と目標形状𝒔𝑇が与えられる．そこから，提案手法に

より，操作軌道の経由点(𝒎1
(𝑟), 𝒎1

(𝑙)), … , (𝒎𝑁
(𝑟),𝒎𝑁

(𝑙))を

探索する．探索時の操作軌道の初期値は学習データ

と同様に，図 2(b)のような円弧状の軌道とし，軌道上

に等間隔になるよう経由点を配置した．そして，探索

された操作軌道を実行していき，𝑛番目の経由点を通

過したときに形状𝒔𝑛が得られる．𝒔𝑛を用いて操作を

継続したときの操作結果を予測し，目標形状との誤

差が大きくなった場合，操作軌道を修正する．全ての

経由点を通過した時点で，最後の経由点を通過した

後の形状𝒔𝑁と目標形状𝒔𝑇との誤差によって折り畳み

結果を評価する． 

実験では次の 3 つの条件下で折り畳みを行った． 

1. 作業平面上での滑り無し 

2. 作業平面上での滑り有り 

3. 一定期間，把持点以外の点が引っ張られる 

条件１は学習に使用したデータと同じ操作条件であ

る．条件２は条件１と違い，操作軌道によっては操作

中に布が滑ることがある．条件 3 は操作軌道に関係

なく一定期間強制的に布が滑るような条件である．

また比較のため，操作中に操作軌道を修正せず，操作

前に探索した操作軌道をそのまま実行する場合でも

折り畳みを行った．  

5.2 実験結果 

それぞれの条件下での折り畳み結果の例を図 3-5

に示す． 

図 3(a)-(c)に示すように，条件 1 では操作中の軌道

修正の有無で操作結果はほとんど変わらず，どちら

の場合でも目標形状に近づけられた．また，図 3(d)の

ように操作中に予測した目標形状の誤差も変化する

ことはなかった．これより，学習データと同じ条件下

では提案手法により操作中の布の変形が十分な精度

で予測できており，操作前の時点で適切な操作軌道

が生成されたことが確認できた． 

条件２では操作軌道によっては操作中に布が滑る

場面があった．図 4 はそのような滑りが発生した場

合の例である．このような布の滑りは，操作前には予

測されておらず，操作軌道も布が滑ることを考慮し

たものではない．そのため，滑り発生後もそのまま操

作を継続すると，図 4(d)の点線で示すように，目標形

状との誤差は増加すると予測された．そして，最終的

には図 4(c)のように目標形状とは大きく異なる結果

となった．一方で操作軌道を修正する場合，図 4(d)の

実線で示すように，予測される目標形状との誤差を

小さくするように軌道が修正された．その結果，滑り

による変形に適応するように軌道に修正され，図 4(b)

のように軌道を修正しない場合に比べて目標形状に

近づけることができた． 

条件 3 では操作に関係なく予測に含まれない変形

 L( 𝑇 ,   𝑁) = MSE( 𝑇 ,   𝑁)  (5)  

         𝑙𝑜  = L(𝒔𝑇 , �̂�𝑁) + 𝑤𝐿𝑚 (6)  



が一定期間発生する．そのため，操作軌道を修正しな

い場合，図 5(c)のように目標形状より折りが浅くな

る．操作軌道を修正しない場合は，図 5(d)の点線の示

すように，予測される目標形状との誤差も滑り発生

から一気に増加していた．一方，操作軌道を修正する

ことで図 5 の実線のように予測される目標形状との

誤差は低い値に保つことができた．そして図 5(b)の

ように実際の折り畳み結果も目標形状に近づけるこ

とができた． 

50 個のテストデータに対して各条件で折り畳みを

行ったときの目標形状との誤差の平均値を表１に示

す．いずれの場合でも，操作中の軌道修正を行うこと

で，目標形状との誤差を小さくすることができた． 

操作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．操作中に実行する場合，操作前に探索した操作

軌道を元に探索が行われるため，操作前に実行する 

時よりも短い時間で実行可能であった． 

6. 結言 

本稿では，操作中でも実行可能な軌道探索手法を

構築した．操作と布の形状変化のモデル化はニュー

ラルネットワークを利用した学習によって実現した．

そしてネットワークの出力を利用した操作軌道探索

のアルゴリズムを構築した．操作軌道探索は操作途

中でも実行可能であった．実験により，提案手法によ

り操作軌道の探索及び修正を行うことで，操作中に

未知の変形が発生した場合でも目標形状に近づけら

れることが確認できた． 

今後の展望として，提案手法の実環境での適用が

考えられる．そこでは，操作中の布のメッシュ表現の

推定が課題となる．また矩形布以外の布への対応も

考えられる． 
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表 1 目標形状と折り畳み結果の誤差 

(a)目標形状

(d) 各経由点通過時の最終的な予測形状と目標形状の誤差

誤
差
値

経由点

(b)軌道修正有り
目標形状との誤差値 0.061

(c)軌道修正無し
目標形状との誤差値 0.223

図 5 条件 3 に対する操作実行例 

(d) 各経由点通過時の最終的な予測形状と目標形状の誤差

誤
差
値

経由点

(a)目標形状 (b)軌道修正有り
目標形状との誤差値 0.152

(c)軌道修正無し
目標形状との誤差値 0.280

図 4 条件２に対する操作実行例 

(d) 各経由点通過時の最終的な予測形状と目標形状の誤差

誤
差
値

経由点

(a)目標形状 (b)軌道修正有り
目標形状との誤差値 0.026

(c)軌道修正無し
目標形状との誤差値 0.026

図 3 条件１に対する操作実行の例 

• サイズ： 1.4 × 1.4
• 頂点数： 32 × 32 操作前の形状 目標形状

(a)操作対象の布 (b)操作軌道の初期値

操作軌道

図 2 操作対象の布と操作軌道の初期値 


