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学術・技術論文

人の実演教示の観察に基づく
布製品の胸当て畳み作業能力の獲得

莫 亜 強∗1 松 原 崇 充∗2 山 崎 公 俊∗3

An Acquisition of Folding Ability of Cloth Products Using Chest

Based on Observation of Teaching Demonstration of A Human Being

Yaqiang MO∗1, Takamitsu MATSUBARA∗2 and Kimitoshi YAMAZAKI∗3

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 a robot folds cloth products using its body parts, it can finish the work in the space only

near the body, while auxiliary tools such as a table is not needed. (2) Since a robot unfolds a cloth product vertically

using hands and chest, and then the work is progressed therefrom, it is relatively easy to recognize the shape of the

cloth product. 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.

Key Words: Cloth manipulation, teaching by showing, behavior segmentation, reinforcement learning.

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

わる作業を頻繁におこなう必要があり，人々はその非生産的な

作業を日々繰り返している．そういった作業の一つに，布製品

を畳む作業がある．これは非生産的な作業の代表例であり，自

動化の要望も多い．そのような背景を踏まえ，従来から布製品

の折り畳みに関する研究開発が進められている．

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．一方で，本研究では，人間がよく

おこなう畳み方として，布製品を胸に当てて畳む方法に着目し，
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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

とする．

人間がそのような畳み方を実行するときは，まず布製品を展

開したのち，胸部にあて，布と人の身体部との摩擦力により布

製品がそこにとどまるようにする．その後，袖などの部位を順

番に折っていくことで畳み作業を進めていく．筆者らは，布製

品の折り畳みを自動化するにあたり，この畳み方に次のような

利点があると考えた．

（1）身体部分に布を載せて作業をおこなうため，テーブルなど

の作業補助のための構造物を必要としない．

（2）身体部分を利用することで，ボディの近くだけで作業が進

められるため，作業スペースが小さくて済む．

（3）作業過程において，重力を利用して布の変形に制約を加え

るため，布の変形がモデル化しやすくなり，布の挙動の予

測が容易になる．

本稿で提案するアプローチにおいては，特に（3）が重要である．

布は柔軟物であるため，所望の形状へ変移させる操作を生成す

ることは一般に困難である．例えば，テーブル上に展開した T

シャツを畳もうとしたとき，複数の手で同時に布をつまんで動

かすことを必要とする工程がいくつか存在する．一方で，例え

ば胸部に載せて展開しているシャツがあり，それの肩部を体幹

側へ折り畳む動きをすると，シャツの腰部も肩部と似た軌道で

変形していくであろうと期待できる．すなわち，形状の予測が
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比較的容易であり，自動化に適している．

本研究では，人間と構造が近いロボットを用いることにより，

上述のような折り畳み動作を自動化する．基本的なアプローチ

は次のようである．まず，人間が実際に布製品を折り畳んでい

る様子をロボットに観察させる．このとき，三次元距離画像セ

ンサを用いて，人間と布製品の動きに関するデータを記録して

おく．そして，

そのセンサデータを利用して，人間と同じ手順での折り畳み

をロボットに適した動きで生成する．この手順においては，人

間の動きを忠実に再現するアプローチと，ロボット自身の関節

構成に合わせて，ロボットの動きを再構築するアプローチがあ

る．本稿では，この両面から検討をおこない，特に後者のアプ

ローチに関する提案をおこなう．

本研究の貢献は以下のようである．
•身体部位にあてながら布製品の折り畳みという新たなタス
クを設定する．この折り畳み方法は布の形状変化を予測し

やすくするため、作業を簡略化することができる．
•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．それ

により，折り畳み作業が実現可能であることを示す．この

ため，布製品の折り畳みをいくつかの工程に分ける手法と，

それぞれの工程ごとに動作を生成する手法を組み合わせる．

2. 関 連 研 究

ロボットにより布製品を所望の形状へ変移させようとする試

みは，これまでも継続的に進められている．Maitin-Sphepard

ら [2]は，移動型双腕ロボットを用いて無造作に積み重ねられた

布製品を一枚づつ掴み上げ，折り畳むことに成功した．ほかに

も，最近では Liら [3]や Xiongら [4]などの成果がある．Li ら

の研究では，テーブル上に置かれた衣類の折り畳み軌道を物理

シミュレータを用いて学習し，それにより効率的な袖の折り畳

みを実現した．筆者らの研究グループでも，無造作に置かれた

矩形の布生地をテーブル上に展開する作業を扱った [5]．そこで

は，Shibataら [6]の「つまみ滑り展開」を取り入れ，行動選択

に POMDPを用いることで，効率的な展開を実現した．

また，吊り下げた状態の布製品を操作して，何かしらの目的

を達成しようとする研究も存在する．Osawaら [7]は，操作中

の布製品の輪郭や下端点の位置を観測することで，布製品の種

類を識別することに成功している．Kitaら [8] は，吊り下げ状

態に関する可変形状モデルを利用し，三眼ステレオカメラを用

いて計測した三次元点群とそのモデルをマッチングさせる手法

を提案した．Doumanoglouら [9]は，吊り下げ状態の布製品の

持ち替えをおこないながら，展開と布製品の種別に成功した．

Osawa らの成果と比較すると，適切な把持位置を選ぶ際に下端

点以外の部位も対象とできるところが進歩的である．

上述の研究では，折り畳みに必要な認識方法や操作手順など

を，基本的に開発者が与えている．そして，ロボットには，状況

に応じて適切な方法を都度選択する機能が搭載されている．一

方で，本研究では，人間が布製品を操作している様子から作業

に必要な情報を抽出し，それをロボットの身体構成を勘案した

形で再現可能にすることを目指す．この方式では，ロボットの

Fig. 1 Shirt folding by a person

作業は人間の教示に従うため，操作手順は暗にロボットに与え

ることになる．これにより，新たな布製品を畳ませたい場合に，

開発者が布の状態遷移モデルなどを人手で作成する必要がない

ため，開発者の負担が軽減できる．

また，上述の研究においては，布製品の折り畳み作業をおこ

なう際に，テーブルなどの水平な作業台が必要となる．このよ

うな手法と比べると，布製品を胸に当てて畳む方法は，折る作

業が片手で完結するため，動作の複雑度を抑制することができ

る．また，手と胸の拘束により布が垂直に吊り下げられる状態

になるため，操作に伴う布の変形は単純になる．以上のことに

より，布を胸に当てて畳む方法は自動化に適すると考える．

なお，柔軟物操作のための軌道獲得についても，いくつかの

研究を見つけることができる．Tameiら [10]は人に服を着せる

動作を生成する手法を提案した．Yangら [11]は少し後に起こ

るであろう状況の予測に基づいて，タオルの折り畳み作業を実

現した．この 2つの研究と本研究との違いは，作業教示に対す

る折り畳みの情報抽出から行動獲得までを自動化するための一

貫した枠組みを示すところである．すなわち，適切な操作軌道

の獲得のみならず，折り畳みの動作シーケンスを軌道獲得に適

した部分問題にするところまでを自動でおこなう．従来研究に

も，分節化と模倣学習を組み合わせた枠組みを利用してロボット

の動作を生成する考え方が存在する [12]．この考え方に基づき，

複数回の動作が含まれる作業をロボットに実現させる研究 [13]

や，人間のジェスチャーをロボットに再現させる研究などが報

告されている [14]．これらの研究は，人間が物体を移動する動

作の学習や，人間のジェスチャーの模倣などが目的となり，柔

軟物を変形させる作業は対象としていない．

3. 問題設定とアプローチ

3. 1 問題設定

折り畳みの対象とする布製品を用意して，人間の教示者がそ

の布製品を畳む．教示者は，まず布製品の 2カ所をつまんで持

ち上げ，展開する．その後，その状態のまま胸部にあてて，布

製品を畳む．このとき，布製品と胸部の間の静止摩擦力は十分

大きく，押し当てなくても布製品が胸部にとどまるものと想定

する．シャツを折り畳んでいる例を図 1に示す．ここでは，一

方の袖を折りたたみ，次に反対側を折りたたみ，最後に水平方

向の軸に沿って二つ折りにしている．
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人間が布製品を折り畳む場合，布製品が直接接触する身体部

位はおおむね腕と胸部である．人間と同等の身体部位を布製品

と接触させ，人間と同等の動作をおこなうことで，ロボットで

も同じ作業が実現できると考える．よって，本研究では，人間と

同等の腕と胸部構造を有する人型双腕ロボットを利用する．ロ

ボットの場合も，布製品が胸部から滑り落ちない作業環境を構

築する．そして，人間が操作する様子をセンサで観測し，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

出し，折り畳み動作を生成する．

実演教示からロボットの動作を生成する枠組みは，Teaching

by Showing や，Programming by Demonstration [15] として

提案されている．ただし，従来研究にはジェスチャー模倣や物

体の移動を目的とした研究が多い [13] [16]．一方で，布製品のよ

うな柔軟物を操作対象とする場合は，操作に伴って変形が起こ

るため，問題が難しくなる．それが理由かどうかは一考の余地

はあるものの，柔軟物を操作対象としている研究は少ない．関

連研究として文献 [17] [18] [19]などがあるが，タオルの二つ折

りや紐の変形操作など，比較的単純な作業にとどまっている．

前述のように，本研究では布製品を胸部にあてながら畳むこ

ととする．この方式の利点は，折り畳み作業中の柔軟物の形状

変化が予測しやすくなることである．そこで，折り畳みによっ

て動かされている布の部位が，手先の動きと一定の連動性を持

つと想定して，適切な折り畳み操作をロボットに自動で獲得さ

せる．この方針により，比較的複雑な折り畳みにも対応できる

ようになる．ただし，長い袖のような構造を有する布製品では，

袖の動きと手の動きが連動せず，袖口を持って畳む作業が別途

必要である．この場合布の上端と下端の動きが連動するといっ

た想定から外れるため，本研究では袖を折る必要がある布製品

は操作対象としない．

3. 2 折り畳み作業の認識

折り畳み作業を計測するためのセンサとして，三次元距離画

像センサを利用する．そのセンサを，操作者に正対し，布製品が

常に視野内に収まる位置に配置する．そして，教示者が畳み作

業をおこなっている最中にカラー画像と深度画像を取得し，布

や操作者の状態認識に用いる．また，ロボットに動作を獲得さ

せたのちの検証作業においても，教示するときと同様の位置関

係で，三次元距離画像センサをロボットと正対させ，布製品の

状態認識に利用する．

布を折る作業には，操作者の腕や布自身により遮蔽が起きる

問題や，折り畳んだ後の布のフチの位置を見極めることが困難

などの問題があるため，布の形状状態を信頼性高く得ることが

容易ではない．仮にこれらの情報が獲得できても，布の状態は

高次元情報であるため，そこから動作生成に必要な情報だけを

抽出するのも困難である．よって，本研究では布の形状状態の

認識を補助するために，布製品の正面と背面にそれぞれ違う色

のカラーマーカを貼り付ける．マーカの貼付位置は以下の通り

である．まず，布製品の上端の把持位置を把握するために，上

端の左右両端（正面側）にマーカを貼付する．そして，布製品

が展開されている状態であることを確認するために，上端の中

央（背面側）にマーカを貼付する．最後に，布製品の下端の位

置を確認するために，布製品下端の左右両端（正面側と背面側）

Fig. 2 Overall picture of the proposed method

にマーカを貼付する．なお，正面側と背面側に違う色のマーカ

を貼付する．例えばシャツの場合，貼り付ける位置は，腰部の

左右両端（正面側と背面側），両肩（正面側），そして襟の下

（背面側）とする．これらは，折り畳みの手順が進むと見えな

くなったり新たに見えたりする位置である．逆に言えば，その

ような位置さえ認識できれば，畳み作業に必要な布製品の形状

把握が可能である．以後，本論文では布製品に貼付したカラー

マーカを単に「マーカ」と称する．

3. 3 アプローチ

シャツなどの折り畳み作業では，多くの場合，ある手順のも

とで複数回の畳み動作をおこなう必要がある．教示を通してこ

の作業能力を獲得するために，まず全体の流れをいくつかの工

程に分割し，その後，各工程で動作獲得をおこなうアプローチ

を採る．

図 2は提案手法の全体像である．この枠組みは，主に作業分

割器と動作生成器から構成されている．作業分割器は教示者の

動作系列をいくつかの工程に分割するものであり，一方で動作

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．

上述したように，教示者による折り畳み作業は，カラー画像

と深度画像で記録される．

布製品を折り畳む際，人間は布と腕を同時に動かす状況を避

ける方針で教示作業をおこなう．この理由は，布と腕が同時に

動く場合，布の変形が複雑になり，動作生成に必要な時間や動

作の複雑度などが増加するので，そのように問題を複雑化させ

る状況を避けるためである．

作業が記録された後，前処理として人の姿勢推定をおこない，

上体の可動関節の画像座標を時系列で得る．その結果を人手で

分割し，分割の結果を正解データとし，作業分割器の学習に利

用する．折り畳み作業は，布を直接操作する動作と，折る動作

を補助するために折り目の場所に腕を添える補助動作の 2種類

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号 —3— 200x 年 xx 月
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Fig. 3 The relative positions between both hands’ position and
nose’s position output by OpenPose are used to create
time series data.

からなる．後者の動作は，折る動作の前におこなわれ，折り目

の位置を特定するためのものである．この２種類の動作に分け

るように作業を分割し，獲得した各セグメントを一つの動作ク

ラスとし，正解データを作成する．ただし，布を横方向に折る

場合は，手を添える動作を無視してよいとする．この理由は，

布を横方向に折る場合では手を添える動作がなくても，適切な

折る動作で折り目を特定することができるため，この動作を無

視することにより，動作生成問題が片手だけでの軌道探索問題

として簡単化できるからである．作業分割器は，いくつかの種

類の布製品の折り畳み作業から作成された正解データを用いて，

あらかじめ生成しておく．そして，初見の布製品の折り畳み作

業から，適切な工程の境界を出力できるようにする．

作業工程の境界を獲得したのち，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

とみなして，強化学習手法を主に用いる．学習の手がかりとす

るのは，布製品に貼付された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，マーカは殆ど動かないが腕の

姿勢が変化する工程の場合，そのときの教示者の腕動作は，次

に実行される折り動作に向けて布の折り目の位置を特定するた

めのものと考えられる．その場合は，教示者の腕姿勢を抽出し，

ロボットの腕が教示者の腕の姿勢と同等になるように動作を決

める．

上で述べた手順により，折り畳み動作の実装にかかる開発者

の負担を大幅に軽減することができる．一方，分節化の結果を

適切に得ることや，効率的かつ迅速にロボットの動作を獲得す

ることが重要な課題になる．本研究では，作業分割器は時系列

データ分割手法 GP-HSMM[20] に基づいて構築し，動作生成

の根拠として使用する各作業工程の境界を抽出する．動作生成

器は，作業分割器により抽出した境界情報を入力として，強化

学習手法の一種である PILCO [21]，または姿勢模倣を用いてロ

ボットの動作を生成する．

4. 折り畳み動作の獲得

4. 1 GP-HSMMによる作業分節化

Gaussian Process Hidden Semi-Markov Model(GP-

HSMM) は，ガウス過程に基づく隠れセミマルコフモデルに

よる時系列データの分節化と，分節化された単位系列がどの動

作クラスから生成されたかを推定する手法である．本研究にお

いては，まず折り畳みのクラスを事前に定義しておき，各クラ

スの正解データとしていくつかの折り畳み動作系列を準備する．

そして新たな布製品の折り畳み作業に対して，単位系列データ

の境界を適切に決めることを目標とし，学習をおこなう．

なお，本研究において，動作生成器には，各工程の開始時およ

び終了時の二つの布状態が与えられれば良いとする．筆者らの

事前検討では，折り畳み中の布の挙動は動的であり，マーカの

位置を安定して検出することが困難であった．この条件設定に

より，処理を単純化するとともに，学習の信頼度を向上させる．

また，作業分割器の入力は折り畳みの教示中に推定した教示

者の腕関節の座標を利用する．本研究で利用した折り畳み手法

では，布製品の下端位置と上端を把持する手の位置が常に連動

していると想定する．よって，マーカ位置より安定して検出でき

る手の位置を利用して分節化をおこなうほうが，より安定した結

果を得ることができるからである．関節座標の推定には Open-

Pose [22]を用いる．OpenPoseとは人間のボーンモデルを認識

するアルゴリズムであり，画像を入力すると人間の画像上にお

ける各関節の二次元座標を出力することができる．OpenPose

により出力した関節座標を利用し，そこから鼻の位置を原点と

した座標系における右手の座標 (xr, yr) と左手の座標 (xl, yl)

を抽出し，四次元の時系列データを作成する．

時系列データを分割するために，[20] と同様に Forward

Filtering-Backward Samplingアルゴリズムを利用する．For-

ward Filteringにより，時系列データ sにおいて長さ kのサン

プル st−k:t がクラス cのガウス過程から生成された確率を以下

の式で計算する．

α[t][k][c] = GP(st−k:t|Xc)

×
K∑

k′=1

C∑
c′=0

p(c|c′)α[t− k][k′][c′]
（1）

ここで，tは単位系列の終端タイムステップ，K は単位系列の最

大の長さ，Cはクラスの数，そしてXcはクラス cの動作を表す

ガウス過程である．サンプル st−k:tがクラス cから生成した確率

GP(st−k:t|Xc)は尤度として記述する．タイムステップ iの時系

列データを si = (xr,i, yr,i, xl,i, yl,i)とすると，GP(st−k:t|Xc)

は以下のように計算する．

GP(st−k:t|Xc) = p(xr|i = t− k,Xc)

× p(yr|i = t− k,Xc)

× p(xl|i = t− k,Xc)

× p(yl|i = t− k,Xc)...

（2）

また，式 (1)の p(c|c′)はクラス c′ からクラス cへ遷移する確

率を表し，次の式で計算する．

p(c|c′) = Nc′c + α

Nc′ + Cα
（3）

ここで，Nc′c は c′ から cへ遷移した回数であり，Nc′ はクラス

が c′ となった単位系列の数であり，αは定数である．t− k < 0

の場合，α[t][k][∗] = 0となり，α[0][0][∗] = 1.0である．これに

より，α[1][1][∗]から計算することですべての確率 α[t][k][c]を

計算することができる．

次に，前向き確率 α[t][k][c]に従い，全系列の最後尾から単位

系列の長さとクラスをサンプリングすることで，時系列データ
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Fig. 4 The position of the left waist marker can be estimated
by the position of the right hand, and the goal position
of right hand is conjectured by the goal position of the
left waist marker.

を単位系列に区切る．そして，単位系列の境界となるフレーム

の画像を抽出し，動作生成器への入力とする．

4. 2 PILCOによる動作生成

ロボットと人間の関節構造には差があるため，ロボットが人

と同じ動きで作業をおこなうことは難しい．また，布を折り畳

むとき，操作している手の軌道が同じであっても，速度や摩擦

などの影響で布製品が同じように変形するとは限らない．ゆえ

に，単純に人の動きを模倣することではなく，人が操作する時

の布の変形を再現することが必要である．

4.2 節の方法により得られた各セグメント系列について，布

製品の最終状態を再現できる動きを学習によって獲得する．た

だし，布製品の形状は変化せず，人の腕だけが動いている場合

は，人の動作を部分的に模倣することで所望の操作を実現する．

後者については次の節で説明する．

本研究で想定している折り畳み方によれば，布製品は常に重

力方向の力を受けて垂れ下がっている．よって，布製品のある

部位を把持して動かしたとき，そこから離れた別の部位もそれ

に連動して動くといった現象が起きる．図 4にシャツの例を示

す．シャツの両肩を持ち，一方の袖を体幹側に畳むとき，その

下にある腰部のマーカの位置は，シャツの左肩位置を把持する

右手の位置から推定できる．つまり，

plm = prh + q （4）

の関係が存在する．ここで，plm はシャツの下端左側のマーカ

位置，prh はシャツの上端左側を持つ右手の位置，qは右手か

らマーカへのベクトルである．シャツの下端の正面側と背面側

の同じ位置に違う色のマーカが配置されたので，マーカの色に

より違う報酬を付与し，目標位置への距離に加えて，シャツの

どの面がカメラに向いているかも報酬に反映できるようにする．

これにより，作業分割器によって獲得したマーカのゴール位置

から，右手のゴール位置を推定する．また，マーカの現在位置

からゴール位置までの距離は，右手位置の関数であると考える．

dm = g(prh) （5）

ここで，dm はマーカの現在位置からゴール位置までの距離で，

g は未知の関数を表す．以上により，動作獲得をおこなうため

のシステムモデルの構築において，布製品の形状に関する不確

実性を抑えることができる．

Fig. 5 Posture relationship parameters between human arm and
robot arm

上記の制限を用いた学習処理を実現するために，強化学習の

一手法である PILCO を適用する．PILCO はモデルベース政

策探索強化学習手法である．実空間からサンプリングした少な

いデータから，GPを用いて連続空間におけるダイナミクスモ

デルを推定することができる．ダイナミクスモデルは以下のよ

うである．

xt = f(xt−1,ut−1) （6）

ここで，xtは時刻 tのエージェントの状態であり，xt−1と ut−1

はそれぞれ時刻 t − 1 の状態とそのときの行動であり，f は未

知の関数である．本研究では，xと uはそれぞれ以下のように

設定する．

xt = [ph, ṗh,θ, wdm]⊤ （7）

ut = [ṗh,θ]
⊤ （8）

ここで，ph は手先の位置，ṗh は手先の速度，θ は手先の回転

まわりを制御する角度指令値ベクトルである．

PILCOの目標は，関係 x 7→ π(x) = uを満たす政策 π を見

つけることである．そのために，政策 π は全動作過程における

コスト

Jπ(θ) =

T∑
t=0

Ext [c(xt)],x0 ∼ N (µ0 ,Σ0 ) （9）

を最小化する．ここで，c(xt)はタイムステップ tのコストであ

り，以下のように定義する．

c(xt) = 1− exp(−∥x− xtarget∥2) （10）

ガウス過程により，状態 xt−1 から状態 xt を推定できるので，

xt の確率分布 N (xt|µt,Σt) を求めることができる．これで，

Ext [c(xt)]は

Ext [c(xt)] =

∫
c(xt)N (xt|µt,Σt)dxt （11）

で計算でき，Jπ(θ)が計算可能となり，勾配法により最適政策

の獲得ができる．具体的な計算は [21]を参照されたい．最適政

策を獲得したのち，ロボットはその政策により作業をおこない，

折り畳み動作を獲得する．

4. 3 人姿勢からロボット姿勢の獲得

ある工程においてマーカの位置変化が生じない場合は，人の

腕の動きを利用してロボットの姿勢を決め，布の折り目の位置を

特定する．本研究では，人の腕の動きを獲得するために，Open-

Poseを使用する．まず，OpenPoseにより推定した関節の画像
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座標と，それらの座標における深度値を深度画像から参照し，各

関節およびマーカの三次元座標を計算する．その後に座標変換

をおこない，各関節とマーカの三次元位置を世界座標系の座標

として得る．本研究では，布を縦方向に二つ折りする場合のみ，

腕の姿勢を正確に獲得する必要がある．この動作は OpenPose

にとって安定して姿勢推定できる姿勢であるので，関節位置を

信頼性高く得ることができる．

上記の手順で得られた姿勢を参考にして，ロボットの各関節

角度を求める．これを，アームの根元から適切な関節角を順番

に探索していくことでおこなう．着目すべき関節は，人間の場

合は肩関節と肘関節である．そこで，ロボットの場合において

も同様の考え方で 4つの関節角度を探索対象にする．

ロボットの腕姿勢を決定するために，人間の腕姿勢に対する

2種類の類似度を計算する．一つ目は，布製品が触れる身体部

位の位置と向きを，人間とロボットの間で揃えるための類似度

である．肘関節から手首関節に向かう位置ベクトルを，人間と

ロボットでそれぞれ phuman と probot とする．そして，次の式

により 2つのベクトルのコサイン類似度を計算する．

Eangle = 1− probot · phuman

|probot||phuman|
（12）

二つ目は，腕とシャツの位置関係を揃えるための類似度である．

肘の座標からマーカの座標へ向かうベクトルを，人間とロボッ

トでそれぞれ qhuman と qrobot とする．位置誤差を評価するた

めに，次の式により評価値を算出する．

Epoint = {(qrobot + r)− qhuman}2 （13）

ここで，r = (rx, ry, rz)は位置補正のためであり，ロボットの

腕と人間の腕の太さの違いを吸収する役割を果たす．

適切な腕姿勢を選ぶ手順は次の通りである．まず式 (12)により

角度の評価を行い，次に式 (13)で位置を評価したのち，Eangle，

Epoint の誤差がともに最小となる関節角度列を探す．ただし，

肘関節と手首関節の z が大きく異なることを避けるため，2関

節間の z 座標の差が 0.10m以内の動作だけを採用する．

5. 実 験

5. 1 実験設定

4 章で述べた手法により，教示者による折り畳み作業の分節

化とロボットによる動作獲得実験をそれぞれおこなった．実験

に使用したロボットは Rethink Robotics社製の双腕ロボット

Baxter である．片腕 7 自由度，首に 1 自由度の可動関節を有

する．ロボットの胸部には段ボールを設置し，布を貼り付けた．

これにより，人間による折り畳み作業に近い状態にした．実験

に使用した布製品と表裏のマーカの貼付位置をペアでそれぞれ

図 6に示す．

三次元距離画像センサとしてAsus社製のXtion Pro Liveを

利用し，人間に正対させる位置に置いた．まず教示者である人間

がセンサの前で折り畳み動作を実演し，そのときのカラー画像

列と深度画像列を取得した．そして，色検出および OpenPose

による関節位置推定をおこない，それらを入力として作業の分

節化をおこなった．その後，作業分割器が出力した境界画像を

Fig. 6 Cloth products used for segmentation experiment, and
the positions of markers on every clothes product are
shown in pairs. Left: Front side of clothes product.
Right: Back side of clothes product.

動作生成器に入力し，ロボットに動作を獲得させた．このとき，

ロボットに正対する位置にセンサを配置し，そこから得られる

センサデータを利用して学習結果を評価した．

5. 2 作業分割の検証実験

時系列データの分節化のために，折り畳みにおける動作クラ

スを事前に定義した．具体的には，人間が図 6に示した各布製

品を折り畳む様子を動画で撮影し，それらを手の動きに基づい

て 4つのクラスに分けた．それぞれ (a)布製品の右側を中央に

折る動作，(b)布製品の左側を中央に折る動作，(c)布製品の上

下中央部分に腕を当てる動作，(d) 布製品を縦方向に半分に折

る動作，である．そして，各クラスの正解データを用いて，ガ

ウス過程のモデルを作成した．

各クラスのガウス過程のモデルを作成したのち，図 6に示し

た布製品を折り畳んだときのセンサデータを作業分割器に入力

し，分節化をおこなった．ただし，ある布製品に対して折り畳み

作業の分節化の検証をおこなう場合は，それ以外の布製品を畳

む動作データを利用して作業分割器を学習しておくこととした．

出力の例として，図 6における (1)，(2)，(3)の布製品に対す

る作業分割器の出力結果をそれぞれ図 7の (1)から (3)に示す．

境界フレームを特定したうえで，マーカ位置に変化が生じる場

合はマーカの位置，またマーカ位置に変化が生じない場合は人

間の腕姿勢を抽出することができた．ただし，図 7(1)に示した

結果のように，布状態と人姿勢が変化しないフレームが出力さ

れる場合もあった．このような結果が出た理由としては，確率
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Fig. 7 Segmentation result of cloth product (1), (2) and (3).

Fig. 8 Cost calculated by the model and acquired from real en-
vironment

的モデルを利用したため，モデル作成の誤差などにより，短い

系列セグメントが他の動作クラスから生成された確率が高いと

計算されたからである．ただし，5.6 節で述べるように，後処

理によりこのような境界フレームを除去することが容易である．

以上により，作業分割器は人間の折り畳み作業を分割し，動

作生成器の入力として適切な境界フレームを出力することがで

きた．

5. 3 PILCOにより動作生成実験

作業分割器から出力した結果を入力として，ロボットの動作

生成をおこなった．3.3節で述べたように，最初と最後のマーカ

位置に変化がある場合は PILCOにより動作を生成し，そうで

なければ OpenPoseの結果を利用して人の腕姿勢を模倣するこ

ととした．

ここでは，図 6(1) のシャツの右袖を折る動作を例として説

明する．この動作の初期状態は，ロボットが両手でシャツの肩

部を持ち，かつ布製品が胸部に留まる状態である．目標状態は，

シャツの右袖が体幹側に折られた状態である．

この実験では，腰部左に貼付された黄色マーカに着目し，そ

の現在位置から動作終了時の目標位置までの距離を dm とした．

また，黄色マーカがシャツの遮蔽により視認できない場合，dm

は黄色マーカの裏側に貼付された緑マーカの位置で計算した．

また，そのときには dm に-0.1を加え，シャツの袖が裏返って

いないことを明示した．学習エピソードが終了したとき，マー

カの位置から目標位置までの距離 Em を学習の評価値とした．

Em が 5回連続で 0.15以下になる場合は学習が成功したと判断

した．

この実験では，11 エピソードの学習がおこなわれ，各エピ

ソードにおいてロボットの右手は平行移動 10回，回転 10回の

合計 20 回の動作をおこなった．図 8 は，第 11 エピソードに

関する結果であり，モデルにより計算したコスト値と実環境か

ら獲得したデータにより計算したコスト値をプロットしている．

青い領域はモデルから推定したコストであり，赤い線が実際の

コストとなる．マーカが許容範囲内に収まるように，シャツの

袖を折り畳むことを学習できたことがわかる．

5. 4 転移学習による動作獲得の効率化

本研究では，PILCOを用いてマーカを目標位置へ移動させる

ように動作を獲得した．よって，マーカの位置変化が同等の動

作で学習したモデルを利用することで，新たな布製品の折り畳

み動作が効率的に獲得できると考える．このことを検証するた

めに，図 6(2)のワンピースを横方向に折る動作の獲得実験をお

こなった．この動作の初期状態は，ロボットが両手でワンピー

スの肩部を持ち，かつ布製品が胸部に留まる状態である．目標

状態は，ワンピースの左側が右に半分折られた状態である．一

方で，学習の初期モデルは，ロボットが図 6(1)のシャツの左袖

を畳むときの学習で獲得したモデルとした．

図 9に初期モデルと学習後のモデルから計算したコスト値の

比較を示す．図の上段は初期モデルにより計算したコスト値と

初期動作により実環境から獲得したコスト値である．また，図

の下段は学習後のモデルにより計算したコスト値と実環境から

獲得したコスト値である．5エピソードの学習がおこなわれた

のち，マーカ位置が許容範囲内に収まるように，ワンピースを
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Fig. 9 Top: Cost calculated by the initial model and cost ac-
quired by applying the initial policy to real environment.
Bottom: Cost calculated by the model and acquired from
real environment after 5 episodes of learning.

Fig. 10 Result of robot posture generation from human poase

横方向に折る動作が獲得できた．以上により，マーカの位置変

化が同等の場合，過去に獲得したモデルを利用して動作が効率

的に生成できたことがわかる．

5. 5 人姿勢模倣によるロボットの姿勢獲得

4.3節に説明した手法によって，ロボットの姿勢獲得実験をお

こなった．ここでは，シャツの場合を例として説明する．実験

の初期状態と目標状態は，マーカが分節器により出力したうち

の動きがないセグメントから選択した．シャツに腕を載せる姿

勢はセグメントの最後のフレームから選択した．試行によって

マーカ位置が変わっても対応できることを確認するため，シャ

ツの初期状態をずらしながら，10 回の姿勢生成をおこなった．

各マーカ位置に対する腕姿勢の評価値は図 10 に示す．全部の

マーカ位置において，Eangle と Epoint はそれぞれ 0.25radと

0.10m以下となった．これで，人の姿勢によりロボットの相応

しい腕姿勢を生成できたと言える．

5. 6 考察

図 11と図 12は，それぞれ図 6における (1)のシャツと (2)

のワンピースを用いた折り畳みの実行結果である．図の上段に

は人の折り畳み作業の分割結果を示した．このときの作業分割

器は，図 6における (1)と (2)以外の布製品を畳む動作を用い

て学習した．一方で，下段は双腕ロボットにより作業を再現し

た様子である．これらにより，作業分節化と強化学習もしくは

人姿勢模倣を組み合わせた提案手法を利用し，人による作業の

観察からロボットの折り畳み能力を獲得することができたこと

がわかる．

5.2 節に示した作業分割の検証実験では，既知の布製品を畳

む動作を知識とし，初見の布製品の折り畳み作業に対する作業

の分節化が実現できた．これにより，作業分割器のモデルを一

度獲得すれば，それを様々な布製品の折り畳みに転用できる可

能性を確認した．ただし，5.2 節でも述べたように，誤った境

界フレームが出力される問題があった．これらの境界フレーム

には，前後の境界フレームと比べると布製品の状態と人の動作

に大きな変化がないという特徴がある．よって，作業分割器か

ら出力した境界フレームに対して後処理をおこない，分節化を

誤った境界フレームを除去することが十分に可能である．

5.3 節と 5.4 節に示した折り畳み動作の獲得では，全体の作

業を分割してから学習することにより，少ない試行で動作を獲

得することができ，また布製品ごとに動作を一から獲得する必

要がないこともわかった．すなわち，シャツの折り畳みで獲得

したモデルを利用することで，5回の学習だけでワンピースの

折り畳み動作を獲得できた．このように未知の布製品への拡張

できる理由は，折り畳みにおける布の変形が類似しているから

である．また，5.2節の分節結果により，これらの動作は作業分

割器により同じ動作クラスに分類されることも確認できた．以

上により，提案手法によれば未知の布製品の折り畳みを効率よ

く獲得できることがわかる．

提案手法のさらなる発展として，作業分節化と動作学習の相

互調整がある．提案手法は，作業分割器から獲得した結果を動

作生成器に入力するという一方向の流れを想定しているが，動

作生成器から生成した動作を評価し，評価結果を用いて作業分

割器を最適化することにより，システム全体の学習効率と精度

を向上することができると考えられる．

6. ま と め

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．布製品を身体部分にあてながら折り畳む方法

には，作業スペースが小さく，布の形状変化が予測しやすいな

どの利点があることを述べた．そして，そのような折り畳みの

能力を Teaching by Showingの枠組みを利用して獲得する方法

を提案した．実現方法として，作業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，ガウス過程をベースとした手法

を構築した．シャツやワンピースを操作対象として，実ロボッ

トによる実験結果を示した．提案手法には転用性があり，ある

布製品の操作経験が別の布製品の折り畳みに利用できる可能性

も示した．

今後の課題として，手法の最適化と，マーカなしで作業を実
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Fig. 11 Top: Boundary frames of folding a shirt outputted by behavior segmentator.
Bottom: Movements of robot that folding a shirt generated by using the infor-
mation from boundary frames.

Fig. 12 Top: Boundary frames of folding an one-piece dress outputted by behavior
segmentator. Bottom: Movements of robot that folding an one-piece dress
generated by using the information from boundary frames.

現することがある．
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