再帰型神経回路モデルを用いた柔軟物の動的マニピュレーションの学習
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概要：ロボットが人間社会で活躍するためには，様々な物体を操作できることが望ましい．硬い物体のマニピュレーション
に関する研究は多くなされているが，柔軟物の動的マニピュレーションに対する研究は比較的少ない．その理由として，柔
軟物はマニピュレーション中に自身の形状が変化し，力学モデルの作り込みが難しいという背景がある．本研究では，人
工ニューラルネットワークによる学習を行うことで，柔軟物の動的なマニピュレーションを実現させることを目的とする．本
研究においては，人工ニューラルネットワークの一種である再帰型神経回路モデルを用いて，教師あり学習を行うことで
柔軟物の動的マニピュレーションタスクを学習することに成功した．また，比較のために再帰結合を持たない順伝播型神
経回路モデルにおいても同じタスクの学習実験を行ったところ，学習誤差が収束しなかった．従って本研究で扱った柔軟
物のマニピュレーションタスクの学習には，ダイナミクスの学習が可能な再帰型神経回路モデルが必要であることが分か
った．
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１. はじめに

目的とする．ここでは，柔軟物として紐を扱い，

ロボットが人間社会で活躍するためには，様々

再 帰 型 神 経 回 路 モ デ ル （ Recurrent Neural

な物体を操作できることが望ましい．物体を操作

Network，RNN）による教師あり学習を行った．

する運動の総称をマニピュレーションと呼ぶ．例

２.本研究における提案手法

えば物体を持ち上げて運ぶ運動がそれにあたる．

本研究では，タスクの学習に RNN による教師

従来の研究では硬い物体を扱っていることが多

あり学習を用いる．RNN とは，図 1 に示すよう

いが，ロボットを実世界で動かすにあたって，紐

な構造を持つ神経回路モデルであり，中間層にあ

や布といった柔軟物を扱うことも必要である．

る再帰結合により，過去の状態を現在の出力に影

柔軟物のマニピュレーションに関する研究は

響させることができるのが特徴である．

いくつかあるが，これらの先行研究には問題点が
２つある．まず，静的にマニピュレーションをす
ると，実機で動作を生成する際に作業時間が長く
なり，柔軟物の予想外の形状変化に対応できない．
この問題に対して，有隅ら，山川らは柔軟物の力
学モデルを構築し，これを利用して動的にマニピ
ュレーションをする方法を提案している[1][2]．
またもう一つの問題点として，力学モデルの作り
込みを行う際に，柔軟物の形状変化を表す方程式
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RNN による教師あり学習モデル

を解析的に解けない場合があることが挙げられ

また，教師あり学習とは，上のような神経回路モ

る．これを避けるために，Ashvin らは人工ニュ

デルの出力に対し，教示データとの誤差を小さく

ーラルネットワークを用いて動作を学習する方

するように神経回路のパラメーターを変化させ，

法を提案している[3]．

学習を行うことである．

本研究ではこの２つの問題を同時に解決する
ため，柔軟物の動的マニピュレーションを人工ニ
ューラルネットワークを用いて学習することを

３．実験
３．１．タスクデザイン
本研究では，紐の動的マニピュレーションとし

て，魚釣りゲームを模したタスクを学習させた．
青いマグネットをエサ，赤い物体を魚に見立て

く動作を生成できなかった．それに対して RNN
ではタスクを実行できた．

る．タスクの内容は(1)スタートポジションをと

さらに，RNN に関して，魚の位置をランダム

る，(2)エサを魚に近づける，(3)魚をマグネット

に変えた条件下でタスクを 50 回行い，タスクの

でとる，(4)緑色のゴールまで魚を運ぶ，の 4 つ

成功数を数えたところ，44 回成功しており，平

の手順からなる．

均して 88%タスクを実行できていることがわか
った．以上の結果から，RNN では本タスクを学
習でき，FNN では学習できなかったといえる．

カメラ

また，RNN に対して教示データ以外の状況に対
する汎化性能を調べたところ，内挿にあたる動作
を生成できていることがわかった．
Fish

図 2 実験環境（左）とカメラからの画像（右）
RNN の入力時系列には，ダイレクトティーチ
ングにより取得したロボットの左腕関節角度 5
次元，青，赤，緑のピクセル上の𝑥𝑦座標 6 次元の，
合計 11 次元分のデータを記録する．記録した時
系列を用いて RNN が次時刻の入力を出力するよ
うに学習を行う．さらに RNN による学習の比較
対象として，中間層に再帰結合を持たない順伝播

４. まとめ
本研究は柔軟物の動的マニピュレーションを
ニューラルネットワークによりロボットが学習
することを目的とした．ニューラルネットワーク
に RNN と FNN を用いたが，実験の結果，FNN
では目標とするタスクを学習できず，RNN では
内挿に対する汎化性能を伴う形で学習すること
ができた．
今後はさらに難しいタスクを学習できるかど
うか確かめる必要がある．教師あり学習だけでな
く教師なし学習も組み合わせてオンラインで学
習し，外挿に対するタスクの成功率をあげること
を試みるべきである．
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図3

タスク実行時のエサの軌道

FNN ではロボットの腕が振動してしまい，うま

