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概要: 本研究では，深層ニューラルネットワーク (Deep Neural Network, DNN) を用いたロボット開発の，基礎学習のための教材

を開発した． 近年，幅広い分野でのロボットの活用が期待され，環境の変化にロバストなシステム開発を実現するため，DNN をロ

ボティクスへ応用する研究開発が進んでいる．DNN を用いたロボット開発領域における持続的な発展のために，DNN とロボティク

ス，双方の知識を持った技術者の育成を目的とした，教材を開発する必要がある．そこで本研究では，DNN を用いたロボット開発の

ための教材として，実践的なシステムおよびマニュアルを開発した．本開発教材は，明示性，実用性および有益性の高い内容および構

成とした．DNN を用いた研究開発におけるシステムの構築モデルを提案し，DNN を用いたロボットによる物体把持操作システムに

適用および実装を行い，システムの運用方法に関するマニュアルを加えることで，教材として完成させた．
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1 序論

ロボットの活用が幅広い分野で期待されている．環境

の変化にロバストなシステムを実現するため，機械学習器

のロボティクス分野への応用が注目されている．とりわ

け，深層ニューラルネットワーク (Deep Neural Network,

DNN)の活用が成果を上げており，DNNとロボットを組

み合わせた研究開発が盛んに進んでいる [1][2]．

DNNを用いたロボット研究開発に参入するには双方の

知識を要する．しかし，機械学習とロボティクスは，その

根幹を情報工学と機械工学に有する，離れた学問領域であ

り，相互の技術・人材の交流が困難な現状にある．DNN

を用いたロボット開発の領域における持続的な発展のた

め，DNNとロボティクス，双方の知識を持った技術者の

育成が望まれる．

よって本研究では，DNNを用いたロボット開発の基礎

学習のための教材を開発する．それぞれの分野における初

学者が利用することを前提とし，実践的なシステムおよび

マニュアルから構成される，明示性，実用性および有益性

の高い教材を目指す．

2 提案

教材の学習目標を把握し，明示性の高い構成とするた

め，DNNを用いた研究開発プロセスの分析を行い，ユー

スケースごとに工程を分割し，それぞれ，学習データの収

集を行う「データ収集 (Data Collecting, DC)」，学習モデ

ルを生成する学習処理を行う「学習 (Machine Learning,

ML)」，そして，学習モデルを用いて様々な処理を行う「タ

スク遂行実験 (Task Execution, TE)」とした．DC，ML，

TE の 3 段階から構成される階層型システムモデルを，

DNNを用いた研究開発におけるシステムの構築モデルと

して提案する．本提案の概要図を図 1に示す．

図 1 階層型システムモデルの概要図

本提案の実証モデルとして，DNNを用いた物体把持操

作システムに適用する．明示性，実用性および有益性を考

慮したシステムの設計および実装を行い，システム運用方

法に関する詳細なマニュアルを加えることで，DNNを用

いたロボット開発の手順を体験し，基礎を学ぶための教材

とする．

3 実装

DNN を用いた多関節ロボットアームとカメラによる，

物体把持操作システムの実装を行なった．卓上に置いた対

象となる物体を，カメラに映る位置に関わらず，アームで

把持することをタスクとした．



ハードウェアは，システムの運用に最低限必要となる，

多関節ロボットアーム，カメラおよび把持対象物体の 3点

のみで構成した．実験環境を図 2に示す．

図 2 実験環境

ソフトウェアには，初学者でも利用できるシステムとす

るため，ロボットの制御およびシステムの開発には，ロ

ボットミドルウェアである RT-Middlewere，ニューラル

ネットワークを構築するための機械学習ライブラリには，

Tensorflowと Kerasを採用した [3]．

実機を動かす必要がある DC と TE，2 つの段階のシ

ステムを，RT-Middlewereを使って構成した．MLでは，

サンプルスクリプトを提供するのみとした．これにより，

ハードウェアの入れ替えやシステムの拡張が容易にできる

構成とした．

3.1 データ収集 (DC)

　学習には，多量のデータが必要となるため，自動的に

データ収集を行うシステムを開発した．卓上に置かれた把

持対象物体を撮影したカメラ画像と，その位置姿勢のペア

をセットとして，実機を用いてデータ収集を行った．本シ

ステムの動作は以下の通りである．

1. はじめに，アームに対象物体を持たせてから開始

2. 以下を繰り返す

（a）ランダムに生成したテーブル上の位置姿勢 (x,

y,θ)に対してハンドを移動

（b）物体を配置

（c）カメラ撮影姿勢に移動

（d）カメラ画像と物体を配置した位置姿勢の座標を

セットとしてファイルに保存

（e）同じ座標にある物体をハンドで再び把持

以上により，把持対象物体のカメラ画像と位置姿勢のペ

アからなるデータセットを自動で生成することとした．

3.2 学習 (ML)

　 DCで収集した学習データに対して DNNを適用し，カ

メラ画像を入力としたとき，対象物を把持可能な手先位置

姿勢を出力とするようなモデルの獲得を目標とした．収集

したデータを読み込み，DNNを行った後の認識器のパラ

メータが獲得できるサンプルスクリプトを用意した．

3.3 タスク遂行実験 (TE)

　設定したタスクである，卓上に置いた対象物体を，カメ

ラに映る位置に関わらず，アームで把持することが可能で

あるか検証を行った．MLで得られた学習モデルから，画

像認識器を構成し，カメラの生画像を入力として，アーム

の目標手先位置姿勢を推定し，実機による把持作業を行

なった．

3.4 マニュアル

　本システムの運用に関する 10ページ程度のマニュアル

を作成し，Webブラウザ上で公開した．DC，MLおよび

TEで用いるソフトウェアは，全てマニュアル上のリンク

からインストールして利用することができる．

URL：http://ogata-lab.jp/ja/technology_ja/

openrtm_deeplearning_education_material.html

4 結論

本研究では，DNNを用いたロボット開発の基礎学習の

ための教材を，明示性，実用性および有益性の高い内容お

よび構成として開発した．明示性を確保するため，DNN

を用いた研究開発における階層型システムモデルを提案

し，実証モデルとして DNNを用いた物体把持操作システ

ムに適用および実装を行い，本提案モデルの有用性を確認

した．実装には，実用性の側面から，ロボットミドルウェ

アや機械学習ライブラリを用いた．また，システムの応用

が可能であることから，有益性を確認した．実証モデルと

して開発した，DNNを用いたロボットに夜物体把持操作

システムに，運用方法に関する詳細なマニュアルを加える

ことで，教材として完成させた．
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