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身体バブリングによる事前学習を用いた柔軟関節ロボットの効果的な動作生成
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はじめに

ダイナミックな動作や人間との接触安全の観点から
柔軟関節ロボットに注目が集まっている．この様なロ
ボットは柔らかさを利用した動作や，接触時に複雑な
制御を行うことなくインタラクションを可能とする．多
自由度で冗長自由度な柔軟関節を持つロボットは動作
パターンが無数に存在し，制御モデルが複雑なためダ
イナミックな動作をさせることは困難である．本研究
では機械学習時に再帰結合型神経回路モデルの適用す
ることを考えている．
従来の研究では動作の軌道を神経振動子やアトラク
タ [1] で人間が設計する方法が一般的だった．しかしこ
の方法では設計者の意図しない環境変化や外乱に対応
することが難しい．初めに乳幼児の動作学習方法を参
考にした身体バブリングによってランダムな動作を再
帰結合型神経回路モデルで学習する．この時獲得した
身体モデルを基に目的とするタスクの動作の学習をさ
せることで，人間による事前設計を必要としない方法
を用いた．

2

事前学習による身体モデルの獲得

乳幼児は動作を行う際，動作と感覚の関係性を持っ
ていないため，目的とする動作を行うことができない．
様々な動作を行うことでそれらの関係性である身体モ
デルを徐々に獲得し，身体モデルを用いることで様々
な動作を実現できるようになる．
従来の方法ではタスクの動作と身体モデルを同時
に獲得させていた [2]．本研究では乳幼児が身体モデル
を獲得していく過程を事前学習として学習させる．身
体モデルを用いることで冗長自由度から発生する不自
然な体勢やありえない動作の学習が減るためにロボッ
トが可能な動作パターンを絞ることができるため，追
加学習させるタスクを速やかに学習ができると考えら
れる．
機械学習に用いる再帰結合型神経回路モデルとして
Continuous-time Recurrent Neural Network(CTRNN)[3]
を用いる．CTRNN には時系列のあるデータの学習が
可能で，Input Output(IO) 層，Context(C) 層という 2 つ
の層からなっている．感覚運動データを CTRNN に学
習をさせる際，C の初期値である C(0) 空間が生成され
る．この空間内の値を用いることで学習した動作を再
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現することができる．そのため学習した動作からロボッ
トの身体モデルを獲得することができ，現在の状態か
ら次の状態を予測・生成することができるため動作の
探索に時間がかからない．

3 ロボットシミュレータによる実験
3.1

評価方法

ロボット技術の応用においては，クランク回し [4]
のような単純な機構とロボットボディの相互作用を考
慮する必要がある．従来，通常の制御機構を用いる場
合，精確なキネマティクスの知識や膨大な内部力が必
要とされる [5]．本研究では，単純な機構の学習能力を
評価するために一般的なタスクとしてクランク回しを
設定した．

3.2

実験設定

実験はロボットシミュレータである OpenHRP3 上
のロボットモデルによって行われた．ロボットモデル
はアクトロイド [6] を参考に作成した．ロボットモデル
のアームは 3 自由度の柔軟関節となっている．PD 制御
を用いた柔軟関節の式は以下の通りである．このモデ
ルを用いて動作生成した．

τ s = (θd − θ)Pgain + (θ˙d − θ̇)Dgain
+d(θ̇ − θ˙d ) + k(θ − θd ) + τ f

(1)

τ s :発揮されるトルク, θ:現在の関節角度, θd :目標関節角
度, d:減衰係数, k:ばね定数, τ f :摩擦
3.3

身体バブリング

身体モデルを獲得するために，目的とするタスク学
習の事前学習として 150 回の身体バブリングを水平平
面上で行った．身体バブリングでは柔軟身体による自
然な動作を利用した学習を行う．具体的には，動作し
ているランダムな初期状態から目標とする関節角度を
ランダムに与え，動作を 3 秒取得し，これを身体バブリ
ングとして使用した．取得したデータは各関節の角度，
トルク，角速度である．取得したデータと各関節角度
から運動学を用いて算出した手先位置座標を CTRNN
の入力とした．

3.4

タスクの動作

同様のモデルを用いてクランク回しのタスクを行っ
た．半径 0.15m のクランクモデルを作成し，ロボット
アームの手先とクランクのハンドルを接続し，クラン
クを回転させた．Fig.1 は作成したロボットとクランク
のモデルである．時間は 120 秒で約 3 回転するモーショ
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ンを生成した．この時取得したデータは身体バブリン
グの時と同様に各関節の角度，トルク，角速度，手先
位置座標である．

Figure 3: Learning Error(Average ± S.D.)

Figure 1: Robot & crank model

3.5

実験結果

身体バブリングを行った後にタスクの学習を行った
場合と，タスクの学習のみを行った場合をそれぞれ比
較した．学習回数に対して，関節角度の学習エラーが
どのように落ちるかを表したものが Fig.2 である．身体
バブリングをすることによって学習エラーが速く収束
していることが分かる．学習前の状態の乱数を変える
ことで 9 パターンにおいて，円軌道が生成できる関節
角度の学習エラーが落ちた回数を取得し，これらの平
均学習回数と標準偏差 Fig.3 で表した．事前学習を行っ
た場合，学習エラーが平均 40 ％少ない回数で収束する
ことが確認できた．身体バブリングを行った場合，収
束する学習回数の分散が大きくなった．この理由とし
ては学習前の状態を乱数で与えているため，追加で学
習させたことにより変動した初期状態の影響が大きく
なったからだと考えられる．
以上より身体バブリングを行うことでクランク回し
を速やかに学習できたことが確認できた．

柔軟関節ロボットは身体モデルの獲得が困難なため，人
間による事前設計を行わない CTRNN を用いて動作を
学習させた．タスクの動作の学習の前に事前学習とし
て身体バブリングを行い，先に身体モデルを獲得した．
先に身体モデルを獲得することで，想定されたタスク
を速やかに学習することが確認できた．
今後の展望として，複数タスクに対し事前に獲得し
た身体モデルを用いること，身体モデルを獲得するた
めの効果的な身体バブリングの動作を検証することで
より少ない動作数での学習を目標とする．
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まとめと今後の展望

本研究では身体バブリングによる事前学習を用いた
柔軟関節ロボットの効果的な動作生成について述べた．
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