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明示・暗示ダイナミクス変数を用いた多様な環境下での動作学習

室 岡 貴 之∗1∗2 濱 屋 政 志∗1 フェリクス フォンドリガルスキ∗1

田 中 一 敏∗1 井 尻 善 久∗1∗3

Learning-based Manipulation with Explicit and Implicit Dynamics Parameters for Multiple Environments

Takayuki Murooka∗1∗2, Masashi Hamaya∗1, Felix von Drigalski∗1, Kazutoshi Tanaka∗1 and Yoshihisa Ijiri∗1∗3

The recent growth of robotic manipulation has resulted in the realization of increasingly complicated tasks, and various kinds of
learning-based approaches for planning or control have been proposed. However, learning-based approaches which can be applied
to multiple environments are still an active topic of research. In this study, we aim to realize tasks in a wide range of environments
by extending conventional learning-based approaches with parameters which describe various dynamics explicitly and implicitly. We
applied our proposed method to two state-of-the-art learning-based approaches: deep reinforcement learning and deep model predictive
control, and realized two types of non-prehensile manipulation tasks: a cart pole and object pushing, the dynamics of which are difficult
to model.
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1. 序 論

近年，運動方程式などで解析的なモデルを導出することが困

難である，複雑なロボット制御タスクにおいて，学習ベースによ

る手法が注目され，様々な分野への応用が期待されている．一

方で，さらなる実用化を考慮したときに，汎化性の問題は依然

として残る．たとえば，同様のタスクでも，対象の物理的特性

が変化したとき，一度学習した方策を直接適用すれば制御性能

が低下する可能性がある．この問題に対して学習方策を物理的

特性で特徴付けすることが考えられるが，対象の形状など明示

的なパラメータで表現できないものがある．さらに，たとえそ

れらのパラメータが表現可能であっても，未知タスクにおいて

正確な値を取得できる保証はない．このため，従来の手法では，

異なる対象ごとに方策を再学習せざるを得なかった．

そこで本研究では，多様な環境下での安定した動作学習法の

確立を目指す．明示・暗示ダイナミクス変数と呼ぶ環境のダイ

ナミクスを表現する変数を用いて，既存の動作学習法における

方策を条件付けすることで，幅広い環境に対応できる方策が表

現可能となる．明示ダイナミクス変数 de は質量，摩擦係数など

の，簡単に物理的に数値化できるようなダイナミクスの変数を

表現するのに対し，暗示ダイナミクス変数 di は，物理的に数値

化しにくい物体の形状や不整地の凸凹具合などを表現する．こ

れらのダイナミクス変数は，それらを入力に持つ動作予測モデ

ルを用いて学習・推定される．さらに，本手法は既存の動作学
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Fig. 1 Proposed method for manipulation in multiple environments. de
and di describe explicit and implicit dynamics parameters.

習法のアルゴリズムに付加的に組み込むことができ，高い汎用

性を持つ．本手法を強化学習 [1]と深層モデル予測制御 [2]に適
用し，具体的なタスクとして，ロボットと物体の接触状態が逐

時変化するためにモデル化がしづらい，非把持操作タスクを実

現した．それらの実験を通して，明示・暗示ダイナミクス変数

の有無や，先行研究でよく使われている再帰構造を持ったネッ

トワークなどと比較し，本手法の多様な環境下における有効性

を検証した．

1. 1 関連研究

1. 1. 1 多様環境下での動作学習

先行研究における学習ベースの手法の多くは，条件付けなど

のような，環境の変化に対応する仕組みをもっていなく，もしく

は再帰構造のみで対応しようとしている [3] [4] [5]．そのため，
未知の環境に対しては，基本的に追加学習が必要であり，多様な

環境下ではあまり実用的ではない．多様な環境下での動作学習

を目指し，環境情報の特徴量を抽出する機構をネットワークに

加えたもの [6]や，パラメトリックバイアス [7]の仕組みを活か
して環境の情報をネットワークの入力として加える研究 [8] が
行われてきた．本研究では，多様な環境を表現する変数を，パ

ラメトリックバイアスで計算できる情報に限らず，明示・暗示
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ダイナミクス変数の 2種類に適切に分けることで，多様な環境
の情報を効率よく学習する．

1. 1. 2 非把持操作

非把持操作 (Non-prehensile Manipulation) は，物体を把持せ
ずに操作をするような，ロボットと物体の関係が固定されてい

ない操作であり，それゆえにモデル化がしづらく精密な操作は

困難である．非把持操作の最も単純な例として，手の上に乗っ

た棒を垂直に保ち続けるようなタスクがあり，より単純化され

た倒立振子が数々の制御手法のベンチマークのタスクして使用

されている．また，よりロボットが介入した非把持操作の基礎

的なタスクとして，物体押しタスクがあり，様々な学習ベース

の手法 [3] [4] [6] [9]が研究されてきている．このような非把持
操作は，ロボットと物体間の関係をモデル化しづらい特徴を踏

まえて，学習ベースでの手法で主に研究が進められてきている．

しかし，先行研究は 1つもしくは数個の環境でのみでしか実現
されていない．また，それらで扱われる環境の違いはほとんど

が物体形状のみであり，主に視覚情報を用いて，非明示的に方

策の挙動を変化させる形で対象の違いに対応しようとするもの

であった [3] [6]．本研究では，明示・暗示ダイナミクス変数を
用いることで，視覚情報を用いず，かつ物体形状以外の重心位

置や摩擦係数なども考慮した多様な環境下での安定したタスク

の実現を目指す．

2. 明示・暗示ダイナミクス変数を考慮した動作学習法

2. 1 動作予測モデル

st，at を時刻 tにおける状態・動作，θf をネットワークの重

みとすると，動作予測モデル f は以下のように定義される．

st+1 = f(st, at; θf ) （1）

この動作予測モデルを，2種類のダイナミクスを表現する変数
を用いて拡張する．1つ目は，質量，物体の長さ，摩擦係数，重
心位置のような，物理的な単位を持つような数値化しやすいダ

イナミクスであり，2つ目は，物体の形状，不整地の凸凹具合の
ような物理的に数値化しにくいダイナミクスである．本論文で

は前者を明示ダイナミクス変数 de，後者を暗示ダイナミクス変

数 di と定義する．動作予測モデルは以下のように拡張される．

st+1 = f(st, at, de, di; θf ) （2）

2. 2 多様環境下での動作予測モデル・方策の学習

環境を変化させることで多様な環境を作った上で，明示・暗

示ダイナミクス変数・動作・状態のペアのデータセットを収集

し，動作予測モデルの出力 spred
τ+1 とその観測状態 sobs

τ+1 の差が

小さくなるように，動作予測モデルを学習させる．損失関数を

Eq. (3)とすると，動作予測モデルの重みは Eq. (4a)のように計
算できる．

J(sobs
τ+1, spred

τ+1 ) = 1
2∥s

obs
τ+1 − spred

τ+1∥
2 （3）

動作予測モデルの学習の際，明示ダイナミクス変数 de は既知

として与えられるのに対し，暗示ダイナミクス変数 di はパラメ

トリックバイアス [7]の仕組みを用いて学習する Eq. (4b)．これ
により暗示ダイナミクス変数 di はあるダイナミクス変数の潜在

空間を教師なしに表現することができる．これらの Eq. (4)は，
動作予測モデルの順伝播・誤差逆伝播を用いて繰り返し計算す

ることで，ϵf , ϵdi の学習係数を用いて逐次的に θf と di を最適

化することができる．

θf ← θf − ϵf ∂J(sobs
τ+1, spred

τ+1 )/∂θf （4a）

di ← di − ϵdi ∂J(sobs
τ+1, spred

τ+1 )/∂di （4b）

動作予測モデルと同時に，強化学習や深層モデル予測制御など

の方策も学習させる．方策は学習方法にも依るが，π(st)のよ
うに表現でき，これを明示・暗示ダイナミクス変数を用いて条

件付けすると以下のように定式化できる．

at = π(st, de, di) （5）

方策の学習の際，方策の入力の明示ダイナミクス変数 de は既知

として与え，暗示ダイナミクス変数 di は動作予測モデルにおけ

るパラメトリックバイアスで計算されているものを用いる．方

策の更新を updateP olicy 関数とし，動作予測モデル及び方策

の計算方法を Algorithm. 1に示す．

Algorithm 1 Training of Policy and Dynamics

Require: Policy π(st, de, di), Implicit Dynamics Parameters di
for k = 1, 2, . . . , Nstep do

Sample (sobs
τ+1, sobs

τ , aobs
τ , de)

spred
τ+1 ← f(sobs

τ , aobs
τ , de, di; θf )

θf ← UPDATEPREDICTIVEMODEL(sobs
τ+1, spred

τ+1 , de, di) ▷ Eq. (4a)

di ← UPDATEIMPLICITDYNAMICS(sobs
τ+1, spred

τ+1 , de, di) ▷ Eq. (4b)

π ← UPDATEPOLICY(sobs
τ+1, spred

τ+1 , de, di)
end for

2. 3 動作の計算とダイナミクスの推定

タスク実行時においては，動作の計算と同時に，未知である現

在の環境におけるダイナミクスの推定を行う．この推定された

ダイナミクスを用いた方策により，動作が計算される．ダイナ

ミクスの推定は，動作予測モデルの出力 spred
τ+1 が観測状態 sobs

τ+1

に近づくように計算する．dを明示・暗示ダイナミクス変数を

繋げたベクトル (dT
e dT

i )T と定義し，gd はダイナミクスにおけ

るコスト関数の勾配情報を表すとすると，学習係数 ϵd を用いて

明示・暗示ダイナミクス変数は以下のように更新できる．

gd = ∂J(sobs
τ+1, spred

τ+1 )/∂d （6a）

d← d− ϵd gd/∥gd∥2 （6b）

∥∗∥2はL2ノルムを表す．∂J(sobs
τ+1, spred

τ+1 )/∂dはJ(sobs
τ+1, spred

τ+1 )
を損失関数とした，動作予測モデルの順伝播・誤差逆伝播を用

いて計算される．この動作予測モデルの順伝播・逆伝播による

Eq. (6) を繰り返し行うことで，逐次的にダイナミクスが推定
されていく．方策を用いた動作の計算とダイナミクスの推定を

Algorithm. 2に表す．Lは過去の動作・状態の情報を管理する

メモリである．

Algorithm 2 Action Calculation and Dynamics Estimation

Require: Policy π(st, de, di)
sobs

t ← observe
Store (sobs

t , sobs
t−1, aobs

t−1) in L
for k = 1, 2, . . . , Nstep do

Sample (sobs
τ+1, sobs

τ , aobs
τ ) from L

spred
τ+1 ← f(sobs

τ , aobs
τ , de, di)

d← UPDATEDYNAMICS(sobs
τ+1, spred

τ+1 , d) ▷ Eq. (6)
end for
at+1 ← π(st, de, di)
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(a) Cart Pole in OpenAI (b) Pushing objects in Gazebo
Fig. 2 Experiments of non-prehensile manipulation.

3. 実 験

3. 1 倒立振子実験

3. 1. 1 動作予測モデル・方策の学習

動作を横方向に移動させる力の 1次元，状態を振子の位置・
角度，それらの微分値の 4次元とし，全て連続値を取る倒立振
子において実験した．変化させるダイナミクスに関しては，振

子の質量，棒の質量，長さの明示ダイナミクス変数 de のみと

し，暗示ダイナミクス変数 di は用いない．これらをそれぞれ

Table 1のように最小値・最大値・刻み幅を決めて離散化した多
様な環境下で，動作予測モデル，および方策の学習を行った．

Table 1 The range of the three explicit dynamics parameters

Mass Cart [kg] Mass Pole [kg] Length [m]
Min/Max/Step 0.5 / 5.0 / 0.5 0.1 / 1.0 / 0.1 0.2 / 2.0 / 0.2

ベースとなる既存の動作学習の手法として，強化学習の代表

的な手法の 1つである DDPG [10]を用いた．比較検証のため，
本論文では，1)明示ダイナミクス変数 de が無い提案手法 (Pro.
w/o de)，2)明示ダイナミクス変数 de が無く再帰構造を含む提

案手法 (Pro. w/o de w/ mem.)，3)再帰構造を含む提案手法 (Pro.
w/ mem.)，4)提案手法 (Pro.) の 4通りの手法を学習させた．提
案手法における，Actorネットワークとして 50ユニットの 2層
の全結合層，Critic ネットワークとして 50 ユニットの 2 層の
全結合層，活性化関数には ReLUを用いた．比較手法の再帰構
造には LSTMを用いた．動作予測モデルにおける損失関数は予
測状態と観測状態の平均二乗誤差であり，ADAM最適手法を用
いて方策とともに 1000 エピソード学習させた．これらは深層
学習フレームワーク PyTorchを用いて実装した．動作環境には
OpenAIにおける倒立振子 (CartPole-v0)を，動作空間を連続的
な値が取れるように拡張したものを用いた Fig. 2 (a)．報酬など
のその他の条件は，もとの CartPole-v0の実装の通りである．

3. 1. 2 評価実験

明示ダイナミクス変数 de をランダムに変化させて作成した 3
の動作環境 (c1～c3)において，振子を原点に垂直に制御する実
験を行った．時系列にわたる目標状態との誤差を正規化した値

を Table 2 に示す．どの環境下でも，Pro. および Pro. w/ mem.
の性能が良いことを確認した．

Table 2 Error of state for cart pole.

condition Pro. w/o de Pro. w/o de w/ mem. Pro. w/ mem. Pro.
c1 0.45 0.24 0.11 0.13
c2 0.39 0.18 0.09 0.07
c3 0.52 0.25 0.19 0.16

3. 2 物体押し動作実験

3. 2. 1 動作予測モデル・方策の学習

先行研究 [9] と同じように，動作を物体のある辺上の押す位
置・方向の 2次元，状態を平面上における物体の位置姿勢の 3

Fig. 3 Object pushing action, described by red arrow.

次元とする．Fig. 3における赤い点と矢印は動作の一例を示す．
変化させる明示ダイナミクス変数 de に関しては，質量，摩擦

係数，二次元平面における重心の位置の合計 4次元とし，それ
ぞれ Table 3 のように最小値・最大値・刻み幅を決めて離散化
した．重心は Fig. 3のように 6個の候補があり，重心が物体か
ら外に出るものは無視した．変化させる暗示ダイナミクス変数

di に関しては物体の形状であり，Fig. 4に赤い図形で示される，
o1から o12までの 12個の形状の物体を用意し，最初の 6個を
訓練用として，明示・暗示ダイナミクス変数を上記の通り変化

させながら動作予測モデルの学習をした．

Table 3 The range of the four explicit dynamics parameters

Mass [kg] Friction CoGx CoGy

Min/Max/Step 0.1 / 1.0 / 0.3 0.1 / 1.0 / 0.3 -0.5 / 0.5 / 0.5 -0.3 / 0.3 / 0.6

動作予測モデルの一般的な式は Eq. (2)の通りであるが，物体
押しタスクの例では物体を仮想的に原点に移動させて物体を押

し，その動きを計算できるため，動作予測モデルは以下のよう

に，物体の状態である物体の位置姿勢に依存しない形で表現で

き，学習に必要なデータを大幅に削減することができる．
∆st+1 = f(at, de, di; θf ) （7a）

∆st+1 ≜ st+1 − st （7b）

ベースとなる既存の動作学習の手法として，動作学習の先行

研究 [2] [3]でも幅広く使われている深層モデル予測制御を用い
た．比較検証のため，本論文では，1)明示・暗示ダイナミクス
変数 de, di が無い提案手法 (Pro. w/o de, di)，2)明示ダイナミ
クス変数 de が無い提案手法 (Pro. w/o de)，3)明示・暗示ダイ
ナミクス変数 de, di が無く再帰構造を含む提案手法 (Pro. w/o
de, di w/ mem.)，4)再帰構造を含む提案手法 (Pro. w/ mem.)，5)
提案手法 (Pro.) の 5通りの手法を学習させた．提案手法におけ
るネットワークは，隠れ層として 100ユニットの 3層の全結合
層があり，活性化関数には ReLUを用い，多様な環境下におい
て事前に物体をランダムに押して生成したデータセットを用い

て 100エポック学習させた．深層モデル予測制御は動作予測モ
デルをもとに方策が計算されるので，方策のネットワークを用

意する必要はない．暗示ダイナミクス変数 di を表すパラメト

リックバイアスの次元は 5であり，その他の条件・実装方法は
Sec. 3. 1. 1 と同様である．動作環境には Gazebo 上のロボット
Franka Emika Pandaを用いた Fig. 2 (b)．

3. 2. 2 評価実験

Gazebo上でロボットの前に物体を配置し，∆x, ∆y, ∆θで定め

られた目標状態を，それぞれ U(0.1m, 0.3m), U(−0.2m, 0.2m),
U(−60◦, 60◦)の範囲でランダムにサンプリングする．ロボット
は，物体を押しながら現在の明示・暗示ダイナミクス変数を推

定するとともに，方策を用いて動作を計算し，ゴールである目

標状態へ向けて物体を押していく．物体の位置から目標状態ま

での誤差を計算し，15回以内の物体押しにより，位置の誤差が
2cm以内，姿勢の誤差が 5◦ 以内であれば成功と判定される．物

体の形状に関しては o1から o12までの物体を用い，それ以外
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のダイナミクスに関しては Table 3 の範囲でランダムに値を変
えて動作環境を作成しながら，物体の形状ごとに 100回物体押
しタスクを行った．それらを平均したタスク成功率，成功と判

定されるまでに物体を押した回数を Table 4に示す. 全ての結果
において，Pro.と Pro. w/ mem.が優れた性能を示した．

Table 4 Success rate / Steps for pushing objects.

object Pro. w/o de , di Pro. w/o de Pro. w/o de , di w/ mem. Pro. w/ mem. Pro.

o1 0.41 / 13.0 1.00 / 9.4 0.83 / 12.2 1.0 / 6.2 1.0 / 6.7
o2 0.54 / 14.3 0.94 / 8.8 0.82 / 12.3 1.0 / 6.8 1.0 / 7.3
o3 0.55 / 13.8 0.86 / 9.3 0.88 / 13.4 1.0 / 9.1 1.0 / 7.2
o4 0.61 / 12.1 1.00 / 8.9 0.79 / 13.1 1.0 / 8.8 1.0 / 8.4
o5 0.73 / 13.2 0.78 / 10.0 0.93 / 13.3 1.0 / 6.3 1.0 / 6.1
o6 0.52 / 12.6 0.88 / 10.3 0.72 / 12.7 1.0 / 6.4 1.0 / 4.5
o7 0.53 / 13.8 0.91 / 10.2 0.78 / 12.0 1.0 / 7.8 1.0 / 8.1
o8 0.48 / 14.2 1.00 / 7.6 0.86 / 11.4 1.0 / 6.9 1.0 / 7.8
o9 0.50 / 12.4 0.90 / 8.1 0.75 / 10.3 1.0 / 8.9 1.0 / 8.1
o10 0.51 / 13.5 0.83 / 9.0 0.83 / 13.7 1.0 / 9.1 1.0 / 7.5
o11 0.68 / 13.9 0.79 / 11.9 0.71 / 10.8 1.0 / 7.2 1.0 / 8.8
o12 0.58 / 14.3 0.77 / 13.6 0.65 / 12.9 1.0 / 8.5 1.0 / 8.3

4. 考 察

多様な環境下での動作学習に向けて，先行研究では再帰構造

をネットワークに組み込んでいたのに対して [3] [4] [5]，本研究
では，明示・暗示ダイナミクス変数を用いる手法を提案した．

Table 2における Pro. w/o de w/ mem.と Pro.や，Table 4におけ
る Pro. w/o de, di w/ mem.と Pro.を比較すると，提案手法の性
能が上回っていることが分かった．これは，再帰構造は多様な

ダイナミクスをネットワークの全体的な重みとして記憶するが，

表現が分散しているがために再帰構造の表現力が低く，推定の

速さも低下するためであると考える．対して，提案手法ではダ

イナミクスの変数を陽に動作予測モデルおよび方策の入力とし

て加えて，潜在空間でダイナミクスを学習することで，表現力

が高く推定も速い枠組みが実現されたと考える．また，Pro. w/
mem.と Pro.を比べると，ほとんど差はなく，明示・暗示ダイナ
ミクス変数により再帰構造を必要とせずより簡潔なネットワー

ク構造でタスクが実現できることが分かった．

物体押しの例では物体の形状を暗示ダイナミクス変数 di に

埋め込む対象としており，暗示ダイナミクス変数 di がどのよう

に学習されたかを確認するために，同じ暗示ダイナミクス変数

di をもつデータセットを 3個に分割し各々暗示ダイナミクス変
数 di を学習させた．学習された暗示ダイナミクス変数 di に主

成分分析を適用して 2次元の情報として表現し，プロットした
図が Fig. 4 (a)である．暗示ダイナミクス変数 di が同じ場合は

パラメトリックバイアスが近くに，異なる場合は遠くに配置さ

れ，潜在空間上で適切に暗示ダイナミクス変数 di が配置されて

いることが分かった．実行時に推定した o7から o12の暗示ダ
イナミクス変数 di を主成分分析で解析したものを Fig. 4 (b)に
示す．o7や o8が o1と o2の近くに，o9が o3の近くに配置さ
れているように，実行時に推定された物体の暗示ダイナミクス

変数 di は，訓練された物体の形状の内一番近い物体の暗示ダイ

ナミクス変数 di に近づいていることが確認できた．物体押しの

先行研究 [3] [6]は画像を用いて物体の形状を理解していたのに
対し，本研究では画像を使用せず，簡潔なネットワーク構造と

小規模なデータセットで物体の形状を潜在空間に学習できてい

ることが分かった．

加えて，先行研究 [8]ではパラメトリックバイアスのみでダイ
ナミクスを表現しているのに対し，本研究ではダイナミクスを

2種類に分けていることの効果を考察する．Table 4の Pro. w/o

o6

o2

o5

o3

o4

o1

(a) When training.

o7

o8

o12

o9o10

o11

(b) When testing.
Fig. 4 Parametric biases after PCA transformation.

de は暗示ダイナミクス変数 di のみで多様なダイナミクスを吸

収しようとしているのに対し，Pro.では，明示・暗示ダイナミ
クス変数で吸収しており，Pro.の方が性能が高い．今回の物体
押しタスクの例では，適切に明示・暗示ダイナミクス変数を分

けることにより，方策がより環境に適応することが分かった.
提案手法は，既存の動作学習法の方策に明示・暗示ダイナミ

クス変数を付与した上で，別に用意した動作予測モデルのネッ

トワークで明示・暗示ダイナミクス変数を学習・推定するもの

であり，動作学習の手法に付加的に組み込むことが可能なため，

多くの動作学習法に適用可能である．

5. 結 論

本研究では，明示・暗示ダイナミクス変数で条件付けされた

動作予測モデルと方策を用いることにより，ダイナミクスの推

定・学習，およびその情報を活用した動作の計算を可能とし，多

様な環境下でのタスクを実現する枠組みを提案した．具体例と

して，既存の強化学習，深層モデル予測制御の動作学習法をもと

に，非把持操作である倒立振子と物体押しタスクに適用し，比

較実験を通じて提案手法の有効性を確認した．
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