
日本ロボット学会誌 Vol. xx No. xx, pp.1～4, 201x 1

解 説 ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

工場現場の組立応用に向けたソフトロボット運動学習
Learning Control with Soft Robots: Application for Industrial Assembly

濵 屋 政 志∗1 田 中 一 敏∗1 フェリクス フォン ドリガルスキ∗1 井 尻 善 久∗1∗2
∗1オムロンサイニックエックス株式会社 ∗2オムロン株式会社

Masashi Hamaya∗1, Kazutoshi Tanaka∗1, Felix von Drigalski∗1 and Yoshihisa Ijiri∗1∗2
∗1OMRON SINIC X Corporation ∗2OMRON Corporation

←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

1. は じ め に
我々はソフトロボットと機械学習技術，多感覚計測技術
を融合した，工場現場における組立作業を自動化する新たな
試みを行っている．本稿では，工場現場の組立におけるソ
フトロボットの必要性と我々の研究事例に関して解説する．

2. 組立自動化の難しさとソフトロボットの必要性
製造業において，Quality・Cost・Delivery(QCD)最適
化のための自動化は必要不可欠である．従来は少品種大量
生産という製造パラダイムの中で自動化が進んで来たが，
近年では競争環境の激化，それに伴う製品ライフサイクル
の短期化により，多品種少量生産，変種変量生産の需要が増
加している [1]．しかし自動化生産は，ライン設計やそこで
使われるセンサ・機械のプログラム・設定調整を含め莫大な
労力とコストを要求する．少品種大量生産においては，莫
大な投資で特定の製品に対し作り込んでもコストに見合っ
た利益を得られる．しかし，近年重要となってきた多品種
少量生産・変種変量生産においては，それぞれの製品に対
する治具や専用装置の導入や，ラインの設定などの環境の
作り込みは採算が合わない [2]．こうした製造が求められる
現場では，汎用機械たるロボットへの期待が大きい．
一方でこれは既存のロボティクスにとっては大きな挑戦
である．自動化の中で，特に困難な作業の一つに組立があ
る．組立では，多種多様な部品を扱わなければならない上，
部品同士の接触が常に発生するため高精度な操作が求めら
れる．ほんの少しの観測誤差や把持誤差が，部品同士の過
剰な力につながり，結果としてロボットの非常停止や部品
破損を生じさせる．このような誤差や過剰な接触を排除す
るため，入念なセンサキャリブレーションや，各工程・作
業・部品に特化した冶具やハンド設計は欠かせないがこれ
は採算が合わないことが多い．それゆえ，組立作業の大半
は未だに工場制手工業に依存している．
我々はこれを打開するため，組立作業をより少ない労力で
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図 1 研究事例の概要図．我々は，ソフトロボット，機械学習，
多感覚計測の融合でより容易な組立自動化を目指す．

自動化するための研究開発を行ってきた．例として，2018
年のWorld Robotics Challenge(WRC)製品組立チャレン
ジへの参加が挙げられる [3]．そこでは，汎用のロボットと
グリッパで「道具」を活用することで，冶具レスとハンド
取り換え手間の大幅削減を目指したシステムを構築し，全
16チーム中 4位という成績を収めた．しかしながら，物体
の認識誤差や把持誤差により作業を完遂できないことも多
く，不確実な状況における作業実現という課題が残された．
人の腕や手はロボットに比べ，はるかに精度や速度の観

点で劣る．しかしそれでも，難なく組立作業を遂行できる
のはなぜだろうか？一例として，シャフトを挿入する場合
を想像したい．人はシャフトの先を穴の縁に当て，探りな
が挿入動作を行う．つまり，人は環境との接触を積極的に
行いながら作業実現しており，接触を避ける従来のロボッ
トの考え方と大きく異なる．接触を積極的に活用するため
に，物理的な柔らかさは重要な要素となると考えられる．
柔軟要素が変形によって対象物体になじみ，過剰な力が生
じにくく部品の破損などの致命的失敗が起きにくい．
柔らかさにより環境との接触を積極的に行う人の組立作

業から着想を得て，我々は物理的柔軟機構を持つソフトロ
ボットを使用して組立作業をより容易に自動化することを
目的とする．ロボットに柔軟機構を適用し組立を行う手法
は 1980年代から提案されているが [4]，柔軟要素の変位量
や方向に制限があるため用途も限られていた．また，柔軟
要素によりロボットのモデルが複雑になるため，多様な工
程や部品に適応可能な制御戦略を手動で設計するのは依然
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図 2 柔剛切り替え可能な柔軟手首 [7]．ワイヤ駆動により軽量・
小型であり．6自由度の変位が可能．

として困難であると考えられる．ソフトロボットは様々な
場所が変形するため，状態推定の難しさも懸念される．
しかし，近年のソフトロボティクスの流行により新たな
素材や機構が開発され [5]，機械学習や多感覚計測技術のロ
ボット応用も急速に発展している [6]．我々は，今こそソフ
トロボットと，機械学習技術，多感覚計測技術を融合して，
従来と比べ飛躍的に簡易に組立作業を実現できるのではな
いかと考えた．機械学習はソフトロボットのモデルの複雑
さに対応でき，視覚・力触覚を含む多感覚計測はソフトロ
ボットの状態を推定できる．一方で，ソフトロボットはそ
の柔らかさから，学習時の安全な探索や，触覚などのセン
サの損傷を軽減することができる．これら三つの要素はお
互いの短所を補い合い，長所を生かすことができる．
図 1に我々の研究事例の概要を示す．3節では組立作業
に適したソフトロボットとして，柔軟手首を紹介する．次
に，4節では効率的な組立学習，5節では転移学習，6節で
は人の知識に基づいた学習，7節では力覚・視覚を用いた
把持物体姿勢推定学習について紹介する．最後に，8節で
まとめと将来の課題について述べる．

3. 組立作業のための柔軟手首

柔らかさは部品嵌合時における位置誤差を吸収すること
ができ，部品同士の安全な接触が可能となる．組立におい
ては，ロボットの手首に柔軟要素を導入した手法が提案さ
れており，Remote center complianceと呼ばれている [4]．
柔軟要素が多方向で大きな変位を許容できるほど，大きな
誤差を許容できるが，それに伴い機構も大きくなり可搬重
量の問題が生じる．さらに，接触を伴わない場合，たとえ
ば，ロボットの手先が空中にある場合では，柔らかさでロ
ボットが振動し、把持物体を落とす可能性がある．
これらの問題に対し，我々は，柔剛切り替え可能な手首
機構を開発した [7] (図 2)．この手首は，柔剛切り替えのた
めにワイヤ駆動を適用することで，手首に動力源を搭載す
る必要がなく軽量である．また，この手首は 3本のバネで
構成されており，6自由度の変位が可能である上に変位量
も大きいため，組み立てだけでなく様々な作業に適用可能
である．さらに，この手首はモジュール化されており他の
ロボットにも容易に取り付けることができ，汎用性が高い．

FitApproach Contact InsertionAlign
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図 3 柔らかさと環境を活用した効率的な組立学習 [8]．区分化
と，柔らかさによって状態行動空間が低次元で表現できる．

4. 柔らかさを活用した効率的な組立作業学習

機械学習技術を適用することで，柔らかさと組立のよう
な接触を多く含む課題に由来する複雑なダイナミクスに対
処できる．部品の摩耗を防ぎ，環境の初期化のための労力
を削減するために，なるべく少ない試行回数で学習したい．
そこで，我々は環境と柔らかさを活用した効率的な学習

手法を提案した [8]．具体的には，組立作業課題を複数の小
課題に区分化し，柔らかさによる対象物体とのなじみを考
慮することで，状態行動空間を低次元で示す手法を開発し
た．たとえば，ペグ挿入課題を考慮したとき，Approach:
穴付近まで接近，Contact: 穴付近に接触，Fit: ペグ先端を
穴の縁に接触，Align: ペグの姿勢を垂直に修正，Insertion:
挿入，の 5個の小課題に区分化できる (図 3)．Fit, Align
では，柔らかさが安全な接触を保証するため，垂直方向の
状態と行動を考慮する必要がない．さらに，Alignでは，手
首の柔らかさをを活用することで，並進運動のみでペグの
姿勢を垂直に修正することが可能である．そして，少数の
試行回数で学習可能なモデルベース強化学習 [9] を適用し
た結果，各小課題を 2，3回程度の試行で学習できた．

5. 過去の経験を活用したロボット学習

我々は様々な部品の種類や工程の各々に対しても汎化す
る研究を行っており，転移学習の研究事例を紹介する．

5. 1 転移強化学習
転移強化学習は複数のソース環境から，未知のターゲッ

ト環境に対応できる方策を学習する手法である．しかしな
がら，一般的な転移強化学習手法は転移方策を獲得するた
めに，ソース環境とのインタラクションが必要となる．組
立作業に適用する時は，各製造ラインのデータを取得する
必要があるため実用的でない．
この問題に対し，我々はソース環境とのインタラクショ

ンを必要としない，過去に獲得された方策を再利用する方
法を提案した [10]．具体的には，ソース環境の方策から取
り出された行動を重み付け和によって集約し，未知のター
ゲット環境に与える．そして，ターゲット環境で課題達成
のための適切な重みを学習し，どの方策を信頼すべきかを
決定する．シミュレーションの結果，提案手法がスクラッ
チから学習した手法より効率的に学習することができた．
このアイデアに基づいて，さらにサンプル効率を高めた，
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図 4 モデル集約による転移強化学習 [11]．ソース環境のモデ
ルを集約し，ターゲット環境の状態予測を行う．

実機応用に適した転移強化学習手法を開発した [11] (図 4)．
この手法は，ソース環境の方策を集約する代わりに，ダイ
ナミクスモデルを集約する．そして，サンプル効率の良い
モデルベース強化学習 [12]を適用する．提案手法をロボッ
トに適用した結果，スクラッチから学習した手法よりも少
ない試行回数でペグ挿入課題を達成した．

5. 2 Sim-to-real転移学習
実機での学習時間をより少なくさせるために，シミュレー
ションも活用したい．様々な Sim-to-realの手法が提案さ
れているが，多様な環境にいかに早く適応できるかという
課題が残されている．
この課題に対し，我々はニューラルネットワークを明示
的 (質量，摩擦など)・暗示的 (物体形状など定量的に表現で
きないもの)ダイナミクスパラメータで条件付けすること
で，多様な環境に適応できる学習手法を提案した [13] [14]．
学習後に実世界に適用する時は，順伝播と誤差逆伝播を反
復的に行い，明示的・暗示的パラメータをオンラインで推
定することができる．提案手法を物体を押す課題に適用し
た結果，一般的なDomain randomizationの手法と比較し
て高い成功率を示した．本研究は硬いロボットで検証した
が，ソフトロボットにも適用できる．

6. 人の知識を活用した学習
人の知識に基づいてロボットの学習を促進することもで
きる．この節では，人からの教示とインタラクションから
の学習について紹介する．

6. 1 教示からの学習
人からの教示を活用することで，報酬関数の設計を容易
にできると期待される．協働ロボットで直接教示を行う方
法もあるが，組立のような接触を多く含み，精度が要求さ
れる作業ではロボットの関節角などによって手先の移動範
囲が制限されるため困難である．
我々は，直感的な教示を可能にする，新たな教示デバイ
スを開発した [15] (図 5(a))．このデバイスは，動作部がロ
ボットの指先と形状が近く，教示者とロボットの身体差を
軽減している．このため，教示者が与えた軌道をロボット
が再現しやすい．さらに，柔らかさのおかげで，位置姿勢
のみの教示情報で接触を多く含む動作の模倣ができる．ま
た，成功の教示だけでなく，失敗の教示も活用することで，

Success! Failure!

Teaching
device

Advisory Adversarial 

(a) Learning from
demonstration

(b) Learning from
physical interaction

図 5 (a) 人の教示からの学習 [15] と (b) 物理インタラクショ
ンからの学習 [16]．

失敗の軌道を避けるように目標軌道を生成する手法も提案
した．そして，生成された目標軌道を報酬関数にして，モ
デルベース強化学習 [12]を適用した．実験の結果，10回程
度の試行でペグ挿入課題に成功し，成功・失敗教示を活用
した方が，成功教示のみよりも高い成功率を示した．

6. 2 物理的インタラクションからの学習
我々は，人が物理的な修正的・敵対的インタラクション

を与えてロボットの学習を促進させる手法も開発した [8]
(図 5(b))．柔らかさのおかげで，人とロボットの安全なイ
ンタラクションが可能となる．修正的インタラクションで
は，ロボットが目標とは異なる方向に進んだ時に人が正し
い方向に力を加えることで，学習中の誤差を軽減できる．
一方で，敵対インタラクションでは，ロボットが正しい方
向に動くときに，阻害する力を加えることで，外乱適用時
にも課題を遂行できるロバストな方策を学習する．提案手
法を，シミュレーションと実機のペグ挿入課題に適用した
結果，インタラクションを使用しない場合よりも高い成功
率を示すことを確認した．また，未知の質量や摩擦を持っ
たペグに対しても課題を達成できることを確認した．

7. 多感覚計測を用いた学習
最後に，力覚・視覚を用いた我々の機械学習技術につい

て紹介する．組立作業において多様な部品を冶具レスかつ
汎用グリッパで扱う場合，部品の把持位置にばらつきが生
じ，作業が失敗する可能性がある．もし把持物体の姿勢推
定を行うことができれば，物体の姿勢に応じて制御戦略を
変えることができる．
我々は，ロボットが環境と能動的に接触しながら，把持物

体の姿勢を推定する手法を提案した [17]．この手法は，力
覚から接触を計測し，パーティクルフィルタで接触時の情
報をもとに姿勢の不確実性を減少させる．実機実験の結果，
真値に対し 1ミリ以下の誤差で姿勢を推定することができ
た．また，力覚に加え，カメラの視覚情報も加えて多感覚
計測することで，さらに高い精度を示した [18]．本研究は，
力覚・視覚を活用しているが，触覚も使用することでより
高い精度を期待できる．

8. お わ り に
本稿は，組立作業のためのソフトロボットと必要性と，複

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号 —3— 201x 年 xx 月



4 濵 屋 政 志 田 中 一 敏 フェリクス フォン ドリガルスキ 井 尻 善 久

数の研究事例，組立作業に適したソフトロボットと，効率
的な組立学習技術，多様な作業に適応できる転移学習技術，
人の知識を活用した学習技術，力覚と視覚を統合した把持
物体姿勢推定技術を紹介した．
本稿では容易に組立作業を学習できる手法を示してきた
が，実用化のためにはまだ多くの課題が残されている．例
えば，長期的な工程や，より整備されていない環境での組
立作業をどのように学習すべきかを考慮しなければならな
い．また，より組立作業に適した機構や素材を開発してい
きたい．本稿を読み，少しでもソフトロボットを活用した
学習技術に興味を持っていただければ幸いである．
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