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研究成果 

【研究目的】 

 環境への適応性向上を目的として柔軟素材を利用したアクチュエータやセンサが多数開発され

ている．柔軟素材は無限自由度のなじみをもたらし，センサには多様な情報を付与する一方で，

素材の持つ特性のばらつきやヒステリシス性はアクチュエータの制御性やセンサのパフォーマン

スを低下させる．本研究ではこれらの性能を改善し，柔軟アクチュエータとセンサの頑健性を向

上させる環境超適応技術を，深層生成モデルをはじめとする機械学習技術によって確立する． 

 令和 3 年度は，深層生成モデルと柔軟デバイスの融合に向けて，柔軟アクチュエータの広範囲

に埋め込み可能な流路型センサシステムの開発（課題 1）と深層生成モデルによるタスク適応新

規物体生成技術の開発（課題 2）に取り組んだ．課題 1 では様々な形状の柔軟デバイスに容易に

埋め込み可能でデバイスの柔軟性を損なわないセンサシステムを開発する．またその基礎特性評

価を実施した．課題 2 では深層生成モデルによって複雑な形状の物理シミュレーションモデルを

構築するための，深層生成モデル構造の探索とその性能評価を実施した． 

 

【研究結果】 

 課題 1 に関わる研究成果として，図 1 に示すイオン流体を利用し

た流路型センサシステムを開発した．このセンサは柔軟デバイス中

にイオン流体(図 1 中の赤色の液体部分)を封入するための流路を形

成し，イオン流体のインピーダンスを計測することによって柔軟デ

バイスの変形や外部からの接触力を推定することができる．流路の

長さや形状を変更することで，センサの感度や計測範囲を調整する

ことができる．また流路は自由に設計できるため，柔軟物を造形可

能な 3D プリンタによる一体造形も可能である．これにより昨年度の

研究課題として開発をするスリーブ-in-システムのプリントパーツ

に，外形や目的に応じた流路型センサシステムを容易に構築するこ

とができる． 

 流路の入り口と出口を決定することで自由に配置可能なこのセン

サは，深層生成モデルによるセンサ構造の生成と探索にも相性がよ

い．来年度以降は次に示す課題 2 の成果と組み合わせることでスリ

ーブ-in-システムにおいて様々な形状の流路を組み込んだ柔軟デバ
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図 1. 流路型センサシス

テムの外観と柔軟アクチ

ュエータへの導入例 



イスの構築に取り組む． 

 次に課題 2に関わる研究成果として，深層学習モデルの 1種であるGenerative Adversarial Net

（GAN）を用いた物理シミュレーションモデルのための深層生成モデルを構築した．図 2 にその

フレームワークを示す．一般的な GAN では，Generator（図中の G）と呼ばれるネットワークが

データを生成し， Discriminator（図中の D）と呼ばれるネットワークが生成データと学習デー

タセットのデータを識別する敵対的学習によって生成データの精度を向上させる．しかしこの方

式ではデータセットに含まれるデータ空間 （図中

Knowledge）のデータしか生成することができない．つまり

GAN ではデータセットの内挿は可能だが，外挿は困難である．

そこで Generator の損失関数 LG に生成データのエントロピ

ー増大を促す項を導入することで，Generator の生成能力を

データセット領域外に拡張する手法を提案した．また

Evaluator（図中 E）と呼ばれる生成データに対する評価モジ

ュールを導入することで，特定のタスクに対して有用なデー

タをより生成する用にモデルの学習を促すことができる．こ

の提案モデルを Deep Creative Model（DCM）と呼ぶ． 

 提案する DCM の性能を，物理シミュレーション環境であ

る PyBullet における道具生成タスクにおいて評価した．提案

モデルとGANはそれぞれShapenetに含まれる 3D物体デー

タを半分に分割したデータセットにより学習する．図 3 に道具

生成タスクの一例を示す．このタスクでは頭上より落下する球

を多く受け止めることを目標としている．初期状態（未学習状

態）ではタスク達成に有用な道具は全く生成することができな

い． GAN では，データセットを学習に利用することで一定数

の球を受け止める道具を生成できたことがわかる．一方提案モ

デルである DCM では，GAN よりもより多くの球を受け止め

ることができる道具が生成されていることがわかる．GAN と

DCM それぞれのモデルの内部表現を解析した結果を図 3 下に

示す．このグラフはタスクの達成度（受け止められる球の数に

基づく道具の価値）を実現可能な道具を各モデルがどれほど生

成できるかを示している．DCM は GAN に比べ，より広い範

囲の道具を生成可能な表現を学習していることがわかる．この

結果より，提案する DCM が新規のデータを生成する課題にお

いて GAN モデルよりも有用であることが示された．今後は実

際の柔軟デバイスのデータを学習し，センサやアクチュエータ

の生成を実現する． 
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図 2. GAN を拡張した深層生成モ

デル DCM とそのデータ拡張フレ

ームワークの概略図 
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図 3. 物理シミュレーション空間で

の GAN と DCMモデルの生成能力

比較実験結果 
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