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Abstract— We are interested in realization of a mobile manipurator which is used for straightening a room
up. In this study, we set a task for a robot with a manipulator to pick up rectangular prism as a target
object. We use a single camera which is equipped on the tip of mobile manipurater hand and move its
position to get　 the image of the target object from several viewpoints. Using these images, linear edges of
the object are extracted, and 3D coodenates of the object linear edges are obtained. Based on the obtained
coodinates of the edges, the mobile robot recognizes the target object. Finally we succeeded in the object
picked up by the mobile robot with a manipulator.
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1. はじめに
移動ロボットにマニピュレータを搭載した「腕付移

動ロボット」は、単に作業空間内を移動するだけでな
くその空間内でマニピュレータによって対象物に働き
かけをおこなうことができる。筆者らは、この腕付移
動ロボットによって床上に散乱した物体をひろいあげ、
それらを所定の場所に移動して置く、という一連の作
業をおこなうことに興味を持っている。このような作
業が可能になれば、例えば、日常生活の中での片付け、
すなわち床上に散乱したものをひろいあげて所定の場
所に戻す整理整頓などをロボットがおこなえるように
なるであろう。この作業には、様々な要素技術が必要
である。移動ロボット本体の位置決め、およびマニピュ
レータの位置決めに関する技術は前提として、

• ロボットから対象物を見たとき、対象物の位置や
形状、姿勢を認識すること、

• その形状、姿勢をもとに、マニピュレータをその
対象物が把持・ひろいあげ可能な位置姿勢へアプ
ローチさせること、

• ひろいあげた対象物を所定の位置まで持っていく
こと、

などが必要となる。
本研究ではまず、対象物を単純な形状を持つ直方体

に限定し、上記の流れに沿う実装をおこないながら、ロ
ボットが持つべき機能や能力を追求することにした。
具体的な流れを以下のようにした。ロボットの前面

の床に直方体が一つ置いてある状態に設定し、そのひ
ろいあげ作業をおこなう。この作業の実現のために、腕
付移動ロボットを使用する。マニピュレータの先端に
とりつけた単眼のカメラによって視点を移動し、画像
を取得する。そして各画像から得られる線分の位置と
その時の視点の位置を考慮することで、３次元空間上
の対象物の位置・姿勢を認識し、それをひろいあげる
ものとする。その概要を図 1に示す。この作業の実現
のためには、次のような機能がもとめられる。

1. 視点において取得した画像から、対象物を形作る
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Fig.1 ひろいあげの流れ

エッジを線分として抽出する画像処理、
2. ある視点での画像上の線分は、３次元空間上でど
う表されるかを認識すること、

3. 視点移動の際に、マニピュレータと車体を動作さ
せるためのパラメータの設定、

である。

2. カメラの視点移動と画像処理
対象物を直方体としたので、認識したい形状のすべ
てが直線で形作られている。そこで本研究では、白黒
の濃淡画像を使用することにし、画像中の対象物の辺
にあたる線分の抽出方法として、濃度勾配による最小
二乗あてはめを用いた手法 [2] を用いた。この処理に
よって、画像中に写り込んだ物体のエッジは線分とし
て抽出され、さらにその端点の座標、線分の傾きなど
が得られる。そしてそれらの線分をのちの３次元位置
導出に利用する。
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Fig.2 実験システムとパラメータ

カメラの位置を移動し、違う視点から同じ対象物を
見ることによって、３次元空間上での形状認識が可能
になる。本研究では、画像上の点m = (U, V )と空間上
の点 (x, y, z) を結びつける変換式
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を基にして、空間上での点を求めている。ただし、こ
こでの P は 3行 4列で表され、カメラの内部パラメー
タ行列 (3 × 3)をA、回転を表す行列 (3× 3)を R、平
行移動ベクトル (3 × 1)を tとしたとき、

P = A(R|t)
で表されるもので、透視投影行列と呼ばれる。これを
用いて線分の端点の３次元位置を求め、その２点を結
ぶベクトルから線分の方程式を導出する。
さらに、今回のタスクでは対象物を直方体に限定し

たので、

• 高さ、長辺、短辺の３辺を求めればよい　
• それぞれの辺は直交している

といった拘束条件を考慮することで、少ない視点移動
回数での対象物のひろいあげ作業が可能である。

3. 腕付移動ロボット
ひろいあげ作業のために、筑波大学知能ロボット研

究室で開発された山彦「だいな」を使用する。「だいな」
は、移動可能な車体の上に３自由度のマニピュレータ
を搭載している。視点移動の方式として、対象物のあ
る床面上にワールド座標系原点を定義し、手先に装備
されたカメラが常に原点の方向を向くように、車体や
関節の回転角度を算出した。各パラメータと対象物と
の関係を図 2に示す。

4. ひろいあげアルゴリズムと実機での実験
実機を用いてのひろいあげ作業の流れは次のように

なった。

1. まず上方から見下ろすような位置に視点を移動し、
そこから撮影される画像を取得して線分抽出の処
理をおこなう。

2. そのときの視点と画像中の線分から、ワールド座
標系原点を決定し、直方体の傾き、（高さ)と (長
辺・短辺)の関係を取得する。

1 . 初期状態

2 . 上方からの画像取得

3 . 定位置への移動

4 . 画像取得

5 . 把持体勢

6 . ひろいあげ

Fig.3 ひろいあげの様子

3. ワールド座標系原点に対して、移動マニピュレー
タが一定の距離と角度を持てるように車体を移動
する。

4. 移動後、移動マニピュレータの現在の座標と対象
物との位置関係から、直方体の長辺方向を正面に
見るように視点を移動し、画像を取得する。

5. 取得した画像から線分を抽出し、そこから実際の
高さの座標を算出する。

6. 対象物の高さから、長辺・短辺の長さを推定する。
7. 生成された直方体の位置、姿勢を考慮して、物体
の把持動作を実行する。

移動マニピュレータにより実際のひろいあげ作業を
おこなう。ただし、実機での視点移動の際には、次の
ような誤差が生じた。
• 車体を回転する前後でのロボットの位置のずれ
• ノイズや画像の歪み補正の段階での線分の分断
• マニピュレータのぶれなどによる視点のずれ

それらに対する対応処理を追加し、直方体のひろいあ
げ作業を試行した。その結果を図 3に示す。

5. まとめと今後の課題
本研究では、移動マニピュレータによる直方体のひ
ろいあげを実現した。今後の展望としては、さらに精
度の高いシステムを構成し、様々な形状を持つ物体に
対してのひろいあげ作業の実現を目指したい。
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