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Abstract— This paper introduces a planning method for manipulating storing places which exist in real world. We
propose a method that the robot can easily expand its manipulatable places such as closet, shelf and so on. Combining
general knowledge given in advance and manipulation procedure instructed by human directly, the robot acquires how to
manipulate the storing places. The performance of the proposed method is illustrated by experiment.
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1. はじめに
本稿は、日常環境で動作する移動マニピュレータに

関するものである。日常環境によく存在する引出しな
どの収納場所の操作方法を、ロボットに獲得させるた
めの手法を提案する。本手法の特徴は、ロボットの操
作対象を、特別な道具や詳細な指示がなくとも簡便に
増やせることである。
近年、人間型を始めとした様々な形態のロボットが

活発に研究開発され、人間の労働力の代替となること
が真に望まれている。これらのロボットは、人間に準ず
る関節自由度と広範囲の移動能力を併せ持つため、我々
が日々行っている多くの作業を代替できるであろう。最
近では、複雑な肢体の制御手法や動作計画手法が提案
され、それらに環境認識機能を加えたロボットで、物
体操作を伴う作業に関する研究が行われている 5)9)。
筆者らの研究目的は、日常環境で動作するロボット

に「小型物体を運搬し、引出しなどの収納場所に納め
る動作」を行わせることである。本研究では特に、ロ
ボットが収納場所を操作するための動作獲得手法につ
いて述べる。これまでの成果として、物体のモデリン
グ手法 12) や把持計画手法 13) などを提案し、小型物体
の把持・運搬作業が可能となっている。そこで次の段
階として、その物体の収納作業の実現を目指す。
従来、日常環境で動作する移動ロボットに物体を操

作させる研究は、二つのアプローチに大別できる。一
つ目は、操作対象に関する正確な知識を、事前に人手
で定義するアプローチである。具体的には、操作方法
を直接的にプログラミングしたり 7)、遠隔操作によって
指示する 11)などの方法がある。また、物体側にマーカ
や IDタグを貼付し、作業の助けとする方法がある 3)4)。
これらの問題点は、ロボットの操作対象を新たに加え
たいとき、人手にかかる労力が多いか、特別な道具を
要することである。我々の生活環境にはロボットが操
作可能な物体が多いため、これらの手間をなるべく軽
減することが望ましい。
もう一つのアプローチは、道具を扱う人間の動作を

ロボットに観察させることで、その操作方法を獲得さ
せる方法である。これらは近年盛んに研究されており、
人間が事前知識を明示する必要がないため高い拡張性
が期待できる。ただし、現状で実現できているのは、箒
の操作 10)や踊り 8)など、環境との拘束が少ないものが
多い。すなわち、引き出しの操作のようにロボットの
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手先に強い拘束がかかるような動作では、ほとんど適
用例がない。
本研究のアプローチは、前者に属するものであり、収

納場所の操作方法を人間が教示する。ただし、事前準備
にかかる負担が多いという問題を解決するために、以
下の方針をとる。

• 日常環境に存在する収納場所の操作方法を、いく
つかのパターンに分類する。それを事前知識とし
てロボットに与えておく。

• 個々の収納場所の操作方法を人手でロボットに教
示する。ロボットは事前知識を教示データに当て
はめることで、収納場所の操作モデルを獲得する。

本研究で想定する収納場所は、引き出し、戸棚、冷蔵
庫など、収納作業を行うときに何かしらの操作が必要
であっても良いとする (Fig.1)。まず、これらを操作方
法別に分類して、一般化した知識としてロボットに持
たせる。この知識は人手で与える必要があるが、その
種類はそれほど多くない。そして、一つの知識を複数
の収納場所で共有できる。一方で、個々の収納場所に
は様々な大きさや見た目があり、それぞれの詳細な操
作知識が別途必要である。そこで、操作方法を人手で
教示する。教示は、サーボフリーにしたロボットを人
間が直接動かし、ロボットの手先を収納場所の操作軌
跡に追従させて行う。この利点は、特別な道具や複雑
な操作手順を必要としないことである。本稿では、こ
の教示で得られる収納場所の操作モデルを、IMモデル
(Instructed Motion Model)と称する。IMモデルは、収
納場所の見た目、大きさ、操作方法を表すものであり、
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教示データを元にロボットが自動で生成する。
以下では、2 章で問題設定とアプローチについて述

べ、3章で収納場所の操作モデルの獲得方法を述べる。
4章では、獲得した動作モデルを元に、ロボットにとっ
て収納操作がしやすい動作の計画手法を提案する。5章
で実験について述べ、6章でまとめる。

2. 問題設定とアプローチ
2·1 想定タスク
本研究では、「小型の物体を運搬し、人間が指示した

収納場所に納める」を想定タスクとして設定する。収
納場所の配置などの環境マップは、事前に与えたり、ロ
ボットが自動で獲得する。小型物体の操作方法は、例
えば文献 13) の手法によりロボットが自動で獲得する。
想定する動作の流れは、以下のようである。本稿の

主題は、0:における簡便な操作教示手法と、2:における
動作計画手法の提案である。
0：収納場所の操作方法を事前に人手で教示する。ロ

ボットは収納場所の操作モデルを獲得する。
1：ロボットの台車上に、運搬する小型物体を設置し、

収納場所の位置を人手で指示する。ロボットは小
型物体を収納場所まで運搬する。

2：ロボットは収納場所を操作し、物体の収納領域を確
保する。

3：ロボットは収納場所に小型物体を納める。
ここでの収納場所とは、収納を行う際になにかしらの
操作が必要であっても良いとする。例えば引き出しで
あれば、「取っ手を掴んで引き出すことで、収納領域を
確保する」といった操作が必要である。

2·2 移動マニピュレータ
本研究で利用する移動マニピュレータを Fig.2 に示

す。筑波大学知能ロボット研究室で開発された二輪駆
動型の移動台車「山彦」に、Neuronics社製の小型マニ
ピュレータ「Katana II」を搭載する。このマニピュレー
タは二指ハンドを有する。外界センサとして、台車上
に Logitec社製のUSBカメラ「Qcam3000」を一台取り
付ける。また、小型モータを用いたチルト機構に、北
陽電機製の測域センサ「URG 04LX」を搭載する。

Table 1 A variety of furniture handling
種類 操作方法 収納場所の例

引き出し 取っ手を掴み、前後方向
に直線水平軌道で引く

引き出し、キャ
ビネット

引き戸 取っ手を掴み、横方向に
直線水平軌道で引く

戸棚

開き戸 取っ手を掴み、鉛直な軸
回りの回転軌道で引く

冷蔵庫、ドア

2·3 課題

我々の生活環境には多くの収納場所が存在する。本
研究では、これらをロボットに操作させたいとき簡便
に操作対象を増やせる枠組を構築する。ロボットに事
前に与えるのは、複数の収納場所に共通している一般
的な操作知識のみとする。一方で、個々の収納場所の
操作方法を人手で教示する。ロボットは、一般的な知
識と個々の教示から収納場所の操作方法を獲得する。
この方針における課題は、人間からの教示データを

ロボットがいかに的確に解釈して、収納場所の操作モ
デルを生成するかである。そのためには、操作の事前
知識の与え方と、その事前知識を利用した教示データ
の処理方法が重要になる。また、別の課題として、ロ
ボットの作業姿勢の再計画がある。この理由は、人間
主導の教示で得られる作業姿勢がロボットにとって最
適とは限らないためである。

2·4 アプローチ

我々の生活環境に存在する収納場所を分類すると、そ
の多くは Table 1のいずれかに属すると考えられる。そ
こで、収納時の手先の動きをこのような分類ごとに一
般化して、ロボットに事前知識として与える。この知
識は人手で与える必要があるが、その種類はそれほど
多くない。そのため、知識を一つ定義しておけばそれ
が複数の収納場所に適用でき、効率が良い。
一方で、収納場所には様々な大きさや見た目があり、

個別の操作知識が別途必要である。そこで、人手によ
る教示を個別に行い、獲得したデータに一般化した事
前知識を当てはめることで、収納場所ごとの操作モデ
ルを獲得する。本研究では、このモデルを「IMモデル
（Instructed Motion Model）」と呼ぶ。IMモデルの実体
は、周囲環境から切り出した収納場所の前板部分の大
きさ・形状・見た目情報に、操作時の手先軌跡を付加し
たものである。この詳細は次章で述べる。
教示は、ダイレクトティーチング方式 1) で行う。す

なわち、サーボフリーにしたロボットを人間が直接動
かし、ロボットの手先を収納場所の操作軌跡に追従さ
せる。この方針の利点は、特別な道具や複雑な操作手順
を必要としないことである。ロボットは、教示中に自分
自身の動きデータを取得し、さらに台車上に搭載した
カメラと測域センサで、画像と距離データを獲得する。
ここで得られたデータから、IMモデルを獲得する。
また、上述のような教示は簡便に行うことができる

が、そこで与えられる作業姿勢は人間主導であるため、
ロボットにとって良い姿勢とは限らない。そこで、(1)
手先の操作性、(2)環境との衝突回避、を考慮した作業
姿勢の再計画を行う。この詳細は 4章で述べる。



Fig.3 IM model

3. 収納場所の操作教示
本章では、収納場所の操作モデルを生成する手法につ

いて述べる。本研究では、このモデルが人間からの指示
を元に得られることから、これを IMモデル (Instructed
Motion Model)と称する。

3·1 IMモデル

IMモデルの実体は、収納場所の前板部分について以下
の情報を持たせたものである。前板（Fig.3,Front Board）
は、本研究で想定するほとんどの収納場所が有する構
成要素の一つであり、教示作業での収納場所の動きを
直接反映する部位である。

• 手先の接触位置と手先姿勢：
収納場所に接触した手先の位置と向きの情報であ
る。ここで注目するのは手先のみであり、台車や
マニピュレータの姿勢は無関係である。これは、収
納場所を操作するロボットの立ち位置が教示時と
変わっても、容易に対処可能にするためである。

• 前板の操作軌跡：
教示作業中に前板部分が描く軌跡の情報である。こ
れを、ロボットの手先が前板に接する位置と合わ
せて獲得する。この軌跡により、収納場所の種類
が判別できる。

• 前板の大きさ・形状・見た目：
収納場所について得られる情報である。前板の大
きさと上述の軌跡情報が分かると、収納場所の操
作によるロボットの作業空間の変化が予測できる。
これは、運搬した物体をどのように収納すべきか、
また収納場所の動きがロボットにとって障害物と
なりうるか、などの判断基準となる。

3·2 教示作業の手順

教示作業の手順は以下の通りである。

1. 収納場所の近くにロボットを設置し、教示作業を
開始する。ロボットは、台車上に搭載された測域
センサを用いて、収納場所とその周囲環境の三次
元点列データを獲得する。また、画像も撮影する。

2. 人間はロボットの手先を誘導し、収納場所の取っ
手部分に手先を接触させながら動かすことで、そ
の操作方法を提示する。このときロボットは、自
分自身の動きデータを一定周期ごとに獲得する。

3. 教示作業終了後、台車上に搭載したカメラを用い
て、収納場所の様子を撮影する。そして、それま
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でに得たデータから収納場所の操作モデル (IMモ
デル)を獲得する。

測域センサを利用した三次元スキャンは広域の情報
を信頼性高く獲得できるが、チルト機構の動作を伴う
ため時間がかかる。そこで、スキャンは作業開始直後
に一度だけ行い、作業終了後は画像のみを撮影する。

3·3 IMモデルの獲得
本研究では、画像から抽出したエッジ情報を利用し

て、収納場所の前板部分をモデル化する。従来、画像
からロバストに情報を得る手法として特徴点がよく用
いられるが、本研究では以下の問題点がある。特徴点
は、画像内でテクスチャの強い小領域から抽出される
が、本研究の場合、収納場所と周囲環境の境目がそれ
に当たることが多い。しかし、収納場所のように特定
の部位のみが動くケースでは、周囲環境との間に差違
が起き、画像間で同じ小領域を追跡することが困難で
ある。そのため、本研究には不向きである。
一方で、画像エッジはセグメンテーションの難しさが

あるものの、その抽出自体はロバストに行える。また、
獲得すべき情報は前板の形・大きさであり、それをエッ
ジから得ることは比較的容易である。以上の理由から、
画像エッジを基に前板輪郭を推定する方針をとる。

3·3.1 初期値の生成

初期値とは、教示作業の開始直後、収納場所が動かさ
れる前に選出する前板候補の三次元データである。こ
れを以下の手順で生成する。まず、測域センサから得
た点列データに三角パッチを貼り、環境の三次元形状
を得る。一方で、教示作業の最初に撮影した画像内か
らエッジを抽出し、そのうち所定の長さ以上の直線成
分を得る (Fig.4,(1)左)。そして、それらの直線成分のう
ち、四角形を形成する線分の組合せを選び、前板輪郭
の候補とする (Fig.4,(2)左)。最後に、画像内の輪郭の候
補を三次元の三角パッチ上へ投影することで、それぞ
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れの三次元位置を求める。

3·3.2 手先軌跡の分化

教示作業の間、ロボットは一定時間ごとに自分自身
の動きデータを記録しておく。このデータには、収納場
所の操作情報が含まれているため、全データの中から
その部分のみを抽出する。Fig.5は、引き出しを引く手
先軌道を横から見た例である。(1)ロボットの初期姿勢
から手先を誘導し、(2)引き出しの取っ手にロボットハ
ンドを差し込み、(3)引き出す。それが終わった後、(4)
取っ手から手先を外し、(5)初期姿勢に戻す。このうち
IMモデルに必要な情報は、(2)における取っ手へ差し
込む動作、(3)における引き出し操作、そして (4)にお
ける操作終了の動作である。この (2)～(4)の抽出方法
を事前知識としてロボットに与えておき、教示作業の
後で IMモデルを獲得させる。

3·3.3 前板候補の淘汰

初期値生成で得た前板候補は、まだ収納場所が動か
される前のものであるため、収納場所以外の部分も候
補として持ちうる。そこで、収納場所が動かされた後
に得たデータから、真の前板の候補を選択する。
手順は以下の通りである。まず、収納場所の操作を

教示し終えて手先が元の位置に戻された直後、収納場
所の画像を取得する。一方で、それまでに得られた操
作軌跡を基に、現在の輪郭候補の三次元的な姿勢を推
定する (Fig.4,(2)右)。そして、その推定結果を画像上に
重畳し、その結果が画像エッジ (Fig.4,(1)右)と良く重
なる輪郭のみを残す。

以上の方法で IMモデルを獲得する。本手法では、前
板情報を画像と三次元形状で獲得できる。そのため、こ
のモデルをデータベースに登録しておけば、教示時と
異なる環境下でも、ロボットが見た目情報を基に自動
で収納場所を発見し、作業を行うことが期待できる。

4. 収納場所の操作計画
4·1 概要

前章の教示操作で得られるロボットの動きデータは、
人間の主導により得られるものであり、それがロボット
にとって良い姿勢であるとは限らない。すなわち、ロ
ボットの動作を再計画するのが良い方針と思われる。こ
れを、以下の式を利用して行う。

qnew = q+λ(I−J+J){m(xG,xh)+ r(xG,map)} (1)

ここで、q = (xG,yG,φ,θ1, ...θn)は移動マニピュレータ
全体の姿勢変数、J は移動マニピュレータ全体のヤコ
ビ行列を表す。λ は正の定数、I は単位行列である。

Fig.6 Manipulability measure based on end-effector error

xG = (xG,yG,φ)は世界座標系から見たロボットの姿勢、
xhは台車の座標系から見た手先の姿勢である。mapは
周囲環境の地図であり、本研究では人手で与える。関
数m(xG,xh)、r(xG,map)は後に詳細を述べる。
式 (1)の Jは、台車のノンホロノミックな性質を考慮

したヤコビ行列であり、Bayleら 2)によって提案されて
いる。算出方法は以下の通りである。ここで、Jm は、
マニピュレータのヤコビ行列である。

J(xG,yG,φ,θ1, ...θn) = Jm(θ1, ...θn)S(φ) (2)

ただし、

S(φ) =



cos(φ) 0 0 . . .

sin(φ) 0 0 . . .

0 1 0 . . .

0 0 In
...

...


式 (1)は、以下の項目を同時に満たすものである。

• 手先の操作性保持 (m(xG,xh))
• 周囲環境との台車の衝突回避 (r(xG,map))

これらを評価基準として定めた理由は以下の通りであ
る。手先の操作性については、ロボットが移動しなが
ら作業を行う際、手先姿勢の誤差が問題となるためで
ある。そこで、筆者らが以前提案した姿勢計画手法 14)

を評価関数として適用する。一方で、ロボットが姿勢
を再計画する際には、環境との衝突回避を必ず考慮す
べきである。再計画で教示時と違うロボット姿勢が生
成された場合、周囲環境との衝突の危険性が新たに生
じるためである。
また、収納場所はロボットに操作されるため、ロボッ

トの手先以外の部分にとっては動的障害物となる。式
(1)はロボットの姿勢列を単位時間ごとに逐次生成して
いくため、動く障害物にも対応可能である。

4·2 手先の操作性
ロボットが移動しながら作業する場合、手先姿勢に

は誤差が入りうる。この誤差の原因のほとんどは、台
車の移動に伴う累積誤差や車輪のスリップ、そして収納
場所の位置決めなど外界センシングから生じる。
そこで、以下の評価関数を定義する。この評価値 C

が小さいほど、良い姿勢である。

C =
Z

|k(xh)− k(x̂h)|P(xh)dxh (3)



Fig.7 Manipulability function

Fig.8 Collision avoidance function

x̂h は手先の目標姿勢である。k(x)は、手先姿勢 xに対
してマニピュレータの逆キネマティクスをとき、各関
節角 θ = (θ1,θ2, · · ·,θn)を求める関数である。P(xh)は、
手先姿勢の確率分布である。
式 (3)の意味を、二自由度マニピュレータの例 (Fig.6)

で説明する。誤差がない理想的な状況では、マニピュ
レータの手先は x̂hに到達できるが、実際には誤差が入
る。そのため、計画通りにマニピュレータを動かして
も、xhのように、目標とずれた姿勢になりうる。式 (1)
の評価指標は、x̂h と xh の間の姿勢変化で、マニピュ
レータの各関節の動作量が少ないことである。これは、
マニピュレータの関節空間では、Fig.6右に示す θ̂と θ
の距離が小さくなることと等しい。式 (3)は、手先姿勢
の誤差を確率分布で表現し、その誤差を修正するため
の各関節角の動作量を期待値として求めるものである。
式 (1)ではこの評価を各ステップごとに行い、ロボッ

トの姿勢を順次最適化する。手順は以下の通りである。
まず、Fig.7左のように、次ステップにおけるロボット
の微小移動を離散的に数パターン与える。それぞれの方
向に進んだ場合の Cを評価し、一番良い評価が得られ
る進行方向を選ぶ。最後に、Fig.7にある対応表に従っ
てm(xG,xh)を算出する。

m(xG,xh) =



w11 md

w12 mφ

0
...
0


(4)

w11、w12 は重み係数であり、台車の単位時間あたりの
移動量から決定される。このベクトルは台車の並進・回
転に関する成分のみを持つが、冗長項 (I−J+J)の演算
を通してロボット全体の姿勢を変化させる。

4·3 台車の衝突回避

周囲環境との接触を避けるため、衝突回避の関数を
導入する。基本的には、台車が障害物に近づいたとき
に、そこで発生する斥力から台車の進行方向を決める。

Fig.9 Pose optimization

これは、以下のように定義する。

r(xG,map) =



K w21 rd

K w22 rφ

0
...
0


(5)

w21、w22 は重み係数であり、障害物に接近するほどそ
の方向からの斥力が大きくなるように設定する。Kは、
式 (1)において式 (4)と式 (5)の出力のバランスをとる
ための重み係数である。
式 (5)では、Fig.8左に示す (1)～(6)の各領域に障害

物があった場合に、対応表に従って rd と rφ を出力す
る。この場合も式 (4)と同様に、冗長項 (I−J+J)の演
算を通して移動マニピュレータ全体の姿勢が変化する。

4·4 動作計画例

Fig.9に、式 (1)による動作計画のシミュレーション
例を示す。左の図は、式 (1)右辺の第一項のみで生成し
た姿勢列である。手先軌跡は追従できているものの、障
害物との衝突が起きている。中央の図は、衝突回避の
関数 r(xG,map)を考慮した例である。回避動作が実現
できている。右の図は、手先の操作性m(xG,xh)を考慮
した例である。手先と台車の間の距離を一定に保ちつ
つ、手先軌跡を追従できている。
なお、現状では、式 (5)の K を経験的に決めた定数

としている。この自動決定は今後の課題である。

5. 実験
5·1 準備

収納場所として、研究室内に設置されたキャビネット
を利用した。これは、取っ手部分に手を差し込み、手前
に引き出すことで収納領域を確保できる。タスクとし
て、キャビネットを開け、小型のペットボトルをその中
に入れる動作を設定した。キャビネットの中へ小型物
体を入れる動作は、大まかな手先軌道を人手で与えた。
ただし、収納動作時に手先や小型物体が収納場所にぶ
つからないことを IMモデルを元に自動で判断させ、安
全な手先軌道となるよう修正を加えさせた。

5·2 収納場所の操作方法の教示

Fig.10に実験の様子を示す。(B1)～(B4)では、人間
がマニピュレータを直接手に取り、引き出しの操作方
法を教示している。(A1)～(A4)は、ロボット上のカメ



Fig.10 Experiments

ラから取得した画像である。教示作業中、マニピュレー
タの関節角とオドメトリによる台車姿勢を 300msecご
とに記録した。
教示作業の終了後、IMモデルの獲得と作業姿勢の最

適化を行った。ロボット上に搭載したノートPC(Pentium
M, 2 GHz)を用いて、IMモデルの獲得には 4.6[sec]、ロ
ボットの動作計画には 2.5[sec]を要した。

Fig.11は、前板候補獲得の例である。最初に取得し
た画像から 81の前板候補が得られ (II)、操作後の位置
を予測した結果と、画像エッジ (III)との整合をとるこ
とで、最終的に 5の前板候補が得られた (IV)。現状で
は、これら全てをまとめて前板のモデルとしている。

5·3 収納場所の自動操作

Fig.10 (C1)～(C4)に収納場所操作の様子を示す。ロ
ボットを収納場所の付近に設置し、その位置をロボッ
トに手動で与えた。ロボットは、そこから収納作業の
初期姿勢まで移動し、収納操作を行った。初期姿勢は、
ロボットの取り得る姿勢のうち手先の操作性が高いも
のを、文献 14)の手法により自動で決定した。ロボット
はキャビネットを開けた後、台車上の小型物体を拾い
あげ、キャビネットに入れる動作を実現した。

6. まとめ
本稿では、日常環境によく存在する引出しなどの収

納場所の操作方法を、ロボットに獲得させるための手
法について述べた。本手法の特徴は、ロボットの操作対
象を、特別な道具や詳細な指示がなくとも簡便に増や
せることである。人手による直接的な教示から、ロボッ
トが収納場所の操作モデル (IMモデル)を自動で生成す
る手法を提案した。また、収納作業を安定に行えるよ
うな作業姿勢の計画手法を提案した。実験では、「キャ
ビネットを自動で開き、そこに小型物体を納める動作」
を実現し、提案手法の有効性を示した。
今後の課題として、より多くの収納場所に対して本

手法を適用し、有効性を示すことがある。

Fig.11 Image processing result
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