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Abstract— In this paper, an object holding by dual-arm robot is discribed. Relatively large and heavy
objects are targeted and a pose planning which can select feasible holding pose are presented. The main topic
of this paper is the extention of our original planner to cope with heavy object. Physics simulator is utilized
to proof the feasibility of holding poses and the joint load of the arms are considered. The eﬀectivness of our
method are shown through experiments. We successed to make the robot to hold an object which weighs 25
kg.

1.

はじめに

本稿では，比較的大きな物体の抱きかかえ動作を，等
身大の双腕ロボットで実現する方法について検討する．
関連研究として，物体の幾何形状を考慮した姿勢計画
法 [3] がある．本研究の目的は，この計画法を重量物体
へ適用可能にするため，改良を加えて実際のロボット
で検証することである．
姿勢計画法 [3] では，順運動学的アプローチでロボッ
トの姿勢を探索していき，物体とロボットの接触点を
計画時に随時変更することで，実現可能性の高い抱き
かかえ姿勢を様々に選出可能である．物体のモデル表
現として方向付き点群を用い，ロボットの初期姿勢を
抱きかかえ動作に適した姿勢に限定することで，探索
処理を大幅に削減している．
この手法を重量物抱きかかえに適用する場合，(1) 物
体の滑り，(2) 各関節にかかる負荷，について考慮すべ
きである．これらの対処のため，前者は，物理シミュ
レータを用いて抱きかかえのロバストさを判断する．後
者は，各関節にかかる負荷を，腕の重さを含めておお
まかに見積もって評価する．本稿では，これらの対処
法について述べ，25kg 程度の重量物の抱きかかえ実験
について報告する．

2.

問題設定とアプローチ

受け渡す物体は，例えば Fig.1 に示すように，数十
cm 程度の両腕で抱える大きさとする．重さ，形状は特
に制限しないが，本研究では，人手で与える．ロボッ
トは，ヒューマノイドを想定する．すなわち，胴体と
その左右に二本のアームを持つ機構とする．
ここで，人間が比較的大型の物体を持つ姿勢につい
て考察する．人間は，胸・腕などの部位と物体との接触
を適切に分散させ，滑り落ちないように抱きかかえを
行うことがしばしばである．例えば Fig.1 の物体の場合
で，人間が安全と思える抱え方の特徴としては，腕と
両手を利用して物体を支え，かつ腕と胸の間で，物体
を固定する力を加えられるような姿勢が取られる．そ
こで，ロボットの姿勢は，このように抱きかかえが可
能なものを選択する．

Fig.1 Object Holding

3.

姿勢計画 [3] の概要

リンクの形状を直方体で近似した双腕ロボットモデ
ル定義する．また，方向付き点群の形式で表現した物
体の幾何形状モデルを定義する．姿勢探索では，二つ
のモデル間での接触状態を評価しながら，姿勢を生成
していく．
手順は以下の通りである．

(1) ロボットの初期姿勢
両肩の自由度をランダムに変化させ，腕の初期姿
勢を作る．

(2) 姿勢探索
アームの各部品から一番近い方向付き点をそれぞ
れ見つけ，目標点とする．そして，各部品が，そ
れぞれの点になるべく近づくように各関節を動か
す．このとき，目標点も随時変更しながら，各部
品に十分近いところに目標点が見つかるか，物体
と接触するまで探索を続ける．

(3) 姿勢評価
(2) の処理が終了したロボットモデルと，方向付き
点群との距離を調べる．このとき，ロボットモデ
ルとの距離が所定の閾値以下の点を選び，抱きか
かえ時の接触点とする．姿勢評価では，(i) これら
の接触点で構成される多角形の内部に物体重心が
存在するか，(ii) その接触点を頂点とする円錐領

Fig.3 Holding pose
Fig.2 Veriﬁcation by physics simulator

域の内部に，ロボットと接触している別の点があ
るか，といった事柄を評価し，抱きかかえ姿勢の
安定性を判断する．

4.

物体重量を考慮した姿勢評価

4·1 物理シミュレータによる滑りへのロバスト性検証
重量物の抱きかかえでは，アームが発生できる押し
付け力以上の力が重力方向に働き，物体が滑り落ちる
といった事態が想定できる．これに対応するため，計画
した抱きかかえ状態を物理シミュレータへ入力し，摩
擦を考慮しなかった場合に物体が滑り落ちない保持が
可能であれば，良い評価を与えることとした．シミュ
レータには，EusDyna [2] を用いた．
Fig.2 は評価例である．Pose1 では，シミュレータを
実行した前後で物体の姿勢はほとんど変わらず，重力
方向の力に対して安定している．一方，Pose2 では物
体が地面に落下しており，滑りが生じると物体を落と
す危険性が高いと判断できる．
4·2 各関節にかかる負荷の推定
各関節への負荷は，(1) アームの姿勢や，(2) 物体と
の接触点分布，(3) 物体重量などにより変化する．(1)
については，アームそのものの重さが各関節に及ぼす
負荷を推定する．一方，(2)(3) については，ロボット
のモデル化に伴う形状誤差や，実環境での作業を想定
しているといった理由から不確定要素が多く存在する．
そこで，負荷が各関節に均等に分散するものと仮定し
て，各関節にかかる負荷が最大トルクより小さいほど，
良い姿勢として評価する．

5.

実験

Fig.3, 左は，抱きかかえに適していると判断された
姿勢である．姿勢計画では，200 回の試行を通して 13
の姿勢候補が選出され，4 章の評価を通して，この姿
勢が選択された．Fig.3, 右は，これに対応するような
姿勢で，重量物を抱きかかえた様子である．ここでは，
320 × 450 × 310mm の箱の中身に本を均等に詰めるこ
とで，25 kg 程度の重量物を構成した．
Fig.4 は，抱きかかえ前後における，アーム各軸のト
ルク比の変化を示したものである．各軸にかかる力の

Fig.4 Torque change

変化が分散しており，余裕を持って抱きかかえ動作を
実現できていることが判る．

6.

まとめ

本稿では，比較的大きな重量物の抱きかかえをロボッ
トで行うための姿勢計画法について述べた．幾何形状
のみを考慮していた従来法を改良し，実機実験にて，重
量物の抱きかかえを実現した．
従来，各接触点からかかる力により各関節が受ける
負荷を推定する研究がある [1]．これらのアプローチを，
例えばロボットが人間から物体を受け取って抱きかか
えるような動作に適用しようと考えると，計画どおり
の接触状態を常に実現できるとは考えにくい．そのよ
うな状況で，ロバストな動作がどう実現できるかを，今
後も実験を交えながら検証していく予定である．
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