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This paper describes a demonstrative research of daily assistive robots. Several tasks related
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system provides functions of finding failures and retrying motions, the robot can do the given tasks
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1. は じ め に

人が暮らす生活環境には，人が使うことを想定して
作られた様々な道具や家具が存在する．今後，生活支
援を行うロボットに望まれる機能として，それらを操
作し人間に有益な仕事をしてくれることがある．本稿
では，家庭内での日常作業として「掃除片付け」を取
り上げ，これをロボットに行わせるための要素技術に
ついて述べる．本研究の特徴は，ロボットが日常環境
で道具や家具などを操作するための認識行動システム
に，複数の作業を連続して行うための失敗検知・再試
行動作を導入していることである．
従来から，生活環境で働くロボットの研究開発が行
われている．Petersson(13)らは，一本のアームを搭載し
た移動マニピュレータで，指示した物体を把持しユー
ザーに受け渡すシステムを実現した．他にも，日常環
境で働くロボットのための制御手法や知能システム，
教示システム等の研究があり，掴みあげなどの特定の
タスクに関して評価が行われている(4)(6)(7)(14)．
最近では，人間に準じた関節構成を持つロボットに
よる生活支援研究が盛んになってきた(1)(10)．菅野らは，
人間共存と物体操作を両立する機構・制御手法を組み
込んだロボットで，家事支援や介助支援行動の実現例
を示した(18)．また，筆者らの研究グループでは，日常
生活支援ヒューマノイドによる認識・学習・行動統合
システムを構築し，道具操作，複数台ロボットの連携
作業などを実現してきている(12)．
一般に，生活支援ロボットに望まれる作業は一つで
はないため，一台のロボットに複数の作業を行わせる
ことが効率的と思われる．例えば，「掃除片付け作業」
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といった言葉には数種類の作業が含まれており，この
タスクを実現するには，数種類の作業機能をロボット
に持たせ，それを連続して適用・実行する必要がある．
しかしながら，これまでの研究では，一度に行われる
タスクは少数に限定されていることが多く，複数作業
の連続遂行という研究課題に関しては，ほとんど議論
されていないのが現状である．
本研究の目的は，日常環境でもくもくと掃除片付け
作業を行うような生活支援ロボットのための要素技術
を開発・統合することである．この目的では，家具や
道具の操作を伴う複数の作業が存在するため，ロボッ
トには様々な認識や動作生成を行う機能が必要となる．
そして，もし作業を失敗した場合に，それを検知しや
り直す機能が重要になる．これらを実現するために，
環境認識・行動生成・自己状態監視といった機能を統
合したシステムをベースに，掃除片付けタスクにおけ
る失敗検知・回復動作の枠組みを構築する．そして，
日常的に考えられる複数のタスク（１）食器を載せた
トレイの運搬，（２）洗濯機へ洗濯物投入，（３）ほうき
を使った床掃除，を連続的に行う実験を通して，本シ
ステムを評価する．
本稿の構成は下記のようである．次章では，研究の
アプローチについて述べる．3章では，本研究で構築
したロボットの認識行動統合システムについて述べる．
4章では，作業を頓挫せず遂行するのに重要な，失敗
検知・回復機能の構成について述べる．5章では実機
実験について報告し，6章でまとめる．

2. 掃除片付け作業のアプローチ

2·1 想定タスク 生活環境で想定できる様々な
日常作業のうち，本研究では，下記のように三種類の
タスクを設定する．
トレイ運搬 テーブルの上にあるトレイを掴み上げ，



Fig. 1 A Daily Assistive Robot

運搬し，キッチンに置く．
洗濯物片付け イスの背もたれにかけられた布を掴
み上げ，洗濯機に投入する．投入作業では，洗濯
槽の扉開閉やボタン押しなどを行う．

床面掃引 スイーパーを扱い床の掃き掃除を行う．
テーブル下を掃引するためにイスを引き出した
り，掃引後にイスを戻す作業を含む．

これらのタスクには，両手による物体把持，柔軟物の
操作，長尺物の操作，ボタン押しや扉開閉といった多
くの物体操作要素が含まれており，生活支援ロボット
の課題としてよい例になると考える．
問題設定として，操作対象の位置はあらかじめ与え
る．ただし，それらを操作する直前には必ず認識処理
を導入し，操作対象の有無判別や，理想的な状態との
姿勢誤差を計測して，それらの結果をもとに操作を行
うものとする．

2·2 生活支援ロボットの構成 図 1に，本研究
で用いる実験機を示す．二輪駆動型の移動台車に，一
自由度の腰軸，力センサを搭載した各七自由度の双
腕アーム，そしてステレオカメラを搭載した頭部を有
し，エンドエフェクタは，各指二自由度の三指ハンド
である．また，水平スキャン可能な LRF（Laser Range
Finder）を台車に搭載している．
このロボットで前述したようなタスクを実現するた
めには，移動、双腕マニピュレーション、ハンドリン
グ等の動作生成機能と，環境や自身の状態を認識する
機能が統合されている必要がある．これらを実現する
認識行動ソフトウェアシステムの構成については，次
章で述べる．
なお本稿では，個別タスクに関する高レベルの作業
知能については深く議論しない．「床面全体を隙間なく
掃引するための掃引計画」や「掴みあげた衣類の種類
や形状推定」といった課題は，今後検討していく．

3. 認識行動システムの構成

3·1 概要 図 2に，本研究で構築したソフトウェ
アシステムの構成を示す．本システムは，認識・行動
生成の二大機能と，それらとデータのやり取りをする
センシング・動作制御機能からなる．認識・行動生成
機能は基本的に，三次元幾何シミュレータを介して接

Fig. 2 Software Architecture

続している．シミュレータは，三次元幾何モデルを認
識機能に提供したり，物体の操作情報を行動生成機能
を提供する．そして，ロボットが作業しているときに
は，操作対象の認識結果をシミュレータに反映させ，
それを行動生成の初期値とすることで，目の前の状況
に適応した物体操作を実現することができる．

3·2 環境認識機能 本タスクで想定する操作対
象は，トレイ，イス，衣類，洗濯機，スイーパーであ
るが，これらを，剛体とみなせる対象（衣類以外）と
柔軟物（衣類）の二種類にわけ，それぞれ下記の方式
で認識する．

3·2·1 モデルベース物体姿勢認識 本研究では，
あらかじめ定義した三次元幾何モデルと，センサデー
タとの照合を行う姿勢認識法を適用する．詳細は文献
(17)に譲り，ここでは概要を述べる．
利用するセンサは，台車に搭載された LRFと，頭部
のステレオカメラである．床面に置かれたイスや洗濯
機などには LRFとカメラを併用し，トレイやスイー
パーにはカメラのみを用いる．センサデータと三次元
幾何モデルの照合方法は下記の通りである．外界セン
サで推定した姿勢情報を基に，三次元モデルをシミュ
レータ上に仮想配置する．その像を画像上に投影し，
この結果と，画像から抽出したステレオデータ，エッ
ジ・幾何形状などの特徴をマッチングしする．ここで，
認識結果に誤差が入りうることを考慮し，パーティク
ルフィルタを適用する．

p(xt |Zt−1) =
∫

p(xt |xt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1 (1)

(1)式は，時刻 t における物体モデルの姿勢を xt、外
界センサの観測結果を zt とし、Zt = {zi , i = 1, ...n}と
定義したときの事前確率である．
これより，事後確率 p(xt |Zt)をベイズの法則に従っ
て下記のように計算する。

p(xt |Zt) ∝ p(zt |xt)p(xt |Zt−1) (2)

p(zt |xt)は，各時刻における尤度であり，センサデー
タとモデルの照合の良さから計算する．



本方式で利用する特徴は，テクスチャの少ない物体
からも比較的安定して抽出できるため，家具などを対
象とするのに適している．

3·2·2 しわ特徴を用いた衣類認識 衣類のよう
に，幾何モデルでの対応が困難な操作対象には，形状
に依存しない特徴を用いた認識法が有用である．本研
究のタスクにおいては，無造作に置かれた衣類を想定
しているため，画像に移りこんだ布のしわを特徴化す
る手法を適用する．これにより，衣類の有無や，掴み
あげが成功したことを視覚で認識する．また，この結
果とステレオカメラを用いた三次元復元結果を組み合
わせて，衣類の三次元位置も推定し，掴みあげの姿勢
生成の初期値とする．

3·3 動作生成機能 本研究の実験機は，車輪型
の移動体に双腕アームが搭載された機構である．動作
生成は，台車と上半身を独立に制御する方針で行う．
この理由は，台車移動がノンホロノミックな拘束下に
あり，かつ移動時のスリップなどの要因で姿勢誤差を
持ちやすいためである．一方で，腰より上の半身のみ
で考えれば，手先の位置決め精度は高い．そこで，台
車移動で生じる誤差を上半身の姿勢変更で相殺する方
針をとる．

3·3·1 上半身の操作姿勢生成 ロボットの作業姿
勢は，手先目標姿勢を入力として，ヤコビアンを用い
た逆キネマティクス計算により求める．特異点周りで
の動作の安定性を得るために，ヤコビアン逆行列の計
算には SR-inverse(9)を使用する．
目標関節角速度 θ̇ の計算式は以下のようである．

θ̇ = J#
wẋ+(I −Jw

#J)y (3)

ここで，J#は Jの SR-inverseであり，J#
wは，そこに

重み行列Wを掛けたものである．このWは対角行列
であり，各要素は下記の式で決まる(3)．

wi =

∣∣∣∣∣ (θmax−θmin)
2 (2θi −θmax−θmin)

4(θi −θmax)
2 (θi −θmin)

2

∣∣∣∣∣ (4)

(3)式による収束計算の過程で，この wi が前回の値よ
り小さければ 1/(1+wi)，大きければwi を 1に置き換
えることで，関節角度限界に近づいた場合に重みが小
さくなるよう設定する．一方 yは，自己干渉がなく，
各関節角度が可動範囲の中央値に近いほど良い評価を
示す関数であり，冗長自由度を利用した安全な腕姿勢
を生成可能にする．
物体を掴んだりボタンを押すような場合には，あら

かじめ三次元幾何モデルに定義した把持・操作点情報
を読み出し，その目標姿勢に対して (3)式を解くこと
で上半身の姿勢を求める(11)．また，ドア閉めや長尺物
操作などにおいては，手先の経由姿勢を与えておき，
それらを姿勢補間しながら追従させることで，連続し
た作業姿勢を生成する．

3·3·2 台車の移動制御 タスク間で作業位置が
離れている場合や，発見した操作対象にアプローチす
る場合などは，部屋内を台車で移動する必要がある．
このため本研究では，目標直線経路へ追従するように
独立駆動二輪の動きを制御する方式(15)を採用する．そ
して，到達点と走行経由点の列を入力とし，隣り合う
点同士を結んだ直線を順にたどることで，離れた目的
地までの移動を実現する．
各タスクにおける台車の初期姿勢は，環境マップ上

にあらかじめ定義しておく．そして，ロボットが別タ

スクを行う場合や，タスクを最初からやり直す必要が
出た場合に，現在姿勢からその初期姿勢へ移動できる
ようにしておく．

3·4 自己位置認識 ロボットの自己位置推定は，
台車に搭載された LRFを用いて行う．SLAM によっ
て事前に構築した環境マップと，現在のスキャンデー
タをマッチングさせることで現在の台車姿勢を得る(5)．

SLAMは，ICPアルゴリズムによるスキャンマッチ
ング(2)と Lu，MiliosによるGraphSLAM(8)によって行
う．これで生成されたマップを，ロボットの自己位置
推定の結果と LRFスキャンとスキャンを行った際のロ
ボット姿勢のペアの集合として保存しておく．自己位
置推定は，そのマップと現在の LRFスキャンとのマッ
チングを取ることで行う．マップ中の全 LRFスキャン
を ICPアルゴリズムの参照スキャンとし，それと現在
の LRFスキャンとの間で対応を取る．このとき，ス
キャンデータ同士のマッチングのみでは，ロボットの
急な回転動作により自己位置推定に失敗することがあ
るため，オドメトリの変位量を ICPの初期値に加える
ことで，ロバスト性を高める．

4. 失敗検知・回復機能の構成

本研究の目的では，複数のタスクを連続的に行うこ
とが必要になるが，これを完遂するためには，一箇所
で想定どおりに事が運ばないからといって作業をやめ
ることがあってはならない．そこで，視覚・力覚など
の外界センシング情報や，ロボットの操作姿勢を観測
するなど，行為検証を行う処理ルーチンを組み込む．
このような処理は，認識機能と行動生成機能の双方を
ロボットに搭載することにより，初めて実現できる．

4·1 失敗の分類と対策 本研究におけるロボッ
トの物体操作行動は，大きく二つの段階に分けられる．
(1)対象へのアプローチ，(2)対象への接触，である．
本章では，(2)で対象に手を加えて作業することを「操
作」と称する．
失敗が起きていることは，動作計画時に想定してい
た状況とセンシングによって推定された状況とが異な
り，それがタスク遂行に支障をきたすかどうかで判断
する. そして、失敗状況の程度を，回復動作の困難さ
に応じて下記の３つのパターンに分類する．

A.操作開始以前に検知される失敗 本タスクにおけ
る例は，イスへのアプローチに失敗し，想定した
位置関係に至れず把持姿勢が生成できないことな
どが挙げられる．

B.操作終了後に検知されるが，状況の変化が小さい失敗
本タスクにおける例は，洗濯機のボタンを押し
損ねてフタが開かない，などが挙げられる．

C.操作終了後に検知され，状況を大きく変える失敗
本タスクにおける例は，洗濯物が洗濯槽からは
み出る，スイーパーが途中で手から離れて床に
倒れる，などが挙げられる．

A.については，そのほとんどの要因が認識と台車移動
の誤差になるため，台車の切り返し動作と操作対象の
再認識を行うことで対処する．B.については，操作後
の対象の形状変化や，ロボット自身の姿勢変化を知識
として持たせておき，操作後にそれを照合する方針を
取る．洗濯機の例では，扉の開閉を視覚で識別し，失
敗が検知されたらボタン押し動作を再度行う，などの
状態監視機能を付加する．C.については，失敗による
状況の変化を把握する認識機能と，その結果から新た



Fig. 3 Experimental Environment

な復帰動作を生成する機能が必要になる．本研究では，
洗濯槽からはみ出た布をすくい上げて再投入する動作
や，床面のスイーパーを発見し拾い上げる等の動作を
別途行うことにより．失敗状況の回復を実現する．

5. 掃除片付けタスクの連続遂行実験

5·1 実験方法 図 3に実験環境を示す．この環
境下で，(1)トレイ運搬，(2)洗濯物片付け，(3)床掃
除，を行った．なお，それぞれで生じる物体操作の性
質から，動作プログラムを以下の 8つの項目に分けて
実装した．

1. トレイ運搬：図 3, Aの位置でテーブル側を向い
て立ち，テーブルに載ったトレイを持ち上げて，
Bまで移動したらキッチンにトレイを置く．

2. 洗濯物掴み上げ：Cの位置へ移動し，イスの背も
たれにかかった洗濯物を掴みあげる．

3. 洗濯機操作・洗濯物投入：Dの位置へ移動し，洗
濯物を洗濯機に入れる．洗濯槽の扉を開け，洗濯
物を投入し，扉を閉める．

4. スイーパー把持：洗濯機の横に設置されたスイー
パーを片手で掴みあげる．

5. イス引き出し：Cへ移動し，イスを掴んでテーブ
ルから引き出す．

6. テーブル下掃引：テーブルの下を，片手に持った
スイーパーで掃除する．

7. イス戻し：出したイスを元の位置に押し戻す．
8. 部屋内の掃引：スイーパーを両手で持ち，部屋内
を移動しながら掃除する．

この一連のタスクを順に実行する実験を数百回行い，
各所においてどのような失敗が起こりうるかを観察し，
認識，動作生成の両面から対策を施した．

5·2 実験結果 一回の掃除片付けに要した時間
は，最短で 8分 20秒程であった．ただし，失敗回復動
作が発動した場合は，その分を加算した時間を要した．
図 4は，洗濯機操作における失敗検知・回復動作の
例を示す．これは「ボタンを押せなかった」失敗であ
り，4章で述べた Bに属する．この検知は，「ボタンを

Fig. 4 Failure Detection in washer door opening

Fig. 5 Failure Recovery by picking up a cloth

押すと扉が開く」という行為に対する効果を観測すれ
ばよく，修正にはボタン押しを再度行えばよい．
図 5は，衣類掴みあげにおける回復動作の例を示す．
ここでは，イスの背もたれにかかった衣類を掴みあげ
られずに，床に落としてしまった状況を想定している．
この失敗は，掴みあげた布が手中にあることを視覚で
確認したり，指の握りこみ姿勢が布を掴んでいる場合
と大きく異なっていないことを確認するといった方法
で検知できる．なお，これは 4章で述べたCに属する
失敗であり，同じ掴みあげ動作を再度行っても回復は
不可能である．そこで，床面の衣類を視覚で発見し，
拾い上げる動作を発動するようにした．これを行った
後は，洗濯機へ入れる動作へ移行すればよいため，作
業が遂行できるようになる．
本実験を通して見られた失敗と主な対策を表 1にま
とめる．これらの対策を順次施すことで，全タスクの
達成率を改善していった.図 6は、ある 60回の試行に
おける成功タスク数の推移を表している．ここでは，
5.1に示した項目のうち，1.から 6.について記録した．
このとき，動作自体は成功してもその作業結果が不完
全な状態だった場合，例えば洗濯機から洗濯物がはみ
だした状態で扉を閉めてしまった場合などは、そのタ
スクは失敗とした。この実験では，表 1に示したよう
な失敗が見られるごとに，認識処理や操作行動の微修
正と，失敗回復動作の実装を並行して行った．50回目
以降においては，やり直し動作を含んだものの，全て
の作業を安定して達成できた．
図 7に，トレイ運搬から部屋内の掃除までの全ての
動作を行っている様子を示す.

5·3 物体操作に関する考察 本実験では，多く
の道具・家具操作が含まれている．実験を通して得ら
れた，物体操作に関する知見や対処について述べる．

5·3·1 手先誤差修正を考慮した行動生成 よく
見られた失敗は，操作対象との理想的な位置関係に
台車をアプローチできないことであった．この失敗に
は，対象の姿勢認識の誤差と，台車の到達姿勢の誤差



Table 1 Failures and countermeasures on daily tasks execution

タスク 操作対象の発見・アプローチ 失敗例 失敗検知・回復

トレイ運び 視覚によるトレイ確認 トレイの把持・リリースに失敗
する

把持・リリース時に手先センサ，視覚で
確認

洗濯物収集
LRFと視覚によるイス認識
視覚による布認識

・イスへのアプローチミス
・布の掴みあげに失敗

・布を床に落とす

・認識，台車移動を再度行う
・掴みあげ後の手先姿勢を視覚で確認
・掴みあげ後の手先姿勢の観測
・床に落ちた布の拾いあげ

洗濯機操作
LRFによる洗濯機認識
視覚によるボタン認識

・洗濯機へのアプローチミス
・ボタンを押し損ねる
・洗濯物が洗濯槽に入らない
・操作中に腕関節が過負荷状態
で駆動不能になる

・認識，台車移動を再度行う
・ボタン押し後にドア状態を視覚認識
・洗濯物投入時の視覚による衣類認識
・はみ出た布のすくい上げ，拾いあげ
・低トルクモードの活用

イス操作
（引き出し，
戻し） LRFと視覚によるイス認識

・イスへのアプローチミス
・操作中にイスから手が離れる
・指関節が過負荷状態で
駆動不能になる

・認識，台車移動を再度行う
・イスの操作状態を力センサで観測
・一定以上負荷時に自動サーボオフ
＆リカバリ

床掃除
（テーブル下，
部屋全体）

洗濯機からの相対姿勢推定
LRFによる自己位置推定

・スイープ面が斜めになる
・操作中にスイーパーを落とす
・指関節が過負荷状態で
・駆動不能になる

・スイープ面認識と回転動作
・スイーパー拾いあげ
・一定以上負荷時に自動サーボオフ
＆リカバリ

Fig. 6 Task success rate

といった二つの理由があり，両者とも完全に解消する
ことは困難である．この対処は，再姿勢認識と上半身
の姿勢再計算，それが解けなければ台車位置の調整，
という二段階の処理を準備すれば比較的容易だが，出
現頻度が高く，しばしば作業時間を増やす要因となっ
た．全体の作業をスムーズに進めるためには，この失
敗を減らす必要がある．
一つの解決方法は，認識や移動の誤差を減らすこと
はもちろん，誤差に強い操作姿勢をあらかじめ計画し
ておく方法である(16)．入りうる誤差を，経験的・理論
的に予測しておき，それらの予測誤差と，ロボットの
操作姿勢の余裕度との兼ね合いをとることで，より頑
強である操作姿勢を採用すべきであり，これは今後の
課題である．

5·3·2 指への関節負荷 本研究で用いたロボット
は多くの関節自由度を持つが，それぞれの関節が許容
できる負荷は同じではない．特に注意すべきは，指関
節への負荷である．本研究のタスクでは，ロボットは
全身を動かして物体にアクセスするが，対象に直接触
れる指部は，他に比べて強度が低く，破損しやすい．
本研究で採用した対策は，下記のようである．

1.力センサ・電流計測による負荷監視 幾何モデル
を基に生成した動作をそのまま実機に流すのみで
は，操作対象の位置が想定と違った場に，身体に
余計な負荷をかける．そこで，過負荷防止の基本
的な対処として，力センサやモータ電流計測を用
いた負荷監視機能を搭載し，一定以上の外力が検

知されたら動作を止める機能を実装した．
2.過負荷時サーボオフと自動回復 本研究の実験機
は，モータへの負荷が所定の値よりも大きくな
るとサーボが落とされる設計である．すなわち，
モータに致命的な負荷が加わる状況を避けること
ができる．
そこで，過負荷時のサーボオフを許容し，駆動を
自動回復する方針を採った．これにより，ある時
点で指関節の駆動が切れた場合にも，やり直しを
行ったり別の動作へ移行する間に自動で再駆動し，
動作を続けることが可能になった．

3.低トルク制御の活用 洗濯機の扉開閉など，細か
なハンドリングは必要ないが指に負荷がかかりや
すい状況では，指のモータの出力トルクを低く設
定した．すなわち，外力に対して指が容易に動く
状態にしておくことで，ギアの破損やモータの損
焼を回避した．

6. ま と め

本研究では，日常環境で掃除片付け作業を行うロ
ボットについて，複数の作業を連続してこなすための
要素技術を開発・統合した．家具や道具など様々な対
象を安定して操作するために，作業の失敗検知・回復
修正機能を含む認識行動システムを構築した．実機実
験を通して，起こりうる失敗を抽出，対策動作を提案
し，それを実装したシステムがロバストに動作するこ
とを確かめた．
今後の課題として，より複雑な状況での失敗にも対
処できる機能の構築がある．本稿で示した失敗回復
機能は，現状のところ、実状に即して決められたアド
ホックな認識・動作が多いが，これらは，ロボットに
とって成功と失敗の識別法，失敗回復の動作生成法を
具体的に示したものと言える．この発展として，本稿
で述べたような人手で定義したいくつかの認識・回復
動作を，成功経験としてあらかじめ与え，新たな失敗
回復を達成するための基準データとすることが考えら
れる．すなわち，以前経験したものと近い失敗状況に



Fig. 7 An experiment

遭ったとき，基準データをアレンジして，失敗認識や
回復動作を生成する機能の実現を目指す．また，タス
クの実行順序を変更し作業の効率化を図るような，プ
ランナの導入も検討する．
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