
1. 緒言 

移動マニピュレータは移動能力と物体操作能力を

併せ持つロボットである．その特性から，物体運搬な

どの作業の自動化が期待される．しかし，移動台車の

位置決め誤差が比較的大きく，マニピュレータの高

い位置決め精度を生かせないという問題点がある．

よって，移動マニピュレータによる物体操作では，台

車の姿勢誤差を考慮することが必要である． 

従来，マニピュレータの操作性を表す指標として，

可操作度が提案されている[1]．さらに可操作度を応

用した，移動マニピュレータの台車位置計画手法が

提案されている[2]．そこでは，台車の移動が含まれ

ているにもかかわらず，それに伴うロボットの姿勢

誤差については考慮されていない．また，台車の姿勢

誤差を考慮した研究として文献[3]がある．この研究

では台車の誤差が小さい軌道の計画手法が提案され

ているが， 誤差を簡単に修正できるかどうかは考慮

されていない． 

本研究の目的は，移動マニピュレータによる物体

把持の動作前に，その動作の実現しやすさを評価す

ることである．ここで，動作の実現しやすさとは，台

車の移動に伴う手先姿勢誤差が入りにくく，もし入

った場合にもそれを修正しやすいこととする．その

ため，「計画時に得たマニピュレータの姿勢をできる

だけ変えずに，物体把持が実現できること」を指標と

する方法を提案する．  

本研究の先行研究として，文献[4]がある．そこで

は，平面移動マニピュレータによるリーチング作業

を考え，台車の立ち位置をどのように決めるべきか

を題材とした．そして，台車の姿勢誤差を確率分布と

してモデル化し，手先が目標とする姿勢へ到達でき

る確率を定義した．その後，誤差の修正に必要なマニ

ピュレータの動作量の期待値を求め，それを評価指

標とし，台車姿勢を評価した．この研究では，物体を

どの方位からでも把持できることを想定しており，

物体やグリッパの形状による影響を考慮していない．

そこで本研究では，新たな要素として物体やハンド

の形状を考慮した評価方法を提案する．具体的には，

物体把持における手先姿勢の許容誤差を定式化し，

誤差の修正先を許容誤差の範囲内に設定する．そし

てマニピュレータの修正量の期待値を計算し，評価

指標とする．これによって，より実際的な物体把持を

想定した評価を行うことが可能になる． 

 

2. 問題設定とアプローチ 

2.1. リーチングタスク 
図1のように，一台の移動マニピュレータが存在し

ており，そこから少し離れたところに把持対象の物

体が置かれているとする．移動台車で対象物体に近

づき，グリッパで把持することを考える． 

まず，本稿における「姿勢」について説明する． 

 姿勢：位置と方位を合わせた表現． 

 台車姿勢：台車部分の現在の姿勢． 

 手先姿勢：マニピュレータの先端に取り付けら

れたグリッパの現在の姿勢． 

 物体姿勢：把持対象物体の現在の姿勢 

ここで，下記の「姿勢」は上記のそれとは定義が異な

るが，同様に「姿勢」という表現を用いる． 

 マニピュレータ姿勢：マニピュレータへの関節

角度指令から実現される，マニピュレータの現

在の状態． 

 ロボット姿勢：台車姿勢とマニピュレータ姿勢

を合わせた移動マニピュレータの現在の状態． 

想定するリーチングタスクの流れを以下に示す． 

1) 把持対象物体の姿勢を推定する． 

2) 上記 1)の結果に基づいて，把持を実現するため

のロボット姿勢を決定する． 

3) 上記 2)のロボット姿勢に達するまで，台車を移

動し，手先姿勢にずれがあった場合は，新しい

マニピュレータ姿勢を再計算する． 

4) 上記 3)の結果に従いマニピュレータを動かし，

対象物体を把持する． 

2.2. 課題 

本研究では，手先と対象物体間の姿勢のずれを，台

車姿勢誤差と対象物体の姿勢誤差が原因で発生する

ものと考える．台車姿勢誤差は初期姿勢のずれや車

輪のスリップが要因で発生するものとする．また，物

体の姿勢誤差は物体の姿勢推定時に発生するものと

する．一方で，図1の吹き出し内のように，物体把持
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図 1 リーチングタスクの概念図 



を行う際に，グリッパと物体の間に許容誤差があり，

多少のズレであれば把持を行えるものとする． 

以上の前提から，台車移動に伴う手先姿勢誤差，把

持対象物体の姿勢誤差，マニピュレータの操作能力，

物体把持における手先姿勢の許容誤差の４点を考慮

した評価を行うことが課題である． 

2.3. アプローチ 

前節の課題を解決するにあたり，次のアプローチ

をとる．まず，マニピュレータの手先が対象物体に届

く範囲内に目標台車姿勢を設定し，目標台車姿勢か

ら対象物体を把持するためのマニピュレータ姿勢を

算出する．その後，以下の手順で評価を行う． 

1) 目標台車姿勢までの走行経路を生成する． 

2) 走行経路に従って走行した場合に，目標台車姿

勢において持つであろう姿勢誤差を見積もる． 

3) 姿勢誤差がある状態で，目標マニピュレータ姿

勢をとった場合の，手先姿勢誤差を算出する． 

4) その誤差を「把持対象物を安全に把持できる程

度に」修正するためのマニピュレータの動作量

を算出する．  

本アプローチのポイントは，項目 4)の部分である．

前節で述べた，許容誤差の範囲内にマニピュレータ

を動かす量を期待値として求め，評価値とする． 

3. 移動マニピュレータの姿勢評価 

3.1. 変数の定義 

本章では，2.3節の項目 4)のマニピュレータの動作

量の算出方法について述べる．本章以降で利用する

姿勢変数は次のとおりである． 

⚫ 𝑥𝐺:世界座標系での現在台車姿勢 

⚫ 𝑥𝐻:世界座標系での現在手先姿勢 

⚫ 𝑥𝐵:世界座標系での現在物体姿勢 

なお，添え字が小文字であった場合には，台車を基準

とした座標系での変数であり，それぞれの姿勢に ∙ ̂

がついている場合は，推定値を意味する． 

3.2. 姿勢評価の概要 

ロボット姿勢の評価に用いる式を，以下のように

定義する．評価値𝐶が小さいほど，良い姿勢である． 

𝐶 = ∫|𝑘(�̃�ℎ) − 𝑘(𝑥ℎ)| 𝑃(�̃�ℎ)𝑑�̃�ℎ (1) 

ここで，𝑥ℎは台車を基準とした座標系での手先姿勢

である． �̃�ℎについては次段落以降で説明する．𝑘(𝑥)

は，手先姿勢𝑥に対してマニピュレータの逆運動学を

解き，各関節角𝑞 = (𝑞1, 𝑞2, ∙ ∙ ∙ , 𝑞𝑛)を求める関数であ

る．𝑃(𝑥)は𝑥の確率分布である． 

 式(1)の意味を，平面移動マニピュレータの例(図

2)で説明する．図2左の緑のような誤差がない理想的

な状況では�̂�ℎ = �̂�𝑏となり，物体を把持することがで

きる．しかし実際には誤差が含まれるため，手先姿勢

は𝑥ℎ，物体姿勢は𝑥𝑏となる．そのため計画通りにマニ

ピュレータを動かしても把持できるとは限らない． 

そこで，図2右のようにマニピュレータを動かして

手先姿勢を修正することを考える．図2右の緑の楕円

は，2.2節で述べた，物体把持における許容誤差であ

る．許容誤差は手先と物体間の姿勢のずれを許容し，

把持できる範囲であることから，緑の楕円内に手先

を移動させることで，修正できたことにする．本稿で

はこの許容誤差を余裕領域とよぶ．�̃�ℎは，余裕領域の

内部から選んだ，修正先の目標手先姿勢である．よっ

て，式(1)は手先姿勢の誤差を余裕領域内へ動かすの

に必要な関節角の動作量を，期待値として求めるも

のである． 

3.3. 修正量の算出方法の定式化 

 台車を基準とした座標系での手先姿勢の確率分布

𝑃(𝑥ℎ)は次の式から求まる． 

𝑃(𝑥ℎ) = ∫ 𝑃(𝑥ℎ|𝑥𝐺) 𝑃(𝑥𝐺)𝑑𝑥𝐺 (2) 

𝑃(𝑥𝐺)は世界座標系での台車姿勢の確率分布である． 

 次に，余裕領域を算出する．この準備として二つの

領域を考える．一つは，修正対象領域𝑍𝑚である．こ

れは，手先姿勢𝑥ℎと物体姿勢𝑥𝑏を境界線上に含む領

域であり，修正後の手先姿勢の存在範囲を絞り込む

ための領域である．もう一つは，把持可能領域𝑍𝑔であ

る．これは，ハンドの開き幅や対象物の形状などから

決まる，本来の目標把持姿勢からずれてもよい範囲

を表す領域である．これらの概念図を図 3に示す． 

 この図に示すように，余裕領域𝑍は，上述した２種

類の領域のANDをとることで求める．すなわち， 

𝑍 = 𝑍𝑚 ∩ 𝑍𝑔 (3) 

である．結果として，余裕領域は，把持可能領域のう

ち物体中心よりも修正前の手先位置に近い範囲に生

成される．これによって，式(1)が不要に大きくなる

図 3 余裕領域の概念図 
図 2 誤差の修正 



ことを防ぐ．余裕領域の具体例は次章で紹介する． 

最後に修正後の手先姿勢に関する確率分布𝑃(�̃�ℎ)

を算出する．まず，ある余裕領域𝑍が得られたとする．

この𝑍に，�̃�ℎに関する確率分布を当てはめる．以上の

手順を経て求める𝑃(�̃�ℎ)は，以下の式で表される． 

𝑃(�̃�ℎ) = ∫ ∫ 𝑃(�̃�ℎ|𝑥ℎ , 𝑥𝐵)𝑃(𝑥ℎ)𝑃(𝑥𝐵)𝑑𝑥ℎ𝑑𝑥𝐵 (4) 

𝑃(𝑥𝐵)は世界座標系での物体姿勢の確率分布である． 

3.4. 修正量の算出 

 前節の流れに従って，修正量の算出を行う．これに

はモンテカルロ法を利用する．具体的な処理の流れ

は次のようである．前提として，目標となるロボット

姿勢はすでに算出できているとする．そこでのマニ

ピュレータの関節角度列を𝑞𝑟𝑒𝑓と書く． 

1) 台車の目標姿勢までの経路を生成し，台車を目

標姿勢まで走行させ，𝑃(𝑥𝐺)を算出する． 

2) 𝑃(𝑥𝐺), 𝑃(𝑥𝐵)から，パーティクル𝑥𝐺 , 𝑥𝐵をサンプ

ルし，𝑥𝐺においてマニピュレータに𝑞𝑟𝑒𝑓を与え

た場合の手先姿勢𝑥𝐻を算出する．そして，𝑃(𝑥𝐺)

に従う𝑥𝐺を基準とした座標変換により，𝑥𝐻を𝑥ℎ

に，𝑥𝐵を𝑥𝑏に変換する． 

3) 𝑥ℎと𝑥𝑏から余裕領域𝑍を算出し，そこに確率分布

𝑃(�̃�ℎ)を設定する． 

4) 𝑃(�̃�ℎ)からパーティクル�̃�ℎをサンプルし，式(1)

の積分記号の内部を一回計算する． 

上述のうち，2)から 4)を所定の回数繰り返し，4)の

結果をすべて足し合わせた数値を評価値とする． 

4. 事例：平行二指グリッパを搭載した平面移

動マニピュレータによる矩形物体把持 

4.1. 問題設定 

 二輪駆動台車の上に，2リンク3関節のシリアルリ

ンクマニピュレータが搭載されているとする．各関

節は鉛直軸回りの回転関節とする．手先には平板状

の平行二指グリッパが取り付けられている．このグ

リッパにより，箱などの直方体を把持する作業を考

える． 

4.2. 余裕分布の算出 

把持可能領域は，手先を移動・回転せずとも物体を

把持できる範囲を表す．手先と物体のずれ量は，台車

の姿勢誤差，物体姿勢誤差によって発生する．物体姿

勢𝑥𝐵を原点として，グリッパと物体の姿勢関係が図4

上のようであったとする．ここで，灰色の矩形が対象

物体を示し，青色の矩形はグリッパを示す． 

図4左において，修正後のグリッパと対象物体が非

接触であることが条件となり，式(5)が導出できる． 

𝑦0 ≥
𝑜𝑦

2
−

𝑒𝑒

2𝑐𝑜𝑠𝜃
+

𝑒𝑥

2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑦0 ≥ − (
𝑜𝑦

2
−

𝑒𝑒

2𝑐𝑜𝑠𝜃
+

𝑒𝑥

2𝑠𝑖𝑛𝜃
)

(5) 

一方で，図4右より対象物体の角を把持しないことが

条件となるため，式(6)が導出できる． 

𝑦0 ≥ −
𝑥0

𝑡𝑎𝑛𝜃
+ (−

𝑜𝑥

2𝑡𝑎𝑛𝜃
+

𝑜𝑦

2
+

𝑒𝑥

2𝑠𝑖𝑛𝜃
)

𝑦0 ≥ −
𝑥0

𝑡𝑎𝑛𝜃
+ (

𝑜𝑥

2𝑡𝑎𝑛𝜃
−

𝑜𝑦

2
−

𝑒𝑥

2𝑠𝑖𝑛𝜃
)

(6) 

よって把持可能領域は式(5)(6)を満たす，図5の青色

の平行四辺形となる． 

 一方で，修正対象領域は，グリッパの中心と物体の

中心を頂点に持ち，把持可能領域と平行な四辺で構

成する．よって余裕領域は図5の把持可能領域と修正

対象領域のANDを取った，緑色の領域となる． 

最後に，余裕分布を算出する．余裕領域に内接する

楕円の中で，最も面積が大きいものを考える．その楕

円を二次元正規分布における等確率楕円と考える．

そして，確率密度に従ってこの楕円からパーティク

ル�̃�ℎをサンプルし，それを式(1)の計算に用いる． 

5. シミュレーションによる検証 

5.1. 検証方法 

4 章で説明した移動マニピュレータを想定し，シミ

ュレーションによる姿勢評価を行った．姿勢評価は

マニピュレータの手先が届く範囲を対象とした．そ

の範囲をグリッド状に分割し，そのグリッドの中心

を目標台車位置として，範囲内の全てのグリッドに

対して姿勢評価を行った．このときグリッドは一辺

0.05(𝑚)とした．マニピュレータの 2 つのリンク長は 

0.5(𝑚)とし，図4のパラメータは𝑒𝑥 = 0.21(𝑚),𝑒𝑒 =

図 4 グリッパと把持物体の姿勢 

図 5 余裕領域の形状 



0.295(𝑚), 𝑜𝑥 = 0.3(𝑚),𝑜𝑦 = 0.1(𝑚)とした．台車の初

期姿勢誤差は標準偏差𝑥, 𝑦 = 0.02(𝑚),𝜃 = 0.01(𝑟𝑎𝑑)

の正規分布に従って与えた．さらに，物体姿勢誤差は

標準偏差𝑥, 𝑦 = 0.02(𝑚),𝜃 = 0.04(rad)の正規分布に

従って与えた．移動台車の経路はその場回転と直進

の組み合わせで構成するものとし，台車姿勢には，移

動経路に対して平行移動量の2%，回転量の4%が標準

偏差の正規分布に従う誤差を与えた．モンテカルロ

法におけるパーティクル数は1000とした．余裕分布

は 95%等確率楕円を用いた． 

5.2. 評価値の算出 

 図6は姿勢誤差と許容誤差の分布の例を表してい

る．目標台車姿勢が初期姿勢から離れると誤差分布

が大きくなるため，姿勢評価の結果も悪化する．ただ

し，許容誤差にも異方性があり，手先姿勢分布との関

係がよければ，適切な評価結果が得られることが考

えられる．図7は前節の条件における姿勢評価の結果

である．図の各点は，各グリッドの中心を目標台車姿

勢に設定した場合の評価値を表す．評価値が小さい

ほど，適切な把持姿勢である．図7の(𝑥, 𝑦, 𝜃)は把持物

体の姿勢を表す．(a)と(e)を比較すると，移動経路が

長くなるほど評価値が悪くなることがわかる．また，

(a)と(g)を比較すると，物体姿勢誤差を考慮すること

で，評価値が平坦化されているのがわかる．  

 評価結果から，いくつかの特徴をまとめる． 

(1) 評価値は物体の角度に依存する．手先姿勢分布

と許容誤差の関係が良ければ，全体として良い

評価値が得られる． 

(2) 台車の移動経路が長い場合でも，(1)と同様の理

由によって適切な評価値が得られる場合がある． 

(3) 台車の目標位置が把持物体に近い場合，もしく

は，マニピュレータの最大長さ付近に存在する

場合，評価値は悪くなる． 

(3)はマニピュレータの操作性の観点から説明するこ

とができる．例えば可操作性楕円体は，マニピュレー

タが特異点に近い姿勢を取った場合，細長い形状を

形成することがある．この現象によって，台車の目標

位置と対象物体との距離が中程度の場合に，良い評

価値が得られる理由が合理的に説明できる． 

6. 結言 

本稿では，移動マニピュレータによる物体把持に

おいて，計画時に得たマニピュレータの姿勢をでき

るだけ変えずに，物体把持を行える把持姿勢の評価

方法に関して述べた．この方法では台車の移動に伴

う手先姿勢誤差，物体姿勢誤差，マニピュレータの操

作能力，物体把持における許容誤差の４点を同時に

評価する指標を用いた．さらに，2リンク3関節の平

面マニピュレータを用い，平行二指グリッパによっ

て矩形物体を把持する場合の例を示した．シミュレ

ーションによる検証を行い，移動経路が長い場合で

あっても，許容誤差の異方性によって，適切な評価値

が得られることを示した．今後は，提案手法を用いた，

把持姿勢の計画方法の確立を目指す． 
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