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This paper describes action planning for a dual-arm mobile manipulator aiming to move a chair to an instructed  

position. The initial posture of the mobile manipulator for task execution is determined by the evaluation based on the 
size of free space. This process includes the selection whether to use both arms or one of them. Next, QP optimization 
is used to calculate the suitable joint angles of the mobile manipulator to approach the target posture while satisfying 
the constraint conditions. In the proof simulation, the feasibility of the proposed method was examined by performing 
tidying tasks in several different conference room layouts. 
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1. はじめに 

会社や学校では，会議の参加人数や目的によって会議室の

レイアウトを変更する．その際多くの机や椅子の整頓が必要

であるため，整頓作業に多くの人員や時間を割く必要がある．

この作業を一部でもロボットに担って貰うことができれば，

人員や時間を割く必要性が低くなると考えられる．  

本研究の目的は，会議室の椅子を整頓するための行動計画

手法の確立である．同じような目的で，ロボットによる部屋の

整頓自動化を目指す取り組みが存在する．前山ら[1]は，直進

方向の押し作業のみを前提として椅子の収納を試みた．栗島

ら[2]は，背の部分の中心を把持して椅子を操作することを前

提として椅子の収納を試みた．これらの研究では，狭いスペー

スでの椅子の把持や押し入れ作業までは考慮していない．そ

こで本研究では，複数の姿勢を使い分けて椅子を把持し，狭い

スペースへ押し入れる行動に着目する．この行動ができれば，

スクール形式で机の間隔が小さい場合などのように，狭いス

ペースへ椅子を収納する必要がある状況に対応可能になる． 

このような椅子の整頓作業をロボットでもできるようにす

るため，まず本研究では，人間がどのようにこのような作業を

しているかを考えた．イメージを図 1 に示す．図 1 の青い部

分は人間，黄色い部分は椅子，赤い部分は障害物，茶色い部分

は机，灰色の部分は壁を表している．例えば，広いスペースで

は図 1(a)のように真後ろから椅子を両手で把持できる．それ

に対して，狭いスペースや椅子の近くに障害物がある場合は，

図 1(b)のように障害物から離れた位置から片手を伸ばして把

持する．また，広いスペースでの押し入れ作業は図 1(c)のよ

うに両手を使用し，椅子を真後ろから押し入れる．しかし，図

1(d)のように机と壁の幅が狭い場合は，椅子の真後ろに入り

込めないので，横から片手を使うことで椅子を押し入れる．こ

のように，人間は状況に応じて椅子の持ち方や押し方を切り

替えている．これをロボットでも実行できれば，狭いスペース

での椅子の整頓作業が実現できるのではないかと考えた． 

以上より，本稿では，双腕型移動マニピュレータを用いて，

周囲の状況に応じて椅子の押し方を切り替えながら整頓作業

をする手法を提案する． 

本研究の貢献は次のとおりである． 

 ロボットの作業開始位置と目標物の位置から，把持方法

と押し入れ方法を使い分ける方法を提案した． 

 関節角度を可動域内に納めること，椅子の特定の部位を

常に頭部カメラの視野内に納めることを制約条件とした

動作計画手法を提案した． 

 会議室等で一般的に用いられる机のレイアウトを模擬し，

そこで複数の椅子を整頓するシミュレーションをおこな

い，提案手法の有効性を確認した． 

 

2. 課題とアプローチ 

2.1 問題設定 

本研究の問題設定は，次のとおりである． 

1. 椅子はキャスター付きで座面が回転式のものを想定す

る．そして，実機での作業を念頭に置き，椅子の位置情

報を得るために椅子の背にコード式マーカーを貼り，

それをロボットの頭に取り付けたカメラで検知するこ

とを想定する． 

2. 机の配置は既知で，整頓作業中に変化しないとする． 

3. どの椅子をどの机に収納するかは人が事前に指示する． 

4. ロボットの初期位置に近い椅子から順に机へ収納する． 

2.2 課題とアプローチ 

前節の問題設定のもとで椅子の整頓作業をするには以下の

課題がある． 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figure 1. Man's various ways of operating a chair 



1. 椅子を把持する際に，複数の方向から把持ができるかど

うか． 

2. 狭いスペースへの椅子の押し入れができるかどうか． 

上記の課題 1～2 に対しては，前章で述べたとおり，人が椅

子を整頓するときのように状況に応じて椅子の持ち方を切り

替えられればよい．そのため本研究では，様々な姿勢を使い分

けることができる，動きの自由度が高い双腕型移動マニピュ

レータを使用する．そして，椅子の把持や押し入れの作業開始

位置を，机と椅子の位置から決定する．そして，ロボットの作

業開始位置と目標の椅子や机の相対位置によって，作業に用

いる腕の使い分けを判断する． 

3. 手法の概要 
3.1 手法の全体構成 

 まず，手法の全体構成について説明する．初めに椅子と机の

位置と，どの椅子をどの机に収納するかの指示を与える．ロボ

ットは，現在位置から最も近い椅子から収納作業をする．この

とき，他の机や椅子の位置次第では，収納する椅子の真後ろへ

移動できないときもある．そのため，目標の椅子の周りに移動

候補の姿勢をいくつか用意し，それぞれの位置で，他の机や椅

子の位置を加味した評価値を計算し，候補の中から作業開始

姿勢を決定し，移動する．そして作業開始位置と椅子の相対位

置に応じて左右の腕を使い分け，椅子を把持する．押し入れも

同様に，移動候補の姿勢を用意し，それぞれで評価値を計算し，

作業開始姿勢を決定し，移動する．そして作業開始位置と机の

相対位置から，左右の腕を使い分けて押し入れをする． 

作業の際，目標まで移動マニピュレータの姿勢を変位させ

る手段として，ビジュアルサーボを使う．前章より，椅子の姿

勢情報を背面のマーカーを検知する想定で作業する．そのた

め，椅子へ近づく途中でマーカーが一時的に視野から外れる

と，ビジュアルサーボが破綻する可能性がある．また，目標ま

での姿勢変位ベクトルが生成できても，その姿勢変位が移動

マニピュレータの可動範囲外となる可能性もある．そこで，い

くつかの制約を加えて動作指令をおこなう．具体的には，各関

節角度の可動範囲と，把持対象物をカメラの視野内に収める

ための制約をかけて二次計画法（QP）を適用する．この結果

を移動マニピュレータの各関節への動作指令とする． 

 

3.2 作業開始姿勢の決定  

 把持と収納で，同じ方法で作業開始姿勢を決定する．初めに

図 2 のように，把持と収納それぞれで目標となる椅子と机の

周りに移動候補となる位置 A,B,C を設定する．図 2 では，黄

色が椅子，茶色が机，青が作業開始位置，黒が移動マニピュレ

ータのボディの向き，緑が椅子の押し入れ方向を表す．この 3

点それぞれで，移動マニピュレータがその位置に移動した際

のボディの向きと，どの関節を使用して作業するかが決めら

れている．例えば，図 2(a)に示す椅子の把持のときでは，A に

移動したときは両腕，B では右腕，C では左腕で椅子を把持す

る．図 2(b)の押し入れでも同様に，A では両腕で把持しながら

前進して，B，C では椅子の向きを押し入れ方向へ変えた後，B

では右腕，C では左腕で椅子を押し入れる．A,B,C のどこへ移

動するかの判断基準は，それぞれで以下の評価式を用いて評

価値𝑃を計算し，𝑃の値が最も小さい姿勢へ移動する． 

 

𝑃 = ∑
1

√(𝑥0 − 𝑥𝑑
 )2 + (𝑦0 − 𝑦𝑑

 )2
−

𝑤0

√(𝑥0 − 𝑥 
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ここで，(𝑥, 𝑦)は移動マニピュレータの現在位置，(𝑥𝑑 , 𝑦𝑑 )は障

害物の位置，(𝑥0 , 𝑦0)は評価値を求める候補の位置である．式

(1)の第 1 項は障害物と近ければ増加する項で，障害物の数だ

け項の数も増える．第 2 項では移動マニピュレータと近いほ

ど減少する項であり，移動マニピュレータが遠回りしないた

めの項である．𝑤0は，両手で把持や押し入れをする候補姿勢

の評価値を計算する際，大きい値をとる重みである．これは片

手より両手で椅子を操作した方が安定するためであり，図 2で

は A の位置が該当する．以上の二項で評価値𝑃を計算し，最も

𝑃が小さい姿勢に移動し，作業をする． 

また，前段落で述べた通り，椅子を両手で操作をする方が安

定する．そのため，図 2(a)で言うと B,C へ移動し把持をした

後は，目標の机に近づく最中に障害物と一定距離離れたら両

手に把持をし直す． 

 

3.3 QP最適化を用いた関節角度変位の決定 

本研究では，二次計画法（QP）による最適化を利用し，移

動マニピュレータの関節や台車を目標へ動かす． 

QP の基本形は以下のとおりである． 

minimize  𝑓𝑜 =
1

2
𝒙𝑻𝑸𝒙 + 𝒄𝑻𝒙                            (2) 

s. t.   𝒇𝒄 = 𝐀𝒙 − 𝒃 ≤ 𝟎                               (3) 

ここで，𝑸は実対象行列，𝑨は行列，𝒃, 𝒄はベクトルである．右

肩の T は転置を意味する．目的関数と制約関数が上の式で与

えられるとき，制約関数を満たす𝒙の中で，目的関数を最小と

する𝒙を導出する． 

提案手法では，目的関数を以下のとおりとする． 

minimize  𝑓𝑜 = |𝒗�́� − 𝒗|
2

(4) 

ここで，𝒗�́�はステップごとの手先の目標姿勢変位であり，𝒗は

求めたい姿勢変位である． 

次に，関節角度の変位を𝒒,ヤコビ行列を𝑱としたときの 𝒗 =

𝑱𝒒を代入して，以下のとおり変形する． 

minimize 𝑓𝑜 = |𝒗�́� − 𝑱𝒒|
𝟐

= 𝒒𝑻𝑱𝑻𝑱𝒒 − 2𝒗�́�
𝑇𝑱𝒒 + 𝒗�́�

𝑇𝒗�́�     (5) 

式(5)において，𝒒𝑻𝑱𝑻𝑱𝒒 − 2𝒗�́�
𝑇𝑱𝒒が最小となる𝒒を求めればよ

い．すなわち，式(2)において𝑸 = 𝑱𝑇𝑱，𝒄𝑻 = 𝒙�́�
𝑻𝑱として目的関

数を定め，最適化問題を解けばよい． 

3.1 項で述べた通り，制約による動きの制御をした上で，各

関節への動作姿勢を生成する必要がある．本研究では，岩崎ら

の研究[3]と同様の二つの制約を考える．一つ目は，移動マニ

ピュレータの関節角度の可動域である．関節角度の上限およ

び下限を並べたベクトルをそれぞれ�̅�，𝒒とすると，式(3)の𝑨, 𝒃

を以下のように置く． 

𝑨 = (
𝑰

−𝑰
) ,   𝒃 = (

�̅�
−𝒒)                                (6) 
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Figure 2. Position candidates for grasping and pushing 

C 
C 

(a) (b) 



ここで，𝑰は単位行列である． 

二つ目の制約条件として，対象を視界に収め続けるための

制約をかける．まず，現在時刻𝑡での対象物の画像上での座標

を𝒆𝑡とする．座標𝒆𝑡が次時刻𝑡 + 1になったときに座標𝒆𝑡+1に移

動するとした場合，移動量は次のように計算できる． 

𝒆𝑡+1 = 𝒆𝑡 + 𝑳𝒗                     (7) 

ここで，𝑳はイメージヤコビアンである．また，𝒗 = 𝑱𝒒である

ため， 

𝒆𝑡+1 = 𝒆𝑡 + 𝑳𝑱𝒒                    (8) 

この𝒆𝑡+1が所定の範囲内に収まるように，次の制約を加える． 

𝒆 < 𝒆𝑘+1 < 𝒆                      (9) 

ここで，𝒆, 𝒆 はそれぞれ，𝒆の存在を許す矩形領域の左上座標

と右下座標である． 

4. シミュレーション 

4.1 環境設定 

移動マニピュレータは，図 3 に示した THK 株式会社の

Aero[4]を使用した．また，仮想環境は ROS の可視化ツールで

ある RViz を使用した．Aero の大きさは縦横70 × 45[cm]で，

高さはリフトを動かすと120[cm]から170[cm]程度まで増減す

る．シミュレーション内の椅子の大きさは50 × 50 × 90[cm]で，

机は70 × 120 × 70[cm]とした． 

4.2 実験条件 

 本研究の実験条件は問題設定から，次のとおりである． 

1. 移動マニピュレータの頭に取り付けたカメラから，マー

カーが見える範囲で，椅子をランダムに配置した．そし

て，椅子の位置情報はマーカー検知によって既に得たも

のとした． 

2. 机は会議室で良く用いられるレイアウトである，対面形

式型，スクール型，コの字型の 3 つのレイアウトいずれ

かで配置した．そして，すべての机の位置は既知とし，

どの椅子をどの机に収納するかを指定した． 

3. 障害物は設置した机と椅子のみを想定する． 

以上の条件で，各レイアウトでそれぞれ 20回ずつ収納をした．

成功失敗の基準は 2 つで，以下の通りである． 

1. 障害物と衝突しない位置で作業ができたかどうか． 

2. 椅子を指定した机へ押し入れていたかどうか． 

その他，どの程度の狭い幅まで入り込めたかを確認した． 

4.3 検証 

 図 4 は実際に 3 つのレイアウトそれぞれで収納が成功した

際の作業前後の様子である．20 回収納をして成功基準を満た

したのは全体の 95%であった．また，70[cm]程度の幅ならば，

衝突しなかったことを確認した．評価基準を満たさなかった

ときは，図 5 のような場合である．これは把持目標としてい

る椅子に設定された移動候補位置が，他の机や椅子の内部に

ある場合である．このことから，図 2(a)に示したものよりも

移動候補姿勢を椅子の横方向などに増やし，横方向からの把

持もできるようにしていく必要がある． 

 また,図 2 の A へ余裕をもって移動できる場合でも，図 2 の

B,C へ移動することがあった．これは，B,C のいずれかと移動

マニピュレータの距離が近かったため，式(1)の第二項が小さ

くなったことで生じた問題である．両手で作業ができるとき

は，作業の安定化のため出来る限り両手で作業する方が良い．

そのため，障害物の内部や近辺に A があるとき以外は，できる

限り A へ移動するように𝑤0の値を調整する必要がある． 

 

5. まとめ 

本稿では，双腕型移動マニピュレータが押し方を使い分け

ながら椅子の収納をするための手法を提案した．事前に移動

する候補と，それぞれの候補で使用する腕を決めておき，評価

値を計算して障害物から離れた位置で作業ができる．また，QP

最適化により，制約条件を満たしながら目標姿勢に近づくた

めのロボットの関節角度変位を算出可能にした．そして，シミ

ュレーションにより提案手法が機能することを確認した． 

今後の展望として，障害物回避を含む動作生成がある．また，

動力学や摩擦力を考慮に入れて，実ロボットによる整頓タス

クへ展開することを検討している． 
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