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Abstract: This paper presents a planning strategy for picking up objects in changing environment with a humanoid robot. The 

proposed planner generates a target standing position for the robot to grasp an object in the environment detected 
using visual recognition. The experimental results of grasping a can on a table using humanoid robot HRP-2 are 
reported. 

 
１．はじめに 
屋内環境下において人間の生活行動を支援する際に，そこ

に存在する物体の位置・姿勢が変化していることはしばしば

ある．屋内にある物体を，その位置・姿勢が変化する頻度に

基づいて，静的物体，動的物体，および準動的物体に分ける

方法が提案されている[1]．本研究では，本や椅子などのよう

に，それ自身では動くことはできないが，人間に動かされる

準動的物体が存在する環境を準動的環境と呼ぶ．準動的環境

において，ヒューマノイドロボットが迅速に行動するために

は，認識―行動のループを効率よく回すことが重要となる． 

本研究では，準動的環境においてヒューマノイドロボット

を用いて物体の位置・姿勢の変化を視覚により認識し，それ

に応じた把持動作を計画する手法を確立することを目標とし

ている． 

関連研究として，山崎らは移動マニピュレータを用いて，

机とその上の物体の配置に関する情報が与えられたとき，作

業姿勢を決定する手法を提案している[2]．我々も，ヒューマ

ノイドロボットがテーブル上の缶を把持するには，歩行して

テーブルに近づく必要があるかどうかを判断して，それに基

づき動作を生成する手法を提案している[3]．しかし，缶がテ

ーブル上のロボットとは反対側に置かれ，正面から手が届か

ないときには，動作が計画できないという問題があった．そ

こで本稿では，テーブルと缶から構成される準動的環境にお

いて，ヒューマノイドロボット HRP-2 がテーブル上の任意の

位置に置かれる缶を，認識結果に基づき把持する動作を計画

する手法を提案する． 

２．把持動作計画手法の提案 
提案する把持動作計画手法の手順を以下に示す． 

１）自己位置およびテーブルの認識 
 ヒューマノイドロボットは，環境内に設定されたワールド

座標系における自己位置・姿勢を、逐次獲得できると仮定す

る．ヒューマノイドは，まずテーブルを探索する。テーブル

が認識できたときのロボットの座標系を，ヒューマノイドの

スタート座標系と呼ぶ．これにより，ワールド座標系からヒ

ューマノイドのスタート座標系への同次変換行列

initRobot
WT _ ，ロボットのスタート座標系から認識により得た

テーブルの座標系への同次変換行列 Table
initRobot T_

を得る． 

２）把持対象物の認識 
次にヒューマノイドは，把持対象物である缶の位置を認識

する．これにより，ヒューマノイドのスタート座標系から認

識により得た缶の座標系への同次変換行列 Can
initRobot T_

を求

める．ここで，缶は円筒形であり，その中心軸が鉛直方向を

向くように置かれると仮定し，同次変換行列 Can
initRobot T_

の

回転行列 Can
initRobot R_

は，  Table
initRobot T_

の回転行列

Table
initRobot R_

と同一とする． 
３）把持のための立ち位置の計画 
対象物を把持するときのヒューマノイドの立ち位置を表す

座標系をヒューマノイドのゴール座標系と名付ける．このと

き，ワールド座標系からヒューマノイドのゴール座標系への

同次変換行列は， 
 
 

(1) 
で求められる．ここで， goalRobot

CanT _ は認識により得た

缶の座標系からヒューマノイドのゴール座標系への同次

変換行列であり，これは次の手順で決定される．なお，

把持動作については，別途オフラインで計画しておいた

ものを用いる． 
1. テーブル上の缶の位置に応じて立ち位置の候補を決

めるため，テーブルの座標系から缶の座標系への同次変

換行列を次式によって求める． 

_

_
_ _

W
Robot goal

W Robot init Can
Robot init Can Robot goal

T

T T T= ⋅ ⋅
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(2) 
 
ここで， Can

initRobot p_
および Table

initRobot p_
はそれぞれロボ

ットのスタート座標系からみた缶およびテーブルの位置を表

す． 
2. テーブルの座標系からみた缶の位置 Can

Table p の x, y 座標

の値に応じて，同次変換行列 goalRobot
CanT _ の回転行列を次式

によって求める。 

 

(3) 

 

 

ここでθの値は，テーブル上表面の中央を原点とし，y 軸を

長手方向に，x 軸をそれと垂直方向にとったテーブル座標系

に対して，テーブルの上面を Fig.1 に示すようにテーブルの各

端面からヒューマノイドの手が届く距離で分割して 9 つの領

域に分け，缶が 

a) 領域 9 を除く奇数番号の領域 1,3,5,7 にあるときは，それ

ぞれθ=0,-90,180,90[deg]とする．領域 9 にあるときは，把持

できないことを返す． 

b) 偶数番号の領域 2,4,6,8 にあるときは，θの候補は，それぞ

れθ=(0,-90), (-90,180), (180,90), (90,0)と 2 つずつ考えられる

が，ワールド座標系からみたヒューマノイドのスタート位置

initRobot
W p _ と， 2 つのθから計算されるゴール位置

goalRobot
W p _ との距離 

 

(4) 

が短い方に，ヒューマノイドのゴール座標系を設定する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Experimental Environment 

３．検証実験 
提案手法の有効性を，ヒューマノイドロボット HRP-2 を用

いた実験により検証した．Fig.2 に実験の様子を連続写真で示

す．この結果から，缶が置かれた位置に応じて立ち位置まで

歩行し，把持動作を実現していることがわかる．なお，本実

験では，歩行経路の計画に関しては，パスプランナを使用せ

ず回転と直線移動を繰り返して立ち位置まで歩行する手法を

用いた．また，視覚認識および歩行による誤差を補正するた

め，把持を実行する前に改めて缶を認識し立ち位置を修正し

た． 

４．おわりに 
本稿では，テーブルの上に置かれた缶を認識し，つかみ上

げる動作を対象として，準動的環境における変化を視覚によ

り認識し，それをもとに動作を計画する手法を提案した． 

なお，今回は把持動作を固定することによりヒューマノイ

ドロボットの立ち位置が一意探索によって定まったが，今後

は把持動作と歩行動作を同時に計画する手法を確立すること

が望まれる．また，歩行経路の計画に関して，障害物を回避

しながらスタート座標とゴール座標を接続する経路を計画す

る手法の実装が課題である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Experimental Results 
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