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2輪駆動型移動マニピュレータを用いた人とロボットの協調搬送制御
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1 序論

少子高齢化の進展とともに，人と協調して働くロボットの実
現が期待されている．これまでにも人との協調を目指したロボッ
トの研究は盛んに行われてきたが，その多くは固定マニピュレー
タや 3輪以上の車輪を持つ移動マニピュレータを対象としてお
り，機動性が不十分であった．人間環境は段差や挟路が多く複
雑であり，従来研究されていたロボットでは人間環境での作業
に適応できない恐れがある．
そこで，本論文では人と協調する 2輪の作業ロボットの実現

を目指す．2輪ロボットは，その場で旋回できるなど小回りが
利くため，人間環境への高い適応性が期待できる．本論文では，
人との協調搬送作業を対象として，ロボットによる受動的アシ
ストの実現を目指す．これはロボットが人の動作に合わせて動
くことで，人の操作性を損ねることなく搬送物の重力負荷の軽
減を図るものである．さらに，2輪ロボットで安定して作業を行
うために，非ホロノミック拘束を利用した動作制御を提案する．

2 実験システムのモデル化

図 1: マニピュレータのモデル 図 2: 台車のモデル

本研究で対象とする 2輪駆動型移動マニピュレータは，キャ
スタを持たない独立 2輪駆動の台車と，6関節・5リンクのマ
ニピュレータから構成される．図 1，図 2にマニピュレータお
よび台車のモデルを示す．
本研究では，人の操作性を損なわないために関節 5および関

節 6を受動関節として扱う．そのため，制御を行う作業空間を第
3リンクの先端に設定する．マニピュレータの運動学を (1)-(5)
式に示す．

Rẋ3rd = Jmq̇m (1)

q̈m = J+
mW

Rẍ3rd + (I − J+
mW Jm)” (2)

Rx3rd = [Rx3rd,Ry3rd,Rz3rd]T (3)

qm = [q0, q1, q2, q3, q4]
T (4)

J+
mW = W−1JT

m(JmW−1JT
m)−1 (5)

ここで (2)式の第 2項は零空間と呼ばれ，手先位置を一定にし
たままで行える関節の動作を表す．作業に必要な自由度より多
くの自由度を持つ冗長システムでは，この零空間に対する入力

を用いることで，手先の作業に影響を与えることなく作業に適
した姿勢をとれるなど汎用的な動作が可能になる．

3 制御系の設計

3.1 作業座標系に基づくインピーダンス制御
搬送時の人の操作性を高めるため，搬送物に設定された座標

系である作業座標系に基づいて水平方向のインピーダンス制御
を行う．本研究ではマニピュレータの手先を自由に回転できる
受動関節として扱うため，人が搬送物を所望の姿勢に保持する
と仮定すると，マニピュレータの手首の角度から搬送物の座標
系を知ることができる．作業座標系を図 3に示す．
作業座標系に基づくインピーダンス制御を (6)-(9)式に示す．

ここで，添字 oは作業座標系を示し，oRs はロボットの座標系
と作業座標系を変換する回転行列である．また，oF̂

ext
は反力

推定オブザーバ [1]で推定した搬送物から伝わる外力である．

Mo∆
oẍ3rd + Do∆

oẋ3rd = oF̂
ext

(6)

oẍref
3rd =M−1

o (Do∆
oẋ3rd+ oF̂

ext
) (7)

v̇ref
3rd = oRs

oẍref
3rd (8)

oRs =

[
cos(q1 − q5) sin(q1 − q5)
− sin(q1 − q5) cos(q1 − q5)

]
(9)

3.2 垂直方向の制御
垂直方向に関しては，手首の関節から得た搬送物の角度情報

をもとに，搬送物を水平に保つ制御 (10)-(11)式により行う．

Rżcmd
3rd = a · qres

6 (a < 0) (10)
Rz̈ref

3rd = Kzv(Rżcmd
3rd −R żres

3rd) (11)

3.3 車体の姿勢安定化制御
2輪駆動型移動マニピュレータは，キャスタを持たないため

自然には自立できず不安定である．本研究では，モデルを単純
化した図 4に示す擬似 2重倒立振子モデルに基づいて車体の姿
勢安定化制御を行う．擬似 2重倒立振子モデルでは，移動マニ
ピュレータの車体を 2 重倒立振子における第 1 振子とみなす．
さらに，車体の先端とマニピュレータの重心を結んだ線分を仮
想的なリンクとして考え，これを第 2振子とみなす．

図 3: 作業座標系 図 4: 擬似 2重倒立振子モデル



ラグランジュの運動方程式より擬似 2重倒立振子の動力学を
求めると，車体に関する運動方程式は次式で表される．

M ′
0r θ̈r + M ′

0lθ̈l + M ′
00q̈0 + M ′

0Gq̈G + g′
0 = 0 (12)

(12)式より，車体を安定化させるために左右の駆動輪に加える
べき参照値は (13)式のように求まる．

θ̈ref
r +θ̈ref

l =
1

M ′
0r

{M ′
00Kp(r,l)(q

res
0 − qcmd

0 )

+ M ′
00Kv(r,l)(q̇

res
0 − q̇cmd

0 )−M ′
0Gq̈G − g′

0} (13)

3.4 台車の姿勢制御
2輪駆動型移動マニピュレータは非ホロノミック拘束を受け

るため，作業方向に対する台車の姿勢によって異なる特性を示
す．作業方向と台車の進行方向が一致していれば，台車の機動
性は高いが作業方向の外乱に対し弱くなる．一方，作業方向と
台車の進行方向が直交していれば，台車の機動性は低いが作業
方向の外乱に対し強くなる．このように，2輪駆動型移動マニ
ピュレータの機動性と安定性の間にはトレードオフの関係があ
り，作業の状態に応じて適切な台車の姿勢をとることが重要と
なる．
本研究では，作業をフェーズ分けし，台車の可操作度 [4]に

基づいて台車の姿勢制御を行う．ここで，可操作度とはロボッ
トの動きやすさを表す際に用いられる指標であり，本論文では
搬送物に対する台車の運動の影響の度合いを表すために用いる．
図 5に台車の可操作度を示す．
制御則を (14)式に示す．ここで，評価関数 V (q1, q5)は台車

の可操作度である．(14)式において kは切替関数であり，kの
符号によって台車が可操作度を最大化する姿勢になるか，最小
化する姿勢になるかが決定する．切替関数 kは搬送物の移動速
度と腕の伸び具合から作業フェーズを判断し，図 6のように設
定する．

φ̈ref = k · Kφp
∂V

∂q5
− Kφvφ̇res − P (q5) (14)

V (q1, q5) = det(J ′J ′T ) (15)

図 5: 台車の可操作度
図 6: 切替関数

図 7: 全体の制御系

4 シミュレーション

提案手法の有効性を確認するため，シミュレーションを行っ
た．図 8 のように静止と移動の遷移を含む指令軌道を設定し，
インピーダンスモデルに基づいて人の入力を与えた．
図 10 より，台車の動きやすさを表す可操作度が作業の状態

に応じて変化していることがわかる．その変化に応じて，図 11
に示すように，静止状態では作業方向に対して直交する姿勢に
あった台車が，移動の必要性が生じると台車の姿勢を作業方向
と一致する方向に移行し，動きやすい姿勢へと向きを変えてい
ることがわかる．
以上の結果より，提案手法によってロボットが作業の状態に

応じて適切な台車の姿勢をとりながら協調搬送を遂行できてい
ることがわかる．

図 8: マニピュレータ先端の位置 図 9: 人の力

図 10: 台車の可操作度 図 11: 搬送物と台車の方向角

5 結論

本論文では，人間環境において人と協調するロボットの実現
を目指して，2輪駆動型移動マニピュレータを用いた人とロボッ
トの協調搬送制御法を提案した．人の高い操作性を保つために，
手首に受動関節を導入し，作業座標系に基づいてインピーダン
ス制御を行う受動的アシストを実現した．また，2輪のロボット
で安定した作業を実現するために，非ホロノミック拘束を利用
した台車の姿勢制御を提案した．シミュレーションにより，提
案手法の有効性を確認した．
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