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制御モードと操りモードを切替える全腕マニピュレーション
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Dexterous Whole Arm Manipulation based on Switching of Finger Control
Modes and Manipulation Modes
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The present paper discusses control strategies for dexterous whole-arm manipulation
based on switching of finger control modes and manipulation modes.We should assign either
velocity control mode or torque control mode to each finger appropriately to achieve stable
manipulation. A method of determining finger control modes is developed by considering
geometric constraints imposed on the object by velocity controlled fingers and fixed
environments. Three manipulation modes are applied according to situations: quasi-static,
dynamic, and caging manipulation. Manipulation planning, which incorporates the above two
control strategies, is presented. Switching of finger control modes and manipulation modes
is demonstrated to be effective in increasing manipulation feasibility through simulations and
experiments.
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1. 緒

言

る．大きな姿勢変化を伴うこのような操りでは，接触

近年ロボットハンドが必要とされる場面が一般家庭
やオフィスなど複雑環境に拡大している．そのような
場面では把持機能に加え，手の中で指の自由度を利用
して対象物の位置や姿勢を操るイン・ハンド・マニピュ
(4)

レーションの機能も必要とされている ．イン・ハン
ド・マニピュレーションに関する研究の多くが接触面
(2)

を指先に限定しているため ，対象物の姿勢変化が大
きい操りでは持ち替え動作を繰り返す必要があり安定
な操りが難しい．一方，指や掌全体を接触面として利
用する全腕マニピュレーションは対象物を指や掌の表
面を滑らせながら包み込むように操るため安定な操り
が可能となる．しかし従来の全腕マニピュレーション
に関する研究は，対象物を外力に対していかにしっか
りとハンド内に包み込んで把持するかというパワーグ
(14)

ラスプに関する問題が多く取り扱われ

，操り計画や

操り制御法などの操りに関する問題があまり議論され
てこなかった．
本論文では図 1 に示す２本の左右指と掌（環境）を
用いて，垂直２次元平面内で多角形対象物を初期から
目標状態へ遷移させる全腕マニピュレーションを考え

状態（辺接触や点接触）遷移が対象物と指・環境との接
触面の全てで起きるため，以下の点に注意して操り戦
略を考える必要がある．
（i）接触状態の変化に伴って操
り系の運動学や力学を変化させる必要がある，
（ii）制御
誤差やモデル化誤差に起因する過剰な内力や Jamming
が発生する場合がある，
（iii）単純な準静的操りだけで
は適用できるタスクが限定される，
（iv）関節軌道をモ
デルに基づいて正しく計画しても予期しない接触状態
に遷移することがある．
ここで関連研究についてまとめる．全腕マニピュレー
ションを扱った従来研究には，順動力学解法に基づい
(7)

て動力学シミュレータを開発したもの ，滑らかな表
面を持つ三次元曲面物体の操り計画を提案したもの
(12)

，位置制御指とトルク制御指により包み込み把握を
(1)

実現するための条件を示したもの があるが，それら
は対象物が曲面物体であり，また接触状態遷移が起き
ない局所的操りを扱っている．一方，Trinkle らは接触
状態遷移が頻繁におきる多角形対象物に対する準静的
(9)

に操りについて議論している ．これらは接触状態遷
移グラフを構築することで大域的な全腕マニピュレー
ションが実現できることを示唆しているが，グラフ生
成アルゴリズムが示されていない．そこで著者らは，
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グラフ生成アルゴリズムとして，複雑な拘束条件下に
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(a) Initial
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とができる．
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操り系の準静的モデルを導出するために運動学及び
静力学に関する基礎式を示す．準静的に対象物を操る

(b) Goal

ためには，ある関節の部分集合の角速度から対象物速

Fig. 1 Initial and goal configurations

度を一意に決定でき，さらに残った関節が静力学的つ

おける多次元探索空間の操り計画を可能にするランダ
ム操り計画法を提案し，効率的に接触状態遷移グラフ
が構築できることを示した

(11)

．さらに摩擦環境下にお

ける全腕マニピュレーションの順動力学解法を示し，
意図しない接触モード（転がりや離脱）を起こさせな
い操り計画法を提案した

されている指リンクは剛性が十分高く環境とみなすこ

(13)

．

その他に関連する操りモードを議論した研究として，
(5)

多角形対象物を準静的に操る計画法 ，重力や慣性力
(3)

を利用した動的操りを議論した研究 ，ケージングに
(6)

よる操り法 などがある．
本論文では上述した４つの問題点に対して有効な操
り戦略を提案する．まず第１の特徴は，左右どちらか
一方に速度制御モードを，他方にトルク制御モードを
適用し，トルク制御指がコンプライアントに対象物を
環境と速度制御指に押さえつける操りを採用する．対
象物の位置・姿勢に誤差があってもトルク制御指のコ
ンプライアンスにより対象物との接触状態を維持し，
接触力を伝えることができる．一方，対象物と環境及
び速度制御指との接触では，制御誤差やモデルの不確
かさにより固着や Jamming を起こす可能性がある．そ
こで速度制御指と環境が拘束する対象物の自由度を考
慮し，Jamming 等が起きないように指の制御モードを

り合い満足させるためのトルクを発生させる必要があ
(11)

る

対象物と指・環境とが n 点で摩擦なし滑り接触をし
ているとする．左右指を速度制御指とトルク制御指に
分けると，運動学拘束は以下となる．
[ ]
[
] ẋ
O
= JnV θ̇V
GTn −JnT
θ̇T

グ）を適切に切替える戦略を採用する．準静的操りを
基本とし，準静的操りを継続できない場合には動的操
り，または重力モーメントが利用できる場合にはケー
ジングに切替えることで操りを実現する．本論文では，
このように制御モードと操りモードを適切に切替える
操り戦略を提案し，その有効性を実験により確認する

れぞれの角速度を示し，JnV ，JnT ∈ ℜn×1 はそれ

ぞれ θ̇V ，θ̇T に対する接触接線方向のヤコビ行列であ
る．また xO ∈ ℜ3 は対象物の位置・姿勢ベクトル，

Gn ∈ ℜ3×n は接触接線方向のレンチ行列をそれぞれ
[
]
表す．
（1）式において GTn −JnT ∈ ℜn×4 が特異で

なく，JnV が行フルランクであれば，ẋO と θ̇T を任
意の速度制御指の関節速度 θ̇V から一意に求められる．
準静的操りでは静力学的つり合いを満足させる必要
があり，トルク制御指が対象物を環境と速度制御に押
し当てることでそれを実現する．静力学的つり合いは
次式で書ける．
[

Gn

T
−JnT

]

[

−gO
fn =
g T − τT
fn > 0

]

(2)
(3)

ここで fn ∈ ℜn は接触法線力，gO ∈ ℜ3 は対象物に作
用する重力ベクトル，τT と gT はトルク制御指の関節

トルクと重力負荷トルクをそれぞれ表す．式（2）と
（3）を満足する τT が得られれば，操り系は静力学的
つり合いを満足できる．一方，その時に速度制御指で
必要とされるトルク τV は，

ことを目的とする．

T
τV = JnV
fn + g V

2. 準 静 的 モ デ ル

(1)

ここで θ̇V 及び θ̇T は速度制御指及びトルク制御指そ

切替える操り方法を提案する．また第２の特徴として，
３つの操りモード（準静的操り，動的操り，ケージン

．

(4)

と求まり，JnV 及び gV は速度制御指のヤコビ行列と

2·1 操りの基礎式
本論文で議論する操り系は
図 1 に示すように２本の１自由度指と環境（掌）から
構成される．議論を簡単にするために以下の仮定を行
う．１）対象物，指及び環境は剛体とし，それらは滑
り接触する．２）摩擦力は無視できるほど小さい．３）
対象物は左右の指及び環境それぞれと少なくとも１点

重力負荷トルクである．
上述した運動学及び静力学に関する基礎式より，速
度制御指の速度 θ̇V とトルク制御指のトルク τT を操り
系の入力と考えることができる．本操りは，非コンプ
ライアントな速度制御指の動き θ̇V に併せ，コンプラ
イアントなトルク制御指が対象物を環境と速度制御指
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にトルク τT で押し付けて実現される．ここで接触点
[
]
数が４点（n = 4）で式（1）の GTn −JnT ∈ ℜn×4

差がない場合は，上述した方法では制御モードを決定

が特異でない場合，対象物速度は式（1）を用いて一

その詳細は 5·2·3 節で述べる．また制御モードは，サ

意に求まる．以下では接触点数が４点として議論する．

ンプリング毎に決定されるため，操りの途中で適切に
変更される．

3. 制御モードの決定方法
ここでは安定した操りを実現するために適切な制御
モード（速度制御とトルク制御）の決定方法について
述べる．速度制御指は対象物を目標コンフィギュレー
ションへロバストに導く治具のような役割を担うが，
同時にモデル化誤差による Jamming や過剰な内力を発
生させる可能性もある．そのため制御モードは操りの
実現性を向上させるよう適切に決定される必要がある．
本論文で扱う全腕マニピュレーションでは，対象物
は環境に加え速度制御指からも幾何学に拘束される．
全ての関節がトルク制御される一般的なハンドによる
操りとその点で異なる．式（1）のレンチ行列 Gn の列
ベクトルは４つの接触点にそれぞれ対応しており，そ
れらから環境及び速度制御指との接触点に対応する列
ベクトルを抽出した行列を拘束行列 Gc と呼ぶと，対
象物に課される幾何学拘束は拘束行列を用いて以下の
ように書ける．

GTC ∆xO = 0

(5)

ここで ∆xO は対象物の微小変位を表す．
拘束行列 GTC の線形独立な列ベクトルの数は幾何学
拘束によって拘束される対象物の自由度を表す．よっ
て幾何学拘束が課された対象物の自由度 f は，

f = dim (S) − rank (GC )

できないため，操りの実現性を考慮して決定するが．

(6)

ここで dim (S) は，コンフィギュレーション空間 S の次
元を表し，２次元平面では 3 となる．拘束行列がフル

ランクである場合，dim (S) = rank (GC ) となり，対象
物は自由度を持てずに環境と速度制御指によって一意

(a)
4. 操りモードの決定
Fig. 3.

(b)

Determination of ﬁnger control mode based on geometric

ここでは準静的操り，動的操り，ケージングから適
straints. The lines at contact points indicate the contact normal.
切な操りモードを選択する方法について述べる．

Velocity
Torque
(a) 準静的操り： 準静的操りは基本の操りモードで
-controlle
Torque
-controlled
Velocity
ある．静力学的つり合いを満足させるためのトルク制
-controlled
-controlled
御指の最大・最小トルク τmax , τmin は，アクチュエー
タのトルク制限値 τlimit を考慮して，以下の２次計画
問題に帰着して求めることができる．
(
)
maximize
τT2 ﬁnger
or control
minimize
τT2 The lines at contact points in
Fig. 4. Switching
modes.

thesubj.
contact
to normal.
Eqs. (2), (3) and (4)

(7)

≤ τT ≤isτlimit
τlimit which
hexagonal −
object,
rotated counterclockwise ar
the vertex −
contacting
the
environment.
Based on the a
τlimit ≤ τV ≤ τlimit
method, the left ﬁnger should be velocity-controlled fo
静力学的つり合いを満足する適用トルク範囲は図
にvelocity-contr
left grasp, while the right ﬁnger should2be
τmaxWhen
と τmin
ハッチングで示すように
for the right grasp.
theで囲まれた領
object is rotated from the
to right grasps, the ﬁnger control modes should be swit
域になる．モデル化誤差を考慮し，最小トルクに余
the timing
of the contact state transition.
τmargin
を加えた（図中に赤線で示した）も
有トルク at
の τmin + τmargin を目標トルク軌道とした．ただし，
IV. M ANIPULATION M ODES
目標トルク軌道が最大・最小トルクの中間値を越え

Three manipulation modes are applied in accordance

る場合には，上限値に対する余有が小さくなるため，
situations: quasi-static, dynamic, and caging [14].
(τmin + τmax
を目標トルク軌道とした．
(a)) /2
Quasi-Static
Manipulation: A quasi-static manipul

(b) 動的操り：
図 2 の時刻
t = tC において適用トル
is the primary
manipulation.
The maximum and mini
joint torques, τmax and τmin , of the torque-controlled ﬁ
ク範囲が分離した場合，準静的操りでは接触状態を遷

which can satisfy equilibrium conditions and the limit
移させることができない．その場合，動的操りを適用

torque, τlimit , of actuators of both ﬁngers are obtaine
する．静力学的に不釣り合いとなるように適用トルク
solving the quadratic programing problem

の最大トルクを超えるトルク τdyn を時刻(t = tC より

2
maximize ττdyn
or minimize τT2
以前に印加する．印加したトルク
T で目標とする接

の位置・姿勢に拘束される．そのため，速度制御指を回

触状態へ動的に遷移できることは，順動力学モデルを
subj. to
Eqs. (2), (3) and (4)

転させると，制御誤差やモデル化誤差により Jamming

．
線形相補性問題に帰着して解くことで確認する
− τlimit ≤ τT ≤ τlimit
(c) ケージング： 左右指で対象物をケージングする
−τ
≤τ ≤τ

や過剰な内力を発生させる可能性がある．一方，拘束

(13) (8)

limit

V

)

limit

行列がフルランクでない場合，dim (S) > rank (GC )

操りは，対象物が環境と１点で接触し，回転している

となり，対象物は自由度を有する．つまり対象物は環

間に重力モーメントが目標回転方向に作用する時刻で

The applicable torque range is bounded by τmax and τ
which is described as a hatched region in Fig. 5. Ta
開始し，対象物が環境と辺接触するまで継続する．回
境と速度制御指による幾何学拘束に対し独立に動くこ
modeling errors into consideration, the desired joint to
転中に対象物重心が接触法線ベクトルを越えた時刻で
とができる．ゆえに対象物は，上述した誤差が生じて
is generated by adding a margin torque, τmargin , to
操りモードをケージングに切替える．ケージングで印
も Jamming し難くなり，速度制御指の非コンプライア
minimum joint torque, which is shown by a red thick
(b)τcaging
Dynamic
Manipulation:
The contact state trans
は，図
2 に示すように最小トル
加するトルク
ントな動作に追従できると考えられる．
with
a
quasi-static
manipulation
may not be performed.
クより小さく，対象物の回転運動を妨げないように与
以上の点を考慮して，制御モードを決定する．まず
える． situation often occurs when the applicable torque ran
速度制御指を左右指それぞれに設定した２つのケース
separated (at time t = tC in Fig. 5). A dynamic manipul
について，式（6）を用いて対象物自由度 f を求める．
should be applied to overcome the problem. In order to b
そして対象物自由度が大きくなる指を速度制御指とし
equilibrium, a joint torque τdyn that exceeds the maxi
て選択する．ただし，２つのケースで対象物自由度に
joint torque is applied to the torque-controlled ﬁnger b
the time t = tC . To verify whether the joint torque
with a constant value causes the contact state trans
－ 566 －
dynamically, the forward dynamics problem is solved
which is formulated as a linear complementarity pro
[10].
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Generation of subgoals in search space
Fig. Fig.
3 6.Generation
of subgoals in search space

フェーズ１では目標接触状態
5·2·1 軌道の分割
MAIN
RANDOM
SEARCH
遷移だけでなく，左右指の目標経路も生成される．こ
caging manipulation.
(c) Caging Manipulation: Caging manipulation, in which 1 for i = 1 to imax do
2
Yrand ← RANDOM SUBGOAL Y();
the object is caged by the robotic ﬁngers, is performed to ro-の目標経路に追従させるために実現可能な軌道を生成
操vertex
り contacting
計 画 the environmentし，且つ対象物を安定に操るため，以下に示す操り過
3 (Xstart , dir joint)
tate the object around5. the
← RANDOM SUBGOAL X(Yrand );
by means
of gravity until another edge of the object comes程において動作を一旦停止する．
本操りでは対象物は接触状態（点接触または辺接触）
4
q
←
NEW SUBGOAL(Xstart , dir joint);
into contact with the environment. When the center of gravity 1. 速度制御指の回転方向が反転する．
を遷移させながら姿勢を大きく変化させる必要がある．
5
if
(q
= Xgoal ) then break;
of the object crosses the contact normal of the vertex during 2. 制御モードが切替わる．
else ADD SUBGOAL(q);
提案する全腕マニピュレーションのための操り計画は
the rotation, the manipulation mode can be switched to the過程 1 では速度制御指が静止するため，対象物とトル
6 end for
caging２つのフェーズから構成される．フェーズ１では，初
manipulation. The joint torque τcaging , which is lessク制御指も静止する．過程 2 では制御モードを安定し
期と目標コンフィギュレーションを結ぶ接触状態遷移
than the
minimum joint torque as shown in Fig. 5, should beA subgoal Yrand is randomly selected from among the
て切替えるために速度制御指を静止させる必要がある．
existing
ﬁve-contact subgoals including the initial subgoal,
グラフを生成する．フェーズ２では，フェーズ１で求
applied
so that the ﬁnger may not prevent the object from
X以下では上記２つの過程間を結ぶ軌道生成アルゴリズ
(step2).
A start subgoal, Xstart , is generated by
init
moving
via gravity.
めた目標とする接触状態遷移を実現するための左右指
choosing
four
contact
ムについて述べる． points at random from the contact
の目標軌道を生成する．
points of Yrand . Also, the rotational direction of the velocity5·2·2 軌道生成アルゴリズム
軌道生成アルゴリ
V. P LANNING
5·1 フェーズ１：接触状態遷移探索
本フェーズ controlled ﬁnger, dir joint, is determined randomly (step
MAIN
TRAJECTORY
関数として以下に示す．
ズムを
3). New subgoals are generated by moving the velocityContact
states (such as vertex-edge and edge-edge conでは，初期から目標コンフィギュレーションを結ぶ接
ﬁnger, which is temporarily assigned to each of
tacts) 触状態遷移グラフをランダム手法により生成する．採
among all bodies are changed by a large orientation controlled
of
MAIN TRAJECTORY
two
ﬁngers
in this phase, in the direction of dir joint with
a polygonal
object relative to ﬁngers and a ﬁxed environment.
1 X = (Xinit , · · · , Xgoal )
用するランダム手法は，探索空間が多次元な運動計画 a joint velocity
input, θ̇V , from the conﬁguration of Xstart .
The proposed manipulation planning for whole-arm manip← Read Subgoal();
に有効であり，接触状態が異なるコンフィギュレーショ At each time step, the forward kinematics problem is solved
ulation consists of two phases. The ﬁrst phase generates
2 XB ← Set BoundarySubgoal (XA ) ;
the velocity of the object from (1), where θ̇V with
ンをサブゴールとして生成し，遷移可能なサブゴール to obtain
3 C Mode ← Set ControlMode(XA , XB );
a contact
state transition graph connecting the initial and
a constant value may be given in this phase. It is checked
同士をランダムに結ぶことで接触状態遷移グラフを生
4 TransitFlag ← Check Transition(XA , XB );
goal conﬁguration.
The second phase generates the desired
by solving (2) and (3) whether quasi-static
manipulation
5 for t = 0 to ∆T
成していく．
trajectory for the ﬁngers, which can perform the desired
is feasible. The feasibility of caging manipulation is also
T (t), θV (t))
3 は探索空間において生成されたサブゴールを示
図 of
transition
the contact state obtained in the ﬁrst phase. checked. If (τeither
quasi-static or caging manipulation is
← GET TRAJ (XA , XB , C Mode, TransitFlag) ;
す．初期及び目標コンフィギュレーションをそれぞれ feasible, this process is continued to ﬁnd a new subgoal
end for
A. Phase
for Contact State Transition
(step 4).6 If
the object
reaches the goal conﬁguration, Xgoal ,
Xinit1:とSearch
Xgoal で表す．全てのサブゴールは４点接触
if (X
B = Xgoal ) then Stop;
the
search
is
terminated.
In other
cases,
new four-contact
Thisサブゴール
phase obtains
the contact state transition
graph conelse XA ← next subgoal
of X
X と５点接触サブゴール
Y から構成され
B;
subgoals Xgo
,
which
has
contact
states
different from
through
to Step 2;
necting
the initial and goal conﬁgurations using a random
る．親サブゴールから接触遷移可能な子サブゴールが
their parent subgoals, may be generated. When the object
tree planner,
which is very effective for motion planning
枝で結ばれている．５点接触サブゴールに接触してい
gains ﬁve contact points, a new ﬁve-contact subgoal, Ynew ,
with a large dimensional search space [15]. This approach
フェーズ１で求めた初期及び目標コンフィギュレー
The subgoal network is grown by adding the
る４点接触サブゴールは，ハンド及び対象物コンフィ is generated.
constructs a subgoal network based on the generation of subを読み込む（ステッ
ションを結ぶサブゴールリスト
new
subgoals
Xthrough or Ynew X(step
5). This process is
ギュレーションが同一であるが，接触状態が異なって
goals and the connection between those subgoals according
repeated
until
the節に基づいて軌道の両端となるサブゴー
object reaches the goal conﬁguration within
5·2·1
プ１）
．
Xinit と
が結ばれれば，
Xgoal
から Xoutlines
goalcontact
init
to theいる．
transitions
ofXthe
state. This
section
theルmaximum
count.
XA と Xiteration
B を選択する．なお最初の XA は Xinit
へ遡ることで目標接触状態遷移が得られる．なお詳細
the algorithm. Its detail is reported in [14], [16].
とする（ステップ２）．3 章で示した設定方法に基づ
Fig.な探索アルゴリズムは，本論文の議論を発散させるた
6 shows generated subgoals in search space. The
B. Phase 2: Trajectory Generation
(11)
initialめ，文献
and goal を参照されたい．
conﬁgurations are denoted by Xinit andいて，左右指の制御モードを決定する．なお XA から
This phase generates the desired trajectories of the
Xgoal . All
the subgoals are本フェーズでは，フェーズ１
classiﬁed as either four-contactXB 間の制御モードは一定とする．制御モードを一意
5·2 ofフェーズ２：
velocity-controlled and torque-controlled ﬁngers, which can
から Xgoal 間の切替
に決定できない場合には，X
subgoals
X denoted by black circles, or ﬁve-contact subgoals
で求めた目標接触状態遷移を実現するため，左右指の
perform the desired transition ofinitthe contact
state obtained
Y denoted
by
white
circles.
A
pair
of
subgoals
connected
by
回数が最小となるように決める（ステップ３）
．準静and
in
phase
1,
by
switching
both
ﬁnger
control
modes
制御モード，操りモード及び目標軌道を決定する．
a directed tree is reachable from the parent to child subgoals.
manipulation modes.
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round
above
or the
rolled
e left
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Fig. 5. Fig.
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The four-contact subgoals attached to identical ﬁve-contact
subgoal have the same hand and object conﬁguration, but
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different contact states.
The algorithm of phase 1 is described by the
MAIN RANDOM SEARCH function shown below.
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的操りにより XA から XB 間の接触状態遷移が実現
Roller

できることを確認する（ステップ４）．GET TRAJ 関
数によりサンプリング時間 ∆T におけるトルク制御指

Right finger

Left finger

のトルク τT (t) 及び速度制御指の角度 θV (t) をステッ
プ３の制御モードと 4 章の操りモードを考慮して求め

Object

る．本関数の詳細は次節に示す（ステップ５）．生成
された軌道の終端サブゴール XB が目標コンフィギュ
レーション Xgoal である場合，目標軌道が生成された
ため操り計画を終了する．そうでない場合，ステップ
２に戻る（ステップ６）．

5·2·3 関節軌道の導出
XA から XB 間の目標
角度軌道とトルク軌道を生成する GET TRAJ 関数の
詳細を以下に示す．

Fig. 4 Two-fingered robotic hand system

GET TRAJ (XA , XB , C Mode, TransitFlag)
1 (θV (t), θ̇V (t))
← Get JointTraj (XA , XB , ∆T ) ;
2 (ẋO (t), θ̇T (t)) ← FwdKinematics(θ̇V );
3 τT (t) ← Get TorqueQuasiStatic (τmargin ) ;
4 if (Check Caging(xO , ẋO ) = TRUE) then
τT ← τcaging ;
5 if (TransitFlag = FALSE) then
if (Check Dyn (τdyn ) = TRUE) then
τT ← τdyn ;
else Flag ← FALSE;
6 (xO , θT ) ← NewConfig (ẋO (t)) ;
7 return (τT , θV ) ;

り長さ 15cm の２本指を駆動し，小さなローラを指先
に取り付けて指先と対象物間の摩擦を軽減させる．ま
た背面板を垂直平面から 15deg 傾けて対象物を操り平
面内に拘束する．指・環境及び背面板にテフロンを塗
布し，対象物との摩擦を軽減している．対象物は質量

XA から XB までの速度制御指の角度軌道は時間に
関する５次軌道とする．軌道両端における速度と加速
度をゼロとしている（ステップ１）．対象物速度及び
トルク制御指の角速度を式（1）より求める（ステッ
プ２）．準静的操りのトルク制御指のトルクを式（7）
より求める（ステップ３）．操りモードをケージング
に切替えることができる場合にはトルク τcaging を与
える（ステップ４）．準静的操りで接触状態遷移を実
現できない場合には，操りモードを XB に到達する前
に動的操りに切替える．トルク τdyn を印加した場合
に目標とする接触状態遷移が起きることを順動力学問
題を解くことで確認する（ステップ５）．ẋO を時間
積分し，新たなコンフィギュレーションを求める（ス
テップ６）．最後に求めたトルク τT 及び角度 θV を返
す（ステップ７）．

6. シミュレーション及び実験
上述した操り計画を図 1 に示す全腕マニピュレー
ションに適用する．

6·1 ロボットハンドシステム

Environment

提案する操り計

画の有効性を確認するため図 4 に示すロボットハンド
システムを製作した．ダイレクトドライブモータによ

353g のプラスチック樹脂である．
6·2 シミュレーション結果
フェーズ１で得ら
れた接触状態遷移を図 5 に示す．各図は４点接触サブ
ゴール X のコンフィギュレーションを表す．接触点に
おける太線は接触法線を示している．ランダム手法に
よって生成されたサブゴール数は 68 であり，そのうち
の１２のサブゴールによって Xinit と Xgoal 間（図中
の#1 と#12 サブゴール）が結ばれた．本アルゴリズム
を MATLAB で実装し 2.6GHz Xeon 4 コアを搭載した
計算機で実行したところ，平均 20 分で解が得られた．
Xinit から Xgoal 間において，#7 サブゴールの前後
で左右指の制御モードにより対象物自由度 f が変わる
ため，このサブゴールを通過する時刻で制御モードを
切替える必要がある．5·2·2 で示したアルゴリズムに
基づいて，Xinit から#7 サブゴール直前まで右指をト
ルク制御指，左指を速度制御指とする．#7 サブゴール
通過後からは，逆の制御モードに切替える．このよう
に制御モードを切替えることで対象物は１自由度を保
つことができる．
図 6 はフェーズ２で得られた目標軌道である．ここで
τmargin = 3.5Nm，τdyn = 2.8Nm，τcaging = 0.5Nm
とした．これらは 4(b)，(c) に示した方針に基づいて
試行錯誤的に決定した．なおアクチュエータのトルク
制限値は τlimit = 21.0Nm とした．時刻 t = 1.45s に
おいて#7 サブゴールを通過するために制御モードが
切替わっている．図 6(a)，(b) はトルク制御モードが適
用されている期間の目標トルク軌道 τR ，τL をそれぞ
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Contact state transition graph obtained in phase
1. The bold lines at the contact points indicate
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れ示す．ただし反時計回りを正とした．最大及び最小
トルクで囲まれるハッチングされた領域は準静的操り
タの制限トルクと一致いている期間では Force closure

1.45

0
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となっている．赤線は本フェーズで生成された目標ト

80

0
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に t = 0.50 から 0.75s までの間に右指の適用トルク

0.5

1
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1.5
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2.5

3

3.33
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(d)

範囲の上限値を超えるトルクを印加することで動的操

t = 2.15 から 2.78s（図 5 の#8 − 11）までケージング
を操りモードとする．ケージングの区間では必ずしも
静力学的つり合いを満足しなくともよい．
図 6(c)，(d) は速度制御モードが適用された期間の右
指と左指の目標角度軌道 θR ，θL を示す．これらは操
りモードによらず時間に関する５次軌道となっている．
6·3 実験結果と考察
提案する操り計画の有効
性を確認するために前節で求めた目標軌道を用いて実
験を行った．実験中の対象物と左右指の様子を図 7 に
示す．制御則として，速度制御指には PD 制御，トル
ク制御指にはオープンループ制御をそれぞれ適用し，
非常に簡単な制御系とした．
対象物はまず準静的操りにより環境に沿って右方向
へ水平に移動する．時刻 t = 0.50s で対象物の右下の
頂点が動的操りにより離脱する．トルク制御指である
右指が対象物を押し付けることにより，対象物は環境
と接触している左下の頂点を中心に反時計回りに回転
し，t = 0.75s で対象物の右下辺が右指と辺接触する．

3.33

(c)

60
30

している．このコンフィギュレーションを避けるため

りを行う．時刻 t = 1.45s で制御モードを切替えた後，

3.33

90

ク範囲が分離しているため，準静的操りでは接触状態
図 5 の#5 のように対象物の右下の辺が右指と辺接触

2.78

110

ルク軌道である．時刻 t = 0.75s において，適用トル
を遷移させることができないことが分かる．このとき

2.15

(b)

140

θR [deg]

の適用トルク範囲である．最大トルクがアクチュエー

0

Fig. 6

Desired trajectories for the torque-controlled
finger and the velocity-controlled finger

t = 0.75 から 1.45s まで準静的操りにより対象物は反
時計回りに回転する．指先のローラにより左指の先端
が滑らかに対象物の辺を倣うように移動している．制
御モードを t = 1.45s で切替えている．対象物重心が
環境との接触法線を越える時刻 t = 2.15s に操りモー
ドをケージングに切替え，t = 2.78 まで継続する．環
境と接触している対象物頂点は摩擦力がないため環境
に沿って移動している．対象物が環境と辺接触した後，
時刻 t = 3.33s で目標コンフィギュレーションに到達す
る．簡単な制御系にも関わらず対象物を目標コンフィ
ギュレーションまで操ることに成功している．
本操りの成否は主に以下２つの現象に影響を受ける．
１）トルク制御モードから速度制御モードに切替わっ
た指（本実験では右指）は切替わった直後に目標角度
に対して大きな偏差をもつ．制御モードが切替わった
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る必要がある．
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後には目標角度へゆっくりと一致させる必要がある．
２）動的操りはモデルの不確かさの影響を大きく受け
るので実現性が重要となる．入力トルク τdyn は順動
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つの課題は存在するが，全腕マニピュレーションを実
現するためには制御モードと操りモードを切替えるこ
とが非常に重要となる．

7. 結

言

本論文では，全腕マニピュレーションのための制御
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モードを適切に切替える必要があることを指摘した．
環境と速度制御指によって拘束される対象物自由度に
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