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This paper describes a method of reactive motion planning for an articulated robot. A
number of virtual manipulators mounted on an articulated robot are used to prevent collisions with
around environments while keeping a given end-effector path as much as possible. This method
can calculate the robot poses by using a single jacobi matrix which includes the information of
the manipulators. We also present about a stable pose calculation by using a singularity-avoiding
criteria. Effectiveness of the proposed method is proven by means of simulation and experiments.
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1. は

じ

め

に

人間の腕のような多関節構造を有するロボットは，
日常環境で有益な作業を行える可能性がある．しかし
ながら，雑多に物が置かれていたり人が存在する環境
下では，所望の動作を実現できない可能性があり，ロ
ボットにはこれらを回避する能力が必要になる．
本稿では，多関節構造を持つロボットによる障害物
回避という課題に着目し，その場の状況に応じて反
射的に回避動作を生成する方式について述べる．提案
方式は，ロボットの表面を覆うように配置された仮想
マニピュレータを用いて，冗長マニピュレータが null
space を利用して回避姿勢を導く方式を拡張し，より
柔軟な行動生成を可能とする．
未知環境や動的環境で安全に動作するための一つ
の方法は，回避対象とロボットの関係をモデル化し，
それらの間に仮想的な反力を発生させる機構を設け
て，それによる回避行動生成をオンラインで行うこと
である．従来から，一旦生成された経路をその場で修
(2)
正する Brock ら の方式など，多くの研究が存在する
(3)(5)(7)
．また，複雑な肢体で構成されるロボットにお
いては，アームとボディの自己衝突回避に関するテー
マは重要な課題であり，多くの動作生成方式や制御方
(9)(13)(14)
式が研究されている
. 本稿の提案手法は，これ
らと同様の目的で利用できるものである．ただし，ロ
ボットアームに仮想搭載された複数のマニピュレータ
を用いて、与えられた手先軌道にできるだけ追従しな
がら，周囲環境との衝突回避を行う．
上述した研究はロボットの動作をその場で生成・修正
∗
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する，いわば「局所的」動作計画と言える．一方で，多
関節構造を持つロボットの大域的動作計画についても
多くの研究がある．Probabilistic Roadmap はその一つ
(6)
である．Kavraki らは，平面マニピュレータを例とし
たいくつかの構造体で提案手法の有効性を示した．最
近では，様々な種類のロボットへ適用が試みられている
(10)
. 他の有力な方法として，Rapidly-exploring Random
Tree (RRT) がある(8). この方法は多自由度の構造体に
向いており，ヒューマノイドロボットなどへ適用され
(1)(4)(16)
てきている
. 一般に，これらの方式はコンフィ
グレーション空間を利用するものであり，ランダムに
離散配置した状態を順次接続していくことで動作を生
成する．そのため，実ロボットへ適用する前に，一旦
できた経路を滑らかにつなぐ処理が必要である．従来
研究ではここで逆キネマティクス計算を適用すること
(12)
があるが ，提案手法の姿勢計算でもヤコビ行列を用
いるため，この部分を周囲環境との距離を考慮するよ
うに拡張可能である．
本稿の構成は以下のようである．2 章では，本研究
の課題とアプローチについて述べる．3 章，4 章では
仮想マニピュレータを用いた提案手法について述べる．
5 章，6 章では，シミュレーションと実機実験により
提案手法の有効性を示す．7 章はまとめである．

2. ア プ ロ ー チ
2·1 適用局面
提案手法が役立つ局面として，生
活支援ロボットによる物体操作行動がある．例えば，
テーブルの前に立ったロボットがテーブル上に置かれ
た物体を掴み上げるタスクを考える．腕を動かす前に
必要となるのは，物体の把持姿勢を決めること，そし
て現在姿勢からその把持姿勢へ至るまでの動きを計画
することであろう．しかしながら，動作前に環境全体

Fig. 1

Assumed collision avoidance by using virtual
manipulators
Fig. 2

をセンシングできなかったり，動的障害物が存在する
環境下では，センシングを逐次行いながら，一旦計画
した動作をオンラインで修正することが必要になる．
2·2 アプローチ
本研究では，多関節ロボット
上に仮想的に搭載したマニピュレータ群を用いる．そ
れらの配置や関節構成，長さは任意である．一本の仮
想マニピュレータには，ロボットの手先を誘導する役
割を持たせる．以後，これを「先導マニピュレータ」
と呼ぶ．その他の仮想マニピュレータは，周囲環境の
任意の点にエンドエフェクタを接触させ，それらから
ロボットを遠ざける役割を持たせる．以後，これらを
「補助マニピュレータ」と呼ぶ．
Fig.1 は提案手法のコンセプトを例示している．テー
ブル上の物体を掴むことを想定しており，初期姿勢で
は，エンドエフェクタがテーブルの下になっている．
望まれるロボットの動作は，テーブルの天板やテーブ
ル上の物体を避けつつ把持対象物への手を伸ばすこと
である．黒破線は計画した手先経路を示しているが，
この経路に沿って手先を動かしてしまうと衝突が起き
る場合に，ロボット上に配置した仮想マニピュレータ
を用いて動作を修正し，最終的に目的座標へ手先を到
達できれば良い．

3. 姿 勢 計 算 法
以下では，実際のロボットアームを「ロボット」と
称し，仮想的に配置したマニピュレータ群と区別する．
3·1 ヤコビ行列の表現
N 個の関節を持つロボッ
トを想定した場合，下記のようなヤコビ行列が構成で
きる．
[
]
a1 × (pN − p1 ) . . . aN−1 × (pN − pN−1 ) 0
robot
J=
,
a1
...
aN−1
aN
(1)
ここで，an は n 番目の関節の回転軸を示すベクトル，
pn は n 番目の関節の位置ベクトルである．
ロボットの状態ベクトルを q = (θ1 , θ2 , ...θN ) と表す
と，このベクトルの一次微分 q̇ とエンドエフェクタ姿
勢の一次微分 ẋh = (x˙h , y˙h , z˙h , φ˙h , θ˙h , ψ˙h ) との関係は，ヤ
コビ行列を用いて下記のように計算できる．
 
 
ẋh
θ˙1
 
 
 θ˙2  robot +  ẏh 
 =

J 
(2)
 ... 
 ...  ,
 
 
θ˙N
ψ̇h

An example which have two virtual manipulators

Fig. 3

Jacobi matrix including multiple manipulator’s
information

ここで，robot J+ は robot J の擬似逆行列を示す．
3·2 複数の仮想マニピュレータを考慮したヤコビ
行列の算出
提案手法では，ロボットへ複数のマニ
ピュレータを仮想的に設置する．仮想マニピュレータ
(14)
の概念自体は，Tsuji ら によって既に提案され，ま
きつき制御等への応用が示されている．本研究では，
周囲環境とロボットの間の距離を管理するため，仮想
マニピュレータを木構造状に配置したモデルを用いる．
Fig.2 は三つの仮想マニピュレータ (A)，(B)，(C) を
ロボットに据え付けた例である．(A)，(B) は補助マニ
ピュレータであり，それぞれが二つの回転関節を有し
ている．一つは第一リンク上に，もう一つは第二リン
ク上に設置されている．これらを一つのヤコビ行列で
表現するため，便宜的に，それぞれのマニピュレータ
の根元はロボットの根元と一致しているものとみなす．
すなわち，仮想マニピュレータ (A) は，Fig.2 に示す点
線のように (θ1 , 2θ1 , 2θ2 ) の 3 関節を持ち，仮想マニピュ
レータ (B) は，Fig.2 一点破線のように (θ1 , θ2 , 3θ1 , 3θ2 )
の 4 関節を持つものとする．一方で，(C) は先導マニ
ピュレータの例である．ロボットの先端に設置するこ
とで，ロボットのリンクを仮想的に伸長する．
このような仮定を置くことで，P 本の仮想マニピュ
レータを搭載したロボットのヤコビ行列は，Fig.3 に示
すように P 個のヤコビ行列を合わせたものとして表現
できる．このとき，仮想マニピュレータに関するヤコビ
行列を，ロボット本体の関節に関する部分と仮想部分
に関する部分で分割して埋め込む．このヤコビ行列を
用いることで，ロボットと仮想マニピュレータの関節角
速度は，それぞれの手先への入力 ẋ = (1ẋh , 2ẋh , ..., Pẋh )

• null space を用いた最適化を行うことで，ロボッ
トと環境との距離をなるべく一定に保つ．また，
アームが特異姿勢になるのをあらかじめ防ぐ
ただし提案手法では，仮想マニピュレータの数に応じ
た正規化計算をおこなうことが必要になる．詳細は次
節で述べる．

Fig. 4 An example of function y
の一次微分値から計算することができる．
動作生成の基本方針は，ロボットを誘導したい方向
への速度を，ロボットの手先ではなく先導マニピュレー
タの手先 1ẋh を入力することである．補助マニピュレー
タには，エンドエフェクタを環境に設置させることを
想定し，その速度を 0 に設定する．

Fig. 5 Manipulator setting

4. 姿勢計算の安定化

次節では，上記項目に対処し，滑らかなロボットの
動作を生成するための姿勢計算法を述べる．
4·2 姿勢計算法
姿勢計算式は下記である．

q̇ = J#w ẋ + λ (I − J#w J)y,

(3)

ここで，q̇ はロボットと仮想マニピュレータの各関節
についての角速度ベクトルである．J# は，元のヤコビ
(11)
行列 J の SR-inverse である．J#w は，J# に重み行列
W を積算した行列を示す．λ は重み係数である．y は，
関節角度の差分に基づく評価関数であり，i 番目の関
節の場合，下記のように定義される．

yi = f (θire f − θi ),

(4)

これは，現在角度が事前に設定した関節角度値から大
きく離れるほど評価が悪くなる関数であり，関節可動
限界も考慮するように設計できる．
（Fig.4 は曲線状の
評価値分布関数を例示している）．
式（3）を用いることにより，以下のような効果が
期待できる．
• SR-inverse を用いることで，特異状態に近いとき
にロボットの姿勢が大きく変わることを防ぐ
• 重み行列を用いることで，各関節ごとに反応の度
合いを調整し，ロボットの動きすぎなどを防ぐ
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4·1 姿勢計算の課題
本手法は複数のマニピュ
レータ情報を一つに統合したヤコビ行列を用いるが，
この方式には以下のような課題がある．
4·1·1 部分特異状態の増加
複数の仮想マニピュ
レータを加味することで木構造のモデルを構成するた
め，一部の枝 (仮想マニピュレータ) が特異姿勢に陥っ
た際，全体の姿勢計算が不安定になる恐れがある．
4·1·2 マニピュレータ追加・削除時の姿勢変化
提
案手法による障害物回避では，ロボットが障害物に近
づいたとき，補助マニピュレータを用いてそこから離
れる動きを生成する．すなわち，障害物の有無によっ
て仮想マニピュレータを生成・削除する操作が必要に
なるが，その瞬間にヤコビ行列のサイズが変化するこ
とになり，ロボットの挙動に影響を与える．
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4·3 SR-inverse の閾値自動決定法
SR-inverse
は，元のヤコビ行列を用いて下記のような計算によ
(11)
り求められる ．
J# = Jt (kI + JJt )−1 .

(5)

この k を決める方法として，本研究では下記を用いる．
{
w
w
(1 − w0
) ∗ (1 − w0
) w < w0
k=
(6)
0
otherwise,

√
(15)
ここで，w = det(JJt ) は可操作度 を示しており，
w0 は正の定数である．この式は，可操作度の値が閾
値以上の値を保てる限り，通常の擬似逆行列が算出さ
れることを意味している．しかしながら，本研究のよ
うにマニピュレータが頻繁に追加・削除されるような
方式では，この姿勢計算法に問題が生じる．
説明のため，一つのシミュレーション結果を Fig.5
に示す．ここでは，7 自由度のロボット（人間の腕を
模したマニピュレータ）を想定し，そこに P 本の仮想
マニピュレータを順次設置している．
仮想マニピュレータはそれぞれ 3 つの回転関節
で構成されるものとし，関節角度は ( pθ1 , pθ2 , pθ3 ) =
(−π /2, 0, π /2) と設定した．ロボットの各関節は，３
つあるピッチ軸をそれぞれ π /6 に設定した．Fig.6 の
左グラフは，仮想マニピュレータの本数と，Fig.3 の

ヤコビ行列より求めた可操作度の関係を示している．
マニピュレータ数が増えるにしたがい，可操作度が急
落していることが分かる．このことから，例えば，ロ
ボット本体の関節構成を基準にして式 (5) の w0 を固定
値にしてしまうと，仮想マニピュレータが追加された
際，つねに k が有効になった状態で SR-inverse が計算
させることになり，追従性能が落ちる可能性がある．
そこで，マニピュレータの本数に合わせて w0 を正
規化する方針をとる．Fig.6 の右グラフは，左グラフ
の数値の自然対数を取ったものである．値がほぼ線形
に減少していることから，JJT の固有値の列は，第一
特異値を σ1 2 とした場合に下記のように近似できる．

loge w = loge (σ1 σ2 ...σi−1 σi )
≈ ηi + ξ ,

(7)

ここで，e は自然対数の底，η (< 0)，ξ は定数である．
すなわち，

w = σ1 σ2 ...σi−1 σi ≈ eη i+ξ = eη (i−1)+ξ eη

(8)

と表すことができる．この想定から，例えば，Fig.6 右
のグラフからあらかじめ求めた eη の逆数を，現在の
マニピュレータの本数分だけ累乗し，それを w に掛け
てやることで可操作度の正規化を行う．その結果を式
(6) に入れてやればよい．

5. シミュレーション
5·1 想定環境
多関節構造を持つロボットに課
せられる一般的な作業として，卓上物体の操作が考え
られる．本章では，提案方式を反射的衝突回避へ適用
することを考え，いくつかの条件下でシミュレーショ
ンを行った結果を示す．障害物となりうるのは，テー
ブルの天板や操作対象以外の卓上物体，差し出される
人間の手などを想定している．
5·2 仮想マニピュレータの設定
本シミュレー
ションにおける補助マニピュレータの配置決定手順は，
以下のようである．まず，マニピュレータの各リンク
長を決定する．次に，Fig.7 に示す dmax を決める. こ
れらにより，ロボットが周囲環境にどの程度近付いた
ら補助マニピュレータを生成するかを決める．そして，
この dmax を元に隣合う補助マニピュレータの根本間
の距離 b を決める．補助マニピュレータの配置と数は
この b に依存する．
一方で，式（3）の重み行列 W に関しては，本シミュ
レーションでは対角要素を手動で調整し，ロボット部
の関節を 1.0，先導マニピュレータを 0.5，補助マニ
ピュレータを 0.8 とした．
5·3 動作生成アルゴリズム
ロボットの先端に
先導マニピュレータを取り付け，その手先に速度入力
ẋh (t) を与える．その他の仮想マニピュレータの先端
は，近くの障害物が存在する場合にはそこに設置させ，
手先目標速度を 0 とする．動作生成の手順は以下のと
おりである．
1. 初期状態 ( t = 0 ) では，先導マニピュレータのみ
存在する
2. 先導マニピュレータの手先へ，速度入力 ẋh (t) を
与える．

Fig. 7

How to decide the location and link length of virtual
manipulators

3. 外界センサ等を用いて周囲の環境形状を把握す
る．その結果に応じて仮想マニピュレータの配置
を変更する．変更ルールは下記のとおりである．
• 仮想マニピュレータの根元と環境との距離を
計測する．根元位置は事前に定義しておく．
もしこの距離が所定の閾値 dmax を下回った
場合には，補助マニピュレータを新たに生
成する．根元から一番近い環境部分に手先
を設置するように，マニピュレータの各関
節角度を計算する．
• すでに補助マニピュレータが存在している
状態で，その根元と環境との距離が閾値を
越えた場合には，その仮想マニピュレータ
を消去する．
4. 式 (3) によりロボットと仮想マニピュレータの姿
勢を計算する．
3. における閾値は，補助マニピュレータのリンク長の
0.65 倍を設定した．これは，補助マニピュレータ追加
時の手先操作性をなるべく高くしておき，姿勢計算へ
与える影響を軽減するためである．
5·4 3 自由度の平面マニピュレータ
仮想マニ
ピュレータの役割を示すため，平面多関節ロボットを
用いた障害物回避シミュレーションを行った．
ロボットは 3 つの回転関節を有する 3 リンクの平
面マニピュレータとし，それぞれのリンクは，長さ
300mm，幅 50mm に設定した．ここに，11 本の仮想
マニピュレータを定義した．誘導マニピュレータをロ
ボットの先端に設置し，6 本の補助マニピュレータは
第 3 リンク上に，残りの補助マニピュレータは第 2 リ
ンク上に定義した．
それぞれの仮想マニピュレータは 2 リンク 2 関節と
した．先導マニピュレータの各リンク長は 200mm，補
助マニピュレータは 150mm に設定した．先導マニピュ
レータを長く設定した理由は，回避性能を確保するた
めである．ロボットは先導マニピュレータの動きに追
従しなければならないが，このように設定することで
行動範囲が増加し，障害物を避けやすくなる．
Fig.8 は障害物回避の例を示している．これと似た
動作としては，腕を下に下げている状態からテーブル
上の物体を取るために手を伸ばすといったものがある．
ここでは，(x, y) = (500, −500) から (500, 500) へ，次
に (500, 1000) へ向かう折れ線軌道を定義し，それを
300 分割した差分，すなわち毎回 5mm 分の移動を誘導
マニピュレータへ入力した．なお，式（6）w0 は 0.08
に，式 (3) の λ は 0.003 に設定した．

Fig. 8

a reactive planning example in case of planar
manipulator

Fig. 10

7DOF manipulator and root definitions for
virtual manipulators

Fig. 11

Reactive planning in case of 7DOF manipulator
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Fig. 9 Joint Angles Transfer
300 回の姿勢更新に要した処理時間は，2.4 GHz の
CPU で 0.03sec であった．補助マニピュレータの数は
シミュレーション全体で平均 1.85 本であり，一度に
最大で 3 本生成された．ここでは，補助マニピュレー
re f re f
タにおける式 (4) の評価式で (θ1 θ2 ) = (0, 0) と設
定したため，ロボットの手先を障害物から遠ざける (x
軸負方向へ向かう) ように補助マニピュレータが働き，
Fig.8 に示すような障害物回避が実現した．Fig.9 はロ
ボットの各関節角度の変移を示したものであり，滑ら
かな回避動作が生成されていることが分かる．
5·5 7 自由度の人腕型マニピュレータ
Fig.10 に
示すような 7 自由度の関節型ロボットへ提案手法を適
用した．3 つのリンク L1 ，L2 ，L3 の長さはそれぞれ
275mm，260mm，200mm である．関節構成は，肩部
がピッチ–ロール–ヨー，肘部がピッチ–ロール，手首
部がピッチ–ロールである．
一方で，3 自由度の仮想マニピュレータを考え，その
関節構成はリンク表面における垂直方向を z 軸として，
根本から順番にヨー–ピッチ–ピッチとした．先導マニ
ピュレータをロボットの手先へ設置し，24 本の補助マニ
ピュレータを定義した．式 (4) の評価式に関しては，根
re f
re f re f
本のヨー軸の θ1 は特に設けず，(θ2 θ3 ) = (π /2, 0)
とした．これは，ロボットのリンク表面から垂直に立っ
た状態を示す．
Fig.11 は い く つ か の シ ミュレ ー ション 結 果 を 示
している．ここでは，ロボットの肩部を (x, y, z) =
(0, 250, 1200) に設置し，テーブルの天板を模した平
板を高さ 700mm に設置した．そして，先導マニピ
ュレータの先端へ，(x, y, z) = (200, −100, 900) から
(−200, 520, 900) への直線経路を与えた．
障害物として，二つの直方体をロボットの動く方向
にランダムに設置した．すなわちここで求められるの

は，与えられた直線経路に沿いつつこれらの直方体を
避ける動作を生成することである．障害物が存在しな
い場合，Fig.11 (1) のような動作となるが，いくつか
の障害物を設置した場合には，(2) に示すように回避
動作が生成された．ここでは，250 回の姿勢更新計算
を行い，要した時間は (2) の場合で 0.30sec であった．
Fig.12 はこの例におけるロボットの関節各度変化を表
している．障害物回避を伴う滑らか動作生成ができて
いることが分かる．障害物の配置を変えつつ，同様の
条件下で 50 回のシミュレーションを試行したところ，
85% の場合で衝突を回避できた．
また，Fig.11 (3) に示すようなより複雑な障害物配
置においても，本手法は有効に働いた．
一方で，直方体の配置がロボットのリンクの軌道上
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Fig. 13 2 obstacle avoiding by a real robot
であったり，肘関節の付近になった場合に失敗が起こ
りやすかった．5.2.4 の補助マニピュレータの配置決定
法では，肘関節が大きく曲げられた際，肘の外側では
仮想マニピュレータが疎になる．対策として配置を動
的に変えることなどが考えられ，今後の課題である．

6. 実

験

提案手法を生活支援ロボットへ適用した．7 自由度
の関節を持つ左腕について，左上から右下へ手を降り
下ろす動作を与えた．テーブル上に置いた一枚の皿と，
人間が手に持ちロボットへ近づけるコップを障害物と
して設定した．
Fig.13 に実験例を示す．実機に提案手法を適用する
には，各関節の可動範囲を考慮する必要がある．特に
肘の可動範囲が (−90 < θ < 0) と狭いにもかかわらず，
式 (4) を用いた姿勢計算により，追従と障害物回避を
両立するような動作が可動範囲を保ちつつ生成された．

7. お

わ

り

に

本論文では，関節型ロボットの反射的回避動作生成
のために，多数の仮想マニピュレータを利用する方式
について述べた．姿勢計算を安定して行うために，マ
ニピュレータの本数に応じて可操作度の値を正規化す
る手法を提案し，実験を通してその効果を確かめた．
今後の課題として，提案手法を大域的動作計画と組
み合わせること考えている．また，シミュレーション
を通して明らかになったように，仮想マニピュレータ
の配置決定法や各種パラメータ調整についても検討が
必要である．配置方法を工夫する他に，必要な場所に
必要な本数だけ生成する方針も考えられ，姿勢計算の
効率化が期待できる．また，計算方式の改良も課題で
ある．例えば，本方式で生成するヤコビ行列は片帯つ
き準対角行列の形態をとることから，行列演算を工夫
する余地がある．
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