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1.

はじめに

生活支援ロボットへ期待されるタスクとして，日用
物品を取って来るタスクがある．このタスクに要求さ
れるのは，周囲の障害物との衝突を避けながら，目標
となる手先姿勢へ到達するための，ロボットの動作を
生成する機能である．この動作生成においては，一般に
干渉チェック [1] を行うが，リンクの数や環境中の障害
物が増えると，計算時間が長くなるという問題がある．
この問題に対し本研究では，各家庭の日常環境では
把持対象や他の物品，家具類はいつもおよそ同じ場所
にあることが多い点に着目した．そのような状況下で
の高速な動作生成法の構築が，本研究の目的である．提
案手法では，ロボットは過去の動作の経験を生かし，障
害物への干渉を避けながらリーチングする動作を高速
に生成する．提案手法の特徴は，経験した動作ととも
に Swept Volume を併せて記録しておく点である．さ
らに，過去に経験した動作を目標手先姿勢に合わせて
微修正し，動作の精度を上げる手法を提案する．

2.

問題設定とアプローチ

2.1

問題設定と手法の概要

ロボットが環境中の障害物へ衝突すること無く，把
持対象物へリーチングする動作を生成することを考え
る．ただしロボットはマニピュレータあるいは移動マ
ニピュレータとし，環境の三次元情報を観測するため
のセンサを有しているとする．
本研究ではこのような動作生成を高速にするため，予
め蓄積した動作経験を活用する手法を提案する．提案手
法は，事前に動作経験を蓄積する段階（動作経験フェー
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ズ）と，目標手先姿勢と環境の三次元情報を入力とし
て動作生成をする段階（動作生成フェーズ）から成る．
動作経験フェーズでは，ロボット実機あるいはシミュ
レータ内のロボットが，様々な環境下でリーチング動作
を生成した際のデータを記録しておく．このとき，経
験した動作とともに Swept Volume を併せて記録して
おく点が，本手法の特徴である．動作生成フェーズで
は，目標手先姿勢が与えられると，センサから得られ
た三次元環境情報と Swept Volume を用い，干渉チェッ
クをおこないながら，高速に動作を生成する．

2.2

Swept Volume データ

Swept Volume は，ロボットが初期姿勢から最終姿勢
へ至るまでに，一度でも存在していた空間領域を足し
合わせたものであり，干渉チェックへ有用なデータであ
る．従来の Swept Volume は多面体で表現されること
が多い [2]．この手法は正確性に優れる反面，生成に時
間がかかるという問題がある．一方で Swept Volume
をボクセルの集合体で表す方法は，正確性には劣るも
のの，ボクセルサイズを調整することでデータ量を削
減できるという利点がある．さらに，動作時の周囲の
環境の三次元データ（環境マップ）をボクセルで表現
し，かつ Swept Volume と基準座標系を揃えておけば，
ボクセルの重なりがあるか否かを調べるだけで簡潔な
干渉チェックが可能である．そこで本研究では，Swept
Volume をボクセルで表現するものとした．

3.

経験に基づくオンライン動作生成

3.1

動作経験フェーズ

図 1 に，提案手法の構成を示す．図 1 の上段は，動
作経験フェーズの流れである．動作経験フェーズの入
力は，環境マップ map と，目標手先姿勢 x である．そ
して，周囲の環境との衝突を回避しながら目標手先姿
勢へ到達する動作を，既存手法によって計画し，ロボッ
トの動作シーケンス Q を得る．さらに，Q を十分短
い時間間隔へ分割し，各時刻での姿勢に対する Swept
Volume を求める．最後に，全ての Swept Volume を足
し合わせ，一つの動作シーエンスに対して一つの Swept
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Volume SV を得る．このようにして計算された SV の
例を図 2 に示す．動作経験フェーズでは (x, Q, SV ) を
一組とし，多数の組のデータを収集する．
本研究の実験では，動作経験フェーズのデータ収集
にはシミュレータを利用した．これにより，実機や実
環境を準備することなく，多数のデータを容易に収集
することが可能であった．ただし，実機によって収集
したデータも，併用可能な枠組みとなっている．
3.2 動作生成フェーズ
図 1 の下段は，動作生成フェーズの流れを示してい
る．動作生成時にも周囲の環境を計測し，三次元環境地
図 maptar を生成する．また，目的のタスクに応じて，
目標手先姿勢である xtar が与えられる．そこで，xtar
をクエリとし，事前に構築した kd-tree により，前節で
収集したデータの中から，目標手先姿勢が近いデータ
の組を探索する．そして見つかったデータの組の SV
と，maptar との間の干渉チェックをおこなう．ここで，
環境地図 maptar も二値のボクセルマップで表現するも
のとした．すなわち，計測データである三次元点群か
ら，計測点がある部位には 1 を，それ以外には 0 を代入
したボクセルマップを生成する．そして maptar および
SV の基準座標を同一にすることで，maptar と SV の
ビット演算による干渉計算が可能となる．干渉が無け
れば，その SV に紐づけられた Q が，動作生成フェー
ズの出力となる．
3.3 動作精度と高速計算を両立するための動作修正
前節までで述べた手法では，得られる動作の最終手
先姿勢の精度が，動作経験フェーズでデータを収集す
る際の目標手先姿勢の数に依存する．すなわち，収集
したデータ量の削減と動作の精度向上が両立できない．
このようなトレードオフの問題に対して，本研究では
次のような動作修正計算法を提案する．まず，与えられ
た目標手先姿勢 xtar に対して，近くに存在する xref を
参照し，差分 x̂ = xtar − xref を算出する．なお，xref
へのリーチングを行うときのロボットの目標手先姿勢
を qref
M とする．また，xtar よりも xref のほうが初期
の手先位置より近くなるように選ぶのが望ましい．次
に，xref から xtar までの動作計画を行う．この動作計
画には，既存手法を利用すればよい．
上記の手順では，動作修正計算の分だけ処理時間が
多くかかる．ただし，x̂ は大きくなく，その計算時間
も長くないことが期待できる．さらに本手法によると，
経験を用いた高速な動作生成が終わった時点で，動作
を始めることが可能である．そのため，動作精度を高
めるための動作修正計算は，動作中に並行におこなえ
ば良い．一般に動作修正にかかる時間は，動作にかか
る時間よりも短いことから，無視することができる．つ
まり前節までに述べた高速な動作生成手法のための時
間のみで，動作精度を向上することが可能である．

4.

実験

生活支援ロボット HSR を用い，提案手法の評価実
験をおこなった．動作経験フェーズでは 3.1 節で述べ
たように，シミュレータを用いた．把持対象物の位置
を，テーブル上で 20 mm ごとに変化させながら，(a)
ロボットから見て手前から奥へ手を動かして掴む動作，
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および (b) 右から左へ手を動かして掴む動作，の二種
類の動作を RRT を用いて生成し，記録した．複数の
リーチング方法を経験させておくことで，後の動作生
成で，様々な障害物の配置に対応できるようにするこ
とを狙ったものである．なお (a)(b) それぞれについて，
500 組ずつデータを取得した．
動作生成フェーズでは 3.3 節の手法を用いて，20 回
の掴み上げ実験をおこなった．なお動作中に障害物に
衝突せず，把持対象物を掴み上げた場合に成功と判定
した．実験の様子を図 3 に示す．図中の白いボトルが
把持対象物であり，その他は障害物である．図 3(1) が
初期状態で，図 3(2) がリーチングを終えた状況であり，
この試行では HSR はボトルの把持に成功した．最終的
に 20 回中 18 回の掴み上げに成功し，成功率は 90%で
あった．
さらに動作生成フェーズについて，(i) 既存の動作計
画手法である RRT を用いる手法，(ii)3.2 節で述べた
手法，そして (iii)3.3 節で述べた手法，それぞれの手法
において 10 回のリーチング動作の計画時間を計測し，
比較した．ただし手法 (iii) の実験では，経験を用いた
動作生成と，動作修正計画の合計時間を計測した点に
注意されたい．結果として，平均時間は (i)2.898 sec，
(ii)0.055 sec，(iii)0.655 sec であった．ただし提案手法
(iii) においては 3.3 節で述べた通り，ロボットが動き出
す前に必要な計算時間を，手法 (ii) による計画時間の
みとできる．提案手法 (ii) による平均計画時間は，従
来法の 50 分の 1 以下となっており，提案手法の有効性
が明らかとなった．

5.

まとめ

本研究では，ロボットが過去の動きの経験を生かし
て，干渉を回避しながら目標手先姿勢へ到達するため
の，高速な動作生成手法について述べた．提案手法で
は，ロボットが過去に経験した動作を参考にし，Swept
Volume を用いて干渉チェックを高速におこなう点が特
徴である．移動マニピュレータを用いた実験では，本
提案手法の有効性が明らかとなった．今後は複数の動
作経験を組み合わせることで，より複雑な環境下での
動作が実現可能となっていくと考えられる．
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