
1. はじめに 

生活支援ロボットに期待されるタスクの一つに，

日用物品の取り置きがある．このタスクを実行する

にあたっては，周囲の障害物との衝突を避けながら

目標の手先姿勢へ到達するための動作を生成する

ことが必要である．この動作生成の方法はこれまで

にも様々に提案されており，そこでは一般に周囲環

境や自分自身との干渉チェックが必要である．しか

し，リンクの数や環境中の障害物が増えると，計算

時間が長くなる問題がある． 

筆者らはこれまでに，ロボットの過去の動作経験

を活かして，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手法を提案した．そこ

では，ロボットの動作履歴をSwept Volume(SV)によ

って表現する方針を採った．ボクセルを用いてSVを

定義することで干渉チェックを容易にし，適切な動

作列を高速に検索することに成功した．ただし，こ

の手法は静的な環境を想定しており，ロボットが動

き出したあとに新たな障害物が見つかった場合な

どは考慮していなかった． 

そこで本研究では，動作計画の段階では考慮され

ていなかった障害物を見つけたとき，それを避けら

れる動作をその場で生成できるよう，手法[1]を拡張

する．基本的な方針としては，新たな障害物を見つ

けたとき，それに衝突しないSVをその場で検索して

新たに選ぶ．そして，現在のSVから新たなSVに乗り

換える動きを，逐次二次計画法を利用してその場で

生成する． 

2. 問題設定とアプローチ 

2.1 問題設定 

ロボットが周囲の障害物へ衝突することなく目

標手先姿勢へリーチングする動作を生成すること

を考える．ロボットは，マニピュレータまたは移動

マニピュレータであることを想定する．また，周囲

環境の三次元情報を観測するためのセンサを搭載

しているものとする．ロボットはまずセンサで周囲

環境を計測し，そこで得たデータからリーチングが

達成できるであろう動作を生成する．ただし，当初

は視界に入っていなかった障害物を動き出してか

ら発見することがあるものとする． 

2.2 動作生成手法[1] 

文献[1]では，動作生成処理を高速に実行するため

の方法として，あらかじめ蓄積した動作経験を活用

する手法を提案した．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，ロボットは様々に設定された環境下でリーチ

ング動作を実行し，そのときの SV，関節角度列，目

標手先姿勢をデータベースに記録しておく．一方で

動作生成フェーズでは，目標手先姿勢が与えられる

と，それをセンサから得られた三次元環境情報とと

もに動作生成器へ入力する．動作生成器では，まず目

標手先姿勢へ十分近づけるロボットの動作列をデー

タベースから検索する．このとき，ボクセルで表現し

た SV を用いることで，干渉チェックを高速におこな

う．最後に，検索した動作で到達できる手先姿勢と，

目標手先姿勢の間の少量な差分を既存の動作計画手

法（本研究では CBiRRT[3]など）によって補間する． 

2.3 即応的経路変更のアプローチ 

 提案手法では，ロボットの動作中にも SV の干渉

チェックを行う．そして，将来のロボットが周囲の

障害物と衝突すると判断した際に，検索を再度行い

別の動作に差し替える．この時，ロボットの現在姿

勢から新たな動作へと非衝突で遷移できるとは限

らない．そこで，その遷移動作を二次計画法を用い

てその場で生成する． 

 この手法は TrajOpt[4]を基にしている．TrajOpt は，

逐次二次計画法による最適化処理によって動作を

生成する手法であり，無駄の少ない経路を生成する

ことが可能である．また，ロボットの自由度が高い

場合にも高性能に動作の生成が可能であるという

特徴があり，多自由度の移動マニピュレータの動作

計画に適していると考えられる． 
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図 1 手法の全体像 



本手法の全体像を図1に示す．まず大域的な動作

をデータセットから検索して得る．その後動作を開

始し，途中に出現した新たな障害物が動作の妨げと

なる場合，新たに動作の検索を行う．そののち，二

次計画法を用いる．また，データセットから検索に

よって得られる動作の最終手先姿勢は，基本的に実

際の目標手先姿勢と一致することはない．そこで，

その目標手先姿勢に至るまでの動作をCBiRRTによ

って生成する．この処理はロボットが動き始めてか

らでもできるので，実質的な処理時間はかからない． 

3.1 データベースの検索 

3.1.1 動作のデータベース 

動作のデータベースには，一連の動作の掃引体積

をボクセル化したデータと，関節角度列，最終手先

位置を保持しておく．以降これらのデータをまとめ

て動作データと呼ぶ． 

3.1.1 掃引体積を用いた動作の検索 

 動作データから，最終手先位置が目標手先位置に

近い順に並び替え，順にボクセルによる干渉チェッ

クを行い，初めに干渉がなかった動作を検索の結果

とする．干渉チェックはロボットの掃引体積と，環

境のボクセルマップとのビット演算によって行え

ばよいため，高速な検索が可能である． 

3.2 二次計画法を用いた経路変更 

3.2.1 最適化の基本方針 
二次計画法の基本形は以下のとおりである． 

minimize  𝑓𝑜 =
1

2
𝒙𝑻𝑸𝒙 + 𝒄𝑻𝒙                            (1) 

s. t.   𝒇𝒄 = 𝐀𝒙 − 𝒃 ≤ 𝟎                               (2) 

(1)の目的関数は，ロボットの動作の平滑化のため

の関数𝑓(𝒙)と障害物とロボットの位置関係により定

義されるコスト関数𝑔(𝒙)からなり，次のように定義

する． 

𝑓𝑜 = 𝑓(𝒙) + 𝜇𝑔(𝒙) (3) 

ここで，𝜇は任意の定数である．また(2)の制約には，

ロボットの関節角度の上下限などを設定する． 

3.2.2 平滑化のためのコスト関数の設定 
𝑇タイムステップからなる動作の平滑化のための

目的関数は次のように設定する． 

𝑓(𝒙) = ∑‖𝒙𝑡+1 − 𝒙𝑡‖2

𝑇−1

𝑡=1

(4) 

ここで𝒙𝑡は𝑡ステップ目のロボットの関節角である． 

3.2.3 障害物によるコスト関数 

まず，ボクセルマップにて適当な探索範囲𝑛を決定

し，ロボットのリンクの占有領域周りを図 2 のよう

に探索する．そして，回避方向𝑣𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑を次のように決

定する． 

𝒗𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑 = −
1

‖∑ 𝒗𝑖
𝑁
𝑖=1 ‖

∑ 𝒗𝑖

𝑁

𝑖=1

(5) 

ここで𝑁は，探索したボクセルの中で障害物があった

数であり，𝒗𝑖は探索中心から障害物があったボクセ

ルの方向への単位ベクトルである． 

次にボクセルの回避量の決定方法について説明す

る．回避量はリンクのボクセルと障害物のボクセル

が重なった数𝑁𝑐𝑜𝑙によって次のように定める． 

𝑠𝑑 = 𝛼 log10(𝛽𝑁𝑐𝑜𝑙 + 1) (7) 

ここで，𝛼と𝛽は任意の定数である．そしてコスト関

数を次のように定める． 

𝑔(𝒙) = ∑ ∑|𝑠𝑑𝑙𝑡 − 𝒗𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑(𝑡,𝑗) 𝑱𝒍𝒕(𝒙𝒐)(𝒙 − 𝒙𝒐)|
+

𝑳

𝒍=𝟏

𝑻

𝒕=𝟏

(8) 

ここで添え字𝑙はリンク番号，𝑡はステップ数である．

𝑱𝒕𝒋(𝒙𝒐)はリンクのヤコビ行列である．文献[4]と同様

の方法によってこのコスト関数を(1)の目的関数に追

加することが可能である． 

3.2.4 乗り換え動作の終点の決定 

新たな軌道への合流地点をどう決めるかは重要な

課題である．合流地点が現在姿勢よりも後退するよ

うな姿勢であった場合，動作に無駄が生じてしまい

動作を遂行するのにより多くの時間が必要となる．

また，合流地点での姿勢と現在姿勢との間の経路を

障害物が大きく妨げる場合には，遷移動作の生成が

困難になり，動作生成に時間がかかるなどの問題が

生じる．本手法では，乗り換え先の動作の関節角度列

𝑄から次のように候補の関節角度列�́�に絞り込む． 

�́� = {𝒒𝑖 ∈ 𝑄|
‖𝒒𝒊 − 𝒒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡‖ < 𝑑 ∧

(𝒒𝒊 − 𝒒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) ⋅ (𝒒𝒊+𝟏 − 𝒒𝒊) > 0
} (9) 

𝒗𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑 

探索範囲 n n=1 n=2 n=3 

リンク 障害物 

図 2 リンク周りの探索 



ここで𝒒𝒊は新たな軌道の𝑖番目のステップの関節角度

であり，𝒒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡は乗り換え開始時の関節角度である． 

�́�の中で最も先のステップの姿勢を遷移先の姿勢と

する． 

4. 実験 

4.1 実験環境 

 オープンソースロボットシミュレータの

Gazebo[5]を用いて検証を行った．ロボットはトヨタ

自動車株式会社の生活支援ロボット (HSR)[4] を使

用した.このロボットは，台車3自由度，腕部5自由度

の計8自由度を有している．環境認識は，ロボットの

頭部に取り付けられているRGB-Dセンサと，ロボッ

トの足元部分に取り付けられた測域センサによっ

て行った．センサから得られた3次元点群を一辺

50mmのボクセルからなる表現に変換した． 

4.2 検証用タスク 

 タスクとして，机上の目標位置に手先を動かす動

作を行わせた．障害物は図4上部のように動作中に

机上に出現させた． 

4.3 動作データの収集 

 動作のデータセットは，実験環境と同様な環境に

て机上の物体を把持する動作をCBiRRT[3]によって

生成することで収集した.本実験では10000個の動

作データを使用した． 

4.4 結果 

4.4.1 再計画の性能 

MPNet[2]，CBiRRT [3]と提案手法の結果を比較す

ることで性能を評価した．結果は表1のようになっ

た．ここでの再計画時間は，衝突判定が起こってか

ら把持姿勢までの計画に要した時間である．ただし，

提案手法のCBiRRTによる最終位置の調整は動作中

に行なうことができるため，それにかかる時間は無

視している．また，平均実行時間は関節を速度上限

で動作させた場合の理論値である．提案手法は，

MPNetによる手法の63%の時間で計画することに成

功し，成功率は0.16ポイント上回った．また，CBiRRT

と比較し，成功率は0.06ポイント下回ったものの，

28%の時間で再計画することができている．しかし，

実行時間を見てみると他手法と比べ，約1.4倍程度

長くなる結果となった．これは，提案手法によって

生成される軌道はデータセットから生成されるた

め，余分な回避動作が含まれることが原因であると

考えられる． 

4.4.2 検索によって得られる軌道 

 図4下段に検索によって得られた動作のSVを可視

化した様子を示す．検索によって得られた動作の最

終手先位置と目標手先位置のズレは平均79mmであ

り，目標の近くまでの動作が検索によって得られる

ことが確認できた．また，データセットから検索に

かかる時間は平均12msであり，高速に検索が可能で

あることが確認できた． 

5. まとめ 

 本稿では，SVの検索を利用する先行研究を拡張し，

動作計画の段階では考慮されていなかった障害物

を見つけたとき，それを避けられる動作をその場で

生成できる方法を提案した． 

 今後は軌道長の短縮や、より即応的な動作計画を

可能とするための手法の改良を行っていく． 
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表 1 50 環境での実験結果 

初期 SV(障害物無し) 新規 SV(障害物有り) 

障害物出現 

図 4 検索によって得られる動作の SV 

 

初期環境 


