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An efficient method to plan a series of support transitions of a humanoid robot in rather complex life environments
is proposed. It utilizes a simple navigation along a guiding path in a sparse area and a random-sampling approach
in a dense area. The difficulty is that it is not trivial how to judge the space is sparse or dense. The method
first find an approximated path of a variable-volume box, which measures the complexity of the environment and
simultaneously find a partial collision-free space. The representation of the robot body automatically conforms
to the complexity of the environment.
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1. はじめに

人型ロボットは，人と類似した外観と大自由度を活かした生活

支援ツールとして期待される．これを実現するために，生活環境

程度に複雑な環境でタスク遂行するための運動を計画する技術が

必要である．

運動計画とは，地面との接触を維持した上での障害物回避やロ

ボット自身の身体部位同士の衝突を回避するための幾何学的拘束

条件，滑りや転倒を回避するための力学的拘束条件の下で，数十

個の関節の変位と速度がなす大次元空間内で軌道計画する問題で

ある．地面との接触状態は不連続に変化し，接触状態に応じて転

倒しないような加速度の許容範囲が決まる．このように，幾何学

的拘束条件と力学的拘束条件は互いに複雑に入り組んでおり，条

件を満足する数十次元の軌道を求めるのは容易ではない．

比較的簡単な環境ならば，有限個の典型運動の組み合わせ [1]

や，歩幅や足上げ高さなど少数のパラメータによる運動表現

[2, 3]，単純形状による身体表現 [4]などによって探索空間の次元

を落とし，効率よく軌道を求める方法が提案されている．

一方，複雑な環境においてはこれらのような直感的方法を用い

ることはほぼ不可能であり，ランダムサンプリング [5, 6]により

軌道を伸ばしていく技術 [7, 8, 9, 10]が有効であることが知られ

ているものの，要求される計算量は大きい．環境の複雑さに応じ

て探索空間の次元を適合させることが現実的な方法といえる．し

かし，現在どのような次元でロボットの身体を表現することが適

切であるかを判断する方法は自明でない．

本研究では，まず体積可変な単純形状によって身体を表現し，

これを用いて環境の複雑さの判断と軌道探索を同時に行う方法

を提案する．単純形状が全身を包含する十分な体積を持つ部分経

路においては，その中を通るような軌道を単純な方法により求め

る．また，単純形状が小さい部分経路においては，足や腕を変形

し障害物回避する軌道をランダムサンプリングにより生成する．

2. 体積可変形状による環境の複雑さ判断と軌道探索

壁や障害物の形状・場所の情報が与えられ，環境中の物体は動

かず変形しないといった条件の下で運動計画を行う．体積可変な

Fig.1 image of the propsed method

直方体を用いて，与えられた初期位置・目標位置を接続する軌道

探索を行う．これにより，単にロボットが包含されるかどうかを

判断する指標とするだけではなく，得られた直方体の経路を軌道

計画時に体幹配置軌道の基準とすることで障害物回避を保証し，

身体表現を単純化することを可能とする．また，身体表現を単純

化した場合には計画がうまくいかない場合は，干渉回避を保証す

るまで詳細な計画を行う身体部位を拡大することで，効率的に多

様な運動を計画する．

ここで，体積と長方体の中心位置や水平面内での回転角を含

むベクトルを r とする．体積可変な直方体による軌道探索では，

RRT-Connect[6]を用いて式（1）に示すように乱数により生成す

ることで，初期位置と目標位置を結ぶ経路を効率的に探索する．

乱数により生成した直方体を rrand，その直方体の最近傍に存在

する直方体を rnear としたとき， rnear から rrand へ距離 ε だけ

伸ばした直方体 rnew を生成する．図 7に生成方法の概念図を示

す．また，この際に利用する距離として式（2）を用い，直方体の

中心位置のユークリッドノルムとする．

rnew = rnear + ε
rrand − rnear

d(rrand − rnear)
(1)

d(ri, rj) =
√
(ri, rj)2x + (ri, rj)2y + (ri, rj)2z (2)

εは 10−2 ∼ 10−1 程度で任意に設定できる定数で，直方体間の距
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離である．これにより生成した直方体 rnew を追加していき，初

期位置と目標位置を結ぶ直方体による経路を出力する．

ロボットが包含される直方体の体積を基準として，環境の複雑

さを評価する．これにより，干渉回避を保証する部分経路と干渉

回避が困難である部分経路を切り分ける．概経路が十分大きい部

分であれば干渉回避を保証しうるため，身体表現を単純化して体

幹・両足軌道の計画を行う．すなわち，概経路内での移動であれ

ば，自己干渉回避や可動域内での移動を保証するような両足・体

幹軌道を計画し，上半身やその他の関節角を一定値として逆運動

学を解くことで，概経路の中心軌道に沿ってロボットの体幹が移

動するような運動を計画する．これにより，十分に大きな部分経

路について身体表現を単純化して効率的に運動を計画する．逆運

動学を解く際の誤差などにより干渉回避を保証しない場合また，

概経路が狭くロボットが包含されないと判断された場合は，計画

時に考慮する関節角の数を増やしていき，脚や腕の変形を伴った

詳細な身体表現を与えることで，干渉回避を保証する運動を与

える．

以上により，身体表現を単純化した計画方法と，身体表現を詳

細化しランダムサンプリングにより計画する方法の 2つの方法を

使い分けることで，運動の多様性と計画の計算効率をバランスさ

せた効率的な運動計画を行う．

3. 環境の複雑さに応じた 2段階の支持状態遷移計画

3.1 運動計画

人型ロボットの運動計画では，一般に以下の条件を満たす計

画を行う．ロボットの関節角と体幹位置・姿勢を含むコンフィグ

レーション q とすると，初期コンフィグレーション qinit と目標

コンフィグレーション qgoal を結び，かつ以下の条件を満たす軌

道 q (t)，(Ti ≤ t ≤ Tg) を計画する．提案方法では，離散的な

支持状態遷移計画と連続軌道計画の 2段階からなる計画を行う．

このうち，指示状態遷移計画を扱う．離散的な支持状態遷移計画

は，隣接する支持状態において一方の足の接地状態が同じである

ような両足が接地した状態を計画する．すなわち，初期位置から

目標位置までの運動において，どのような接地状態を与えるかを

計画する．また，これにより力学的拘束条件が定まる．

以下の条件を満たすように，離散的な支持状態 [q1,q2,· · · qN ]

を計画する．

1 q1=qinit qN=qgoal

2 qi ∈ Ccontact, 1 ≤ i ≤ N

3 qi,qi+1,(1 ≤ i ≤ N − 1) において両足のうち一方が同じ

位置，姿勢にある

以上を満たすような支持状態を計画する．2は常に環境と接触し

ながら移動する条件であり，Ccontact はロボットが環境と接触し，

かつその他の身体部位が自己干渉や環境との干渉を起こさないコ

ンフィグレーションの集合である．3は跳躍を行わないための条

件である．

3.2 身体表現を単純化した計画

概経路が十分広い空間内においては，身体表現を単純化した支

持状態遷移計画を行う．ここでは身体を表現するために，体幹配

置と両足配置を計画する．それ以外の部位に一定の値を与え，逆

運動学を解くことで姿勢を与える．両足・体幹配置の計画には，
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Fig.3 translated a foot into one contact with ground

Kobayashi[11]らの方法を用いる．この方法は，計画する踏み出

し足の候補を限定し，踏み出し足が干渉しない領域内で，かつ可

動範囲内にある領域（許容踏み出し足領域：図 2（a)) 内の候補

のみを考える．また，体幹の初期位置と目標位置，経由点から計

画時の配置候補となる補完曲線（図 2により足配置同士，体幹配

置同士を結ぶ曲線：図 2(b)仮想レール）を作成する．

φB,k(s) = (1− s)φB [k] + sφ∗
B (3)

上式の媒介変数 s（0 ≤ s ≤ 1) を最大とする足配置を計画する．

ここで，φB [k] は現在の体幹配置，φ∗
B は目標体幹配置，足配置

列である．この媒介変数により定義される曲線上と踏み出し足領

域との共有部分で最大の一歩を踏み出すように計画を行う．

以上により両足の干渉なく，可動域を守った目標位置へ到達可

能な体幹・両足配置を与える．しかし，この方法は環境との干渉

回避を保証するものではないため，干渉回避を保証する必要と，

仮想レールのための目標体幹軌道を与える必要がある．

直方体による概経路の中心軌道を体幹軌道として与え，上記の

方法により両足・体幹配置を計画することで，干渉回避を保証す

る直方体の中心軌道近傍での運動を計画する．概経路内を移動す

るため，身体表現を詳細に考慮することなく障害物回避しうる．

ただし，床面との接触状態を保証しないため，図 3 に示すよう

に，z軸方向での最近傍点への平行移動と，地面と足裏の接触状

態を与える最小回転角における足裏の姿勢変換を行う．z軸方向

での平行移動させて地面との接触状態を与えることで，概経路内

での移動を維持する．この時の両足・体幹配置を拘束条件として

与え，目標位置との誤差最小化問題をとくことで姿勢を与える

[12]．逆運動学を解く際の誤差により干渉回避が完全には保証さ

れず，身体表現を詳細化することで干渉回避を保証するような軌

道の修正が必要な場合がある．

3.3 身体表現を詳細化した計画

身体表現を単純化した際の計画により拘束条件を満足しない場

合や，概経路が十分に広くない部分経路内での計画では，身体表

現を詳細化して拘束条件を詳細に考える必要がある．しかし，全

探索では計算が爆発するため，ランダムサンプリングを用いて
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Fig.4 motion planning using RRT-Connect

効率的な運動計画を行う Nishi ら [10] の方法を用いる．これは

RRT-Connect[6]による計画方法であり，体幹位置・姿勢と各関

節角の値を含むコンフィグレーション q を図 4 に示すようにラ

ンダムサンプリングにより生成する．ランダムに生成した姿勢

qrand とその姿勢の最近傍にある姿勢 qnear から，式（4）により

生成した関節角変位などを含む姿勢 qnew を，qnear に接続するこ

とで，効率的に計画する．

1. ランダムに生成したコンフィグレーション qrand の最近傍

ノード qnear を探索する．

2. 式（4）により距離 ε伸ばしたコンフィグレーション qnew

を生成する．

qnew = qnear + ε
qrand − qnear

‖ qrand − qnear ‖
(4)

ここで，コンフィグレーション間の距離を以下の式式（5）

により定義する．

d(qi, qj) = max
1≤k≤Nl

‖ pk(qi)− pk(qi) ‖ (5)

ここで Nl はロボットのリンク数，pk(q)は q における k

番目のリンクの位置を表す．

3. qnear と qnew から地面にと接触する両足の目標位置・姿勢

を求め，その拘束を満たすようにコンフィグレーションを

修正する．両足の目標位置・姿勢を以下のように定める．

– 一方の足は qnear と共通の位置・姿勢

– 他方の足は qnew の位置と最近傍にある環境上の位置

pc，qnew の足の姿勢から最小回転角で地面と面接触

する姿勢．

4. 両足裏が環境と接触するコンフィグレーションを最近傍

ノードの子ノードとして追加する．

3における地面との接触のための変換は，以下の過程により行わ

れる．足と床との最近傍点対を探索し，各点での面との法線方向

のベクトルを v1，v2 とする．このとき，床面でのベクトル法線

v1 に一致するように v2 を変換する（v1，v
′

2)．以上により図 5

に示すように，足の４隅の点が環境と接触する支持状態を得る．

また，Nishiらはランダムサンプリングによる鋸歯状の経路を

NURBS による平滑化と Dijkstra 法や移動平均を用いた軌道の

間伐を行うことで，無駄の少ない効率的な運動を出力する．身体

表現を詳細化した部位に対して上記を用いることで，効率的に運

動の多様性を増加させる．運動の多様性を重視し，適用できる環

境が増えたものの計算時間も徒然に増えてしまう．実際，今回想

定した環境においての移動で 105 程度かかる場合もある．3.2節に

示した単純化した計画では，適した環境では 100s 以下の計算時

間であるため，これらを用いることで効率的な運動を計画する．

Fig.5 contact enforcement

(a) (b)

(c)

Fig.6 simulation environment

(a)a generated
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using RRT

(b)a generated path

of the rectangular

(c) different veiw

angle of (b)

Fig.7 serach and evaluate a path and the environment

4. シミュレーション

設定した実行環境を図 6に示す．机と，複数の椅子，TV台と

TV，ゲートと段差，階段，スロープなどを有する環境であり，生

活環境を想定した．初期位置と目標位置，概経路にロボットが包

含される限界の大きさ，RRT-Connectにより最近傍ノードから

ランダムに生成したノード方向に伸ばす距離 εを与えた後，プロ

グラムを実行した．

この時に得られた概経路の一例を図 7 に示す．71 回実行した

結果，実行時間は 1.5 ± 0.94 × 10−1s であった．この概経路に

より環境を判断し，その後の計画方法を切り替えた．図 7 に示

す概経路により環境を判断し，その後の計画方法を切り替えた．

また，この概経路を計画するための計算時間は，2.0 × 10−1 で

あった。

得られた概経路においてロボットが包含される部分経路を考

え，仮想レールを用いた計画を行った結果が図 4.であり，この時の

実行時間は 9.0× 10−2sであった．また，概経路の狭い部分経路

において平滑化と間伐を含むランダムサンプリングによる計画を
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(a)proposed method

(b)the portion of the (a)

using virtual rail

(c)the portion of the (a)

using RRT-Connect

Fig.8 planned motion by proposed method

図 8 に示す．ランダムサンプリングによる計画時間は，17.098s

であった．以上のように，概経路を用いた身体表現の適合により

計画したとき，全体として 17.388sの計算時間であり，この時の

計画結果を図 4.に示す．

仮想レールによる計画では，ゲートをくぐり抜ける動作が出力

されず，また，障害物回避を保証しないため，想定した環境中で

は計画が不可能であった．また，Nishiらの用いたランダムサン

プリング単体で計画を行ったときは，計画ができるものの，計算

時間が 103 ∼ 104 以上であり提案方法が計算時間において優れて

いると言える．しかし，仮想レールの計画部分において踵部分が

階段と干渉していることがあった．これは，環境に接地するよう

に移動させる際に，外経路外にロボットが出てしまわず足裏中心

が環境と接地するように，z軸方向に平行移動するという処理を

行ったためである．概経路内での移動を保証するために z軸方向

の平行移動は妥当であるが，干渉回避を保証するために，その平

行移動後の位置近傍で探索を行い，干渉回避を保証するような姿

勢にすることが考えられる．また，身体表現の粒度が粗いため，

より段階的に身体表現を詳細化することで，計算効率と運動の多

様性のバランスをより良くする効率的な計画を行う予定である．

5. 結言

本稿では，直方体による概経路により身体表現を単純化しうる

部分経路を判断し，概経路の中心軌道に沿うように目標体幹配置

を指定することで，干渉回避と計画時に考慮する関節角を少なく

した．また，干渉回避を保証しない部分経路においては身体表現

を詳細化し，ランダムサンプリングにより効率的に計画した．上

記により複雑さの評価とそれに応じた身体表現の適合を行う計画

を提案し，計画全体として，単純化した計画単体よりも多様な運

動を出力し，ランダムサンプリングによる計画よりも計算効率が

少ない，計算効率と運動の多様性のバランスがとれた計画である

ことを示した．

今後の予定としては，身体表現の詳細化の粒度を上げることに

より，段階的に身体表現を詳細化するさらなる効率化を行う．ま

た，今回扱っていない動的安定性を考慮することで実現可能な運

動を計画した際に，効率化を行うことができることを確認する．
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