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1. はじめに
人型ロボットの動作設計は，ロボットが環境や自己

と干渉しない等の幾何学的条件や，転倒しない等の力
学的条件を満たす数十個の関節軌道を求める大規模境
界値問題である．人型ロボット普及のためには，この
困難さを感じさせず，専門知識がなくとも動作設計可
能な手段が必要となる．これまでに，与えられた動作
軌道を，幾何学的・力学的拘束条件を満たすように修
正する方法が提案されてきた [1][2]．修正前に与える動
作概略は，モーションキャプチャ[3]や人形型デバイス
[4]を用いて作成する方法があるが，大掛かりな装置が
必要となる問題がある．これに対し，CGアニメーショ
ンの分野で利用されている，キーフレームの補間 [5]に
よって動作を作成する方法は，コンピュータがあれば
手軽に行える．これをロボットに応用する場合，環境と
の接触を正確に維持する等，特定身体部位の振る舞い
を陽に記述することが重要となる．Nakaokaら [6]は，
人型ロボットの足裏と地面との接触/非接触を陽に拘束
する足軌道の自動設計法を提案した．より一般的な全
身動作を考えると，任意の部位を陽に拘束できること
が望ましい．また，身体部位と環境や他の部位との干
渉を自動で解決できれば，動作設計がより簡単になる．
筆者らはこれまでに，任意の部位を陽に拘束する動作
設計法 [7]と干渉のない姿勢作成方法 [8]を提案した．
しかし，特徴的な姿勢を補間した姿勢において干渉す
る可能性がある．
本稿では，NURBSによって補間軌道を作成し，制

御点を変化させることで干渉のない動作を設計する方
法を提案する．制御点の探索にはRRT-Escapement[9]

を利用する．これにより，効率的に動作を求めること
が可能となる．

2. 人型ロボットの動作設計
ロボットの姿勢を，体幹リンクの並進・回転を表

す 6 変数および全関節変位を並べたベクトル q =

[ q1 q2 · · · qn]T によって定義する．人型ロボットの動
作設計とは，様々な幾何学的・力学的条件の下で，初
期時刻 t = 0および終端時刻 t = T において与えられ
た境界条件 q(0) = q0および q(T ) = qT を満たす qの
時間軌道 q(t)を求める問題である．
キーフレームアニメーションに基づく動作設計は，動

作中の特徴的な姿勢（キーフレーム）を複数用意し，そ
れらの補間によって q(t)を得る方法である．ロボット
の動作設計においてはさらに，幾何学的・力学的拘束条
件を満たすよう q(t)を修正する後処理が施される．拘
束条件の多くは空間・環境に対するロボットの位置・姿
勢に関するものである．そこで，キーフレームを単純
に時刻 t = Tkにおける qによって定義するのではなく，

(a) t = T1 (b) t = T2 (c) t = T3

図 1拘束条件が一貫しないキーフレーム

姿勢編集中に陽に拘束されたリンクの位置・姿勢のセッ
トによって定義する．すなわち，i番目リンクの位置・姿
勢をそれぞれpi ∈ R3，Ri ∈ SO(3)とおくと，t = Tkに
おけるキーフレームはF [k] ≡ {i ∈ IC [k]| {Tk,pi,Ri}}
と表せる．ただし，IC [k]は離散時刻において陽に拘束
されるリンクインデックスの集合である．多くの場合，
F [k]の次元（拘束条件の数）は qの次元 n（ロボット
の自由度）より小さく，F k に対し qは冗長性を持つ．
このことは，運動修正における解空間をより大きく設
けるのに役立つ．

以上のように定義したキーフレームを補間し，幾何
学的条件を満たす動作を設計する場合，以下の 3つの
問題を解決する必要がある．

1. 隣接キーフレーム間の不整合
2. キーフレームにおける干渉
3. 補間姿勢の干渉

1とは，ある IC [k]と，それに隣接する IC [k+1]と
で，それぞれに含まれる要素が異なる可能性がある問
題である．例えば図 1のような 3つのキーフレームが
与えられたする．各々の図において，青色のリンクが
陽に拘束されている．両足は全キーフレームにおいて
拘束されているが，右前腕および左手は 2番目のキー
フレームにおいてのみ拘束されている．したがってこ
のままでは，右前腕と左手の補間軌道を作成すること
はできない．これは 3章に述べる方法 [7]で解決する．
これにより，任意のリンクに作業空間で条件を与える
ことが可能となる．

2は，作成したキーフレームにおいてロボットの身
体部位が他の部位や環境に侵入する可能性がある問題
である．これは 4章に述べる方法 [8]で解決できる．

3は，すべてのキーフレームにおいて干渉が解決さ
れているとしても，それらを補間する軌道上で干渉が
起こる可能性がある問題である．本稿では，5章でこ
の解決方法を提案する．
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(a) 初期の軌道
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(b) 作り直した軌道

図 2 拘束条件が一貫しないリンクのノミナルな補間軌
道と実際の軌道

3. 隣接キーフレーム間の自動整合 [7]
図 1のようにキーフレームが一貫しない場合，以下

のように解決する．まず，t = T1および t = T3におけ
る編集時の（拘束されていない）右前腕の位置・姿勢を
用い，図 2(a)のようにノミナルな補間軌道を作成する．
最終的に出力される右前腕軌道は t = T2においてのみ
与えられた拘束条件を満たせばよい．そこで軌道と同
時に，t = T1，T3 において 0，t = T2 において 1，そ
れ以外の時刻では 0と 1の中間値をとるような時変重
み関数を与える．これによって，陽に指定された拘束
条件を優先しつつ，右前腕が t = T2における位置・姿
勢に向かって滑らかに運動する軌道が得られると期待
される．しかし，t = T1，T3において重みが 0になる
と右前腕は完全に非拘束となるため，図 2(a)のように
t < T1，t > T3 における位置・姿勢によってはこれら
の点で軌道が不連続となる可能性がある．そこで，一
度求めた q(t)から計算される t = T1，T3 における右
前腕の位置・姿勢を用いて，図 2(b)のように改めてノ
ミナルな補間軌道を作成し直す．以上により，キーフ
レームが一貫しない場合でも連続な軌道 q(t)を求める
ことができる．

4. 姿勢編集における干渉の自動解決 [8]
ロボットの姿勢編集には，Yamane ら [10] のピン・

ドラッグインターフェースを利用する．これは図 3に
示すように，幾つかのリンクを空間に拘束（ピン留め）
し，別のリンクをマウス等の入力デバイスでドラッグ
することで拘束する身体部位の位置・姿勢を与え，逆
運動学によって qを求めるものである．しかし，姿勢
編集中に身体の一部が他の部位または環境と干渉する
可能性がある．
いま，図 4(a)の操作を行い，図 4(b)のように自己

干渉が発生したとする．このような場合，干渉したリ
ンクに対し，直前の編集状態の位置・姿勢を維持する
ような拘束条件を与える．そして再度姿勢を求めるこ
とで，図 4(c)に示すように自己干渉を解消する．ただ
し，自己干渉回避後は，この状態に維持する必要がな
いため，拘束条件は削除する．
ところで，人型ロボットが運動するには，環境と身

体部位が適切に接触し，力学的に相互作用する必要が
ある．図 5(b)のようにあるリンクが環境と干渉してし
まった場合，それを解消するように環境とそのリンク
を引き離すだけでは不十分である．よって，干渉発生直

図 3ピン・ドラッグインターフェース

図 4自己干渉の解消

図 5環境との干渉の解消

前の編集状態において環境に最も近いリンクに対して，
環境と接触するような拘束条件を付加する．そして再
度姿勢を求めることで，図 5(c)に示すように環境との
干渉を解消する．ただし，姿勢修正後も干渉が回避で
きない場合は姿勢を更新しない．また，図 5(e)のよう
に再度干渉が発生した場合は，拘束条件が与えられて
いないリンクの中で最も環境に近いものに拘束条件を
付加する．そして，図 5(f)のように干渉を解消する．

5. 動作設計における干渉の自動解決
5.1 NURBSによる補間軌道作成

補間動作の干渉を回避するためには，軌道そのものの
修正が必要となる．このため，形状表現に比較的自由度
の高いNURBS(Non-Uniform Rational B-Spline)を用
いる．次数を d，制御点および重みを ci, wi(i = 0 ∼ n)，
ノット列を tj(j = 0 ∼ n + d + 1)とすると，NURBS

は次のように定義される．

c(t) =

n∑
i=0

wiNi,d(t)ci

n∑
i=0

wiNi,d(t)

(1)
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Nj,0(t) ≡

{
1 (if tj ≤ t < tj+1)

0 (otherwise)
(2)

Nj,k(t) =
t− tj

tj+k − tj
Nj,k−1 +

tj+k+1 − t

tj+k+1 − tj+1
Nj+1,k−1

(3)

NURBS曲線の形状変化に最も大きな影響を与える
のは制御点である．このため，あるリンクに干渉が発
生した場合，そのキーフレーム間に存在する制御点を
修正することで干渉を回避することにする．また，こ
の修正によって軌道が速度不連続とならないようにす
る．したがって，キーフレーム間には少なくとも，

1. 干渉を避けるための制御点
2. 速度を連続に保つための制御点

の 2つが必要となる．また，t = Tk においては，キー
フレームでの位置・姿勢となるべきである．これらの
条件を満たすため，d ≥ 3，両端のノットが d + 1 重
複，その他のノットが d重複した NURBS曲線を採用
することにする．なお，重複とは同じ値が続くこと指
す．たとえば 3重複であれば同じ値が 3つ続く．このよ
うなNURBS曲線は有理 Bezier曲線と一致し，さらに
制御点の重みをすべて 1.0とした場合は Bezier曲線と
一致する．本稿では，図 6に示すような 3次のNURBS

曲線によって補間軌道を作成する．そのため，n個の
キーフレームから動作を作成する場合，初期の制御点
cj(j = 0 ∼ 3n− 3)は次のように設定する．

c3k = pi,k (4)

c3k+1 = c3k +
w3k−1

w3k+1
(c3k − c3k−1) (5)

c3k+2 = c3k +
1

2
(c3k+3 − c3k) (6)

ここで，pi,k は離散時刻 Tk における i番目リンクの位
置である．ただし，支持足のような環境と接触するリ
ンクは，不注意に補間軌道を作成すると干渉や離脱が
発生してしまう．そこで，隣接するキーフレームで接
触拘束が与えられ，位置・姿勢が不変であるリンクは，
その区間のみ，次式で制御点を設定する．

c3k = c3k+1 = c3k+2 = pi,k (7)

姿勢の補間軌道を作成する場合は，pi,kを ei,kに置き
換えて式 (4)(7)を用いる．ここで ei,kは，離散時刻 Tk

における i番目リンクの姿勢を表すオイラーパラメー
タである．なお，本稿では簡単のためすべての制御点
の重みは常に 1.0とする．

5.2 制御点の移動による補間軌道の変化

Tk < t < Tk+1 において干渉が検出された場合を考
える．なお，以下ではこの範囲を区間 kと呼ぶ．この
とき，この区間において干渉したリンクの補間軌道を
変更することで干渉解消を試みる．そのために，図 7

に示すように，3k + 2番目の制御点を移動させる．こ
れと同時に，時刻 Tk+1において速度が連続となるよう
に，式 (5)に従って制御点 c3(k+1)+1を移動させる．こ

図 6NURBSで作成した補間軌道

図 7補間軌道の変化

の結果，図 7に示すように，区間 kおよび k + 1の補
間軌道が変化する．ただし，区間 k + 1の制御点を式
(7)によって作成している場合は，制御点 c3(k+1)+1を
移動させない．このような干渉解消操作を区間 0から
区間 n − 2まで順に行うことで，全区間における非干
渉を保証できる．

5.3 制御点の探索

区間 kにおいて l個のリンクが干渉した場合，l個の
制御点を移動させ，位置の補間軌道を変更する．その
ため，l個の制御点を並べたベクトルをφとし，3l次元
空間で探索を行う．初期位置から逐次的に範囲を拡大
して探索を行うため RRT-Escapement[9]を利用する．
これは，干渉した点近傍から少しずつ探索範囲を拡げ
ていき，干渉のない点を見つけた時点で終了する方法
である．新たな点 φnew は次式で追加していく．

φnew(j) = φnear(j) + ε
φrand − φnear(j)

|φrand − φnear(j)|
(8)

φnew(j)は j ステップ目で点列に追加された点であり，
φrandはランダムに生成された点，φnear(j)は jステッ
プ目までに追加された点の中で φrand に最も近い点で
ある．点 φnew(j)から作られる補間軌道を与えて逆運
動学により計算される q(t)がこの区間で干渉しなけれ
ば探索を終了してその軌道を採用し，次の区間の探索
へ移行する．以上により，全区間で効率的に干渉回避
を保証する軌道を見つける．

6. 動作設計例
人型ロボットmighty[11]を用いた動作設計例を 2つ

示す．このロボットの全高は約 0.6[m]であり，全関節
数は 20である．なお，制御点探索時のパラメータは，
ε = 0.01[m]とした．まず，床と階段がある環境で図 8
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図 8階段を上るためのキーフレーム

(a) 干渉回避前 (b) 干渉回避後

図 9右足底の補間軌道

に示すようなキーフレームを与えて動作設計を行った．
図中で緑色のリンクは，姿勢編集中に自動で接触拘束条
件が与えられていること，紫色のリンクは設計者が拘束
条件を与えていることを表す．図 9(a)に初期の右足底
の補間軌道を，図 9(b)に RRT-Escapement実行後の
補間軌道を示す．初期の補間軌道では，キーフレーム間
で足先が階段に干渉するのに対し，RRT-Escapement

実行後は，足先を持ち上げるような補間軌道になるた
め，干渉は発生しない．左足底も同様の補間軌道とな
り，全身で干渉のない動作が求められた．
次に，椅子と机がある環境で図 10に示すようなキー

フレームを与えて動作設計を行った．これは，座った状
態から立ち上がり，机の下の物体に手を伸ばした後，そ
れを机の上に置くような動作である．そのため，キー
フレーム 2 および 3 において右手先に拘束条件を与
えている．図 11(a)に初期の右手先の補間軌道を，図
11(b)に RRT-Escapement実行後の軌道を示す．初期
の補間軌道では右手先が机と干渉してしまうが，RRT-

Escapement 実行後は机を避けるような補間軌道にな
り干渉が解消された．
以上のように，提案方法を用いることで，自動で干

渉のない動作を作成できた．

7. おわりに
本稿では，キーフレームを利用した動作設計におい

て，補間によって作成した姿勢の干渉を自動解決する
方法を提案した．これは補間軌道をNURBSで作成し，
キーフレーム間に存在する制御点を修正することで実
現する．その際，RRT-Escapementを利用することで，
制御点の初期位置近傍から少しずつ探索を行い，干渉
のないことを保証する補間軌道を効率的に求めること
が可能となる．
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図 10物体移動のためのキーフレーム

(a) 干渉回避前 (b) 干渉回避後

図 11右手先の補間軌道
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