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解 説

逆運動学の数値解法
Numerical Solution of Inverse Kinematics

杉 原 知 道∗ ∗大阪大学
Tomomichi Sugihara∗ ∗Osaka University

1. は じ め に

運動の変換は，力の伝達と並ぶ機構の主要な役割の一つ
である．逆運動学は，機構の効果器に所望の変位を与える
駆動器の変位を得る計算であり，疑う余地なく，機構を制
御する上で最も重要な計算である．しかし，逆運動学には
一般解とよべるものが存在しないこともまた，数学的事実
として知られている．このことは次章で説明する．
上記のことを曲解してはならない．機構成立条件を満た

している機構には，必ず効果器の変位から駆動器の変位へ
の写像が存在する．実在する，あるいは実在し得る機構で
あれば逆運動学には解が存在すると換言してもよいだろう．
その解を解析的に—すなわち既知の関数と単純な演算によ
る有限回の操作で—得られるか否かという問いに，一般的
な答えがないというだけのことである．そして同じ問いに
肯定的な答えを与えられるのは，特殊な機構に限られる．逆
運動学の解を解析的に導けることを条件に含めた場合，機
構設計の自由度は大幅に低下する．したがって，たとえ解析
的でなかろうと，逆運動学に解を与える手段が提供される
ことは重要である．数値計算による逆運動学の解法は，そ
のような手段として有力である．
本稿では，逆運動学を論じる上で知っておくべき数学的背

景をまず説明した後，数値解法によるいくつかのアプロー
チを紹介する．あらかじめ逃げ道を用意する意図では決して
ないのだが，逆運動学の歴史の長さと関連研究の数に対し，
筆者はあまりに浅学である．見逃してしまっている重要な研
究もあるだろう．そのような例にお気づきになった読者諸兄
から，厳しいお叱りとご指摘を頂戴できれば幸いである．

2. 逆運動学の数学的背景

剛体リンク系として表せる機構に限れば，ベースに対す
る効果器の変位は，各対偶が作る機素間相対変位の有限回
の加算・乗算と三角関数で表せる．具体的な演算は，ベー
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スと効果器とをつなぐリンク連鎖の対偶の構成と配置で決
まる．ベースから効果器に至る道筋を与えるリンク連鎖は
一つとは限らない．連鎖が N 本あるならば，同一の効果
器の変位を与える N 個の方程式が，すべての対偶の変位
間に成り立つ拘束条件，および対偶の変位と効果器の変位
との関係式を兼ねる．逆運動学は，これらの連立方程式を
駆動器の変位を表す変数について解く問題になる．
三角関数は，適当な変数変換により有理関数として表せ

る．例えばある角度（ラジアン）θ に対し t = tan(θ/2) と
おけば，sin θ = 2t/(1 + t2)，cos θ = (1− t2)/(1 + t2) と
なる．したがって，これらの和と積で構成される個々の方
程式もまた有理式で表現可能である．分母が非零となるの
は自明であるので，通分すればこれは結局，多元多次方程
式に帰着する．
対偶の数がそのまま方程式の元数となる．次数が問題で

ある．Pieper [1]は，6個の回転対偶からなる直鎖機構の場
合，これが 524,288次になると見積もった．約分等を一切
しない大雑把な試算であるため，事実よりも大きな値になっ
ている．実際にはたかだか 16次であることが Raghavan，
Roth [2]により示された．また解が 16個（理論上の最大
個数）存在する機構が実際に発見された．五次以上の方程
式には解の公式が存在しないという強固な事実が，逆運動
学に一般解が存在しないことの説明となる．

3. 6自由度ロボットアームの逆運動学

効果器に位置・姿勢の 6自由度を持たせられる最小構成
の機構は，1自由度対偶 6個からなる直鎖機構である．回転
関節を 6個持つロボットアームはその典型例であり，実用
事例も多いため，1980年代から 90年代にかけて盛んに研
究がなされた．Manocha，Canny [3]は，Raghavanら [2]

の示した六元 16次方程式の効率的解法を議論している．
前章で述べたとおり，この最小構成でさえ逆運動学に一

般解は存在しないのだが，上記の Pieper [1]で，6本の関
節軸のうちいずれかの連続する3本が 1点で交わるならば，
比較的容易に解を解析的に求められることが指摘された．交
わっている 3軸を姿勢の 3自由度に，残りの 3軸を位置の
3自由度に割り当て，位置の逆運動学と姿勢の逆運動学を
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Algorithm 1 (q1, q2)←IK(p∗, ξ∗)
1: Define q2,0 arbitrarily
2: k ← 0
3: q1,k = f(p∗;q2,k)
4: if ‖ξ(q1,k, q2,k)− ξ∗‖ < εξ then
5: return (q1, q2)← (q1,k ,q2,k)
6: end if
7: q2,k+1 = g(ξ∗;q1,k)
8: if ‖p(q1,k, q2,k+1)− p∗‖ < εp then
9: return (q1, q2)← (q1,k ,q2,k+1)
10: end if
11: k ← k + 1
12: Go to 3

分離して解けるからである．この場合，位置の逆運動学は
三元四次方程式を解くことに帰着される．四次方程式には，
解を与える Ferrariの公式の存在が知られている．ただし
実用上は，発見的に解を求めることが多い．産業用ロボッ
トアームの多くは，上記のような関節配置をとっている．
このことを利用した，（関節軸が必ずしも互いに直交して

いない）6自由度ロボットアームの逆運動学の数値解法が，
高野 [4]によって提案されている．その骨子を紹介しよう．
まず，関節変位を表す 6個の変数を二つのグループ q1，q2

に分ける．効果器の位置 p および姿勢 ξ（例えば角軸ベク
トルなど）は，次のような q1，q2 の関数となる．

p = p(q1, q2), ξ = ξ(q1, q2) （1）

これに対し，q2 が与えられた下での p から q1 への逆写
像 f，および q1 が与えられた下での ξ から q2 への逆写
像 g をそれぞれ次のように定義する．

q1 = f(p; q2), q2 = g(ξ; q1) （2）

これらは初等解析あるいは幾何的な方法によって簡単に求
まる．なお，どちらも多価関数となることに注意されたい．
本方法を Algorithm 1に示す．p∗ および ξ∗ は所望の

効果器位置および姿勢，εp および εξ は終了判定に用いる
閾値である（原著には導入されていないが，実用上必要な
ので筆者が定義した）．f および g は多価関数であるので，
q1,k および q2,k は毎回複数個得られ，それらすべてに対
して反復の次ステップを行う．近似的に位置の逆写像と姿
勢の逆写像を分離し，p∗ から q1 のみを，ξ∗ から q2 の
みをそれぞれ更新するわけである．q2 が効果器の位置変化
に及ぼす影響，および q1 が同姿勢変化に及ぼす影響がと
もに十分小さければ，この反復によって位置を p∗ に，姿
勢を ξ∗ にする q1，q2 の組がすべて得られる．
このような反復計算が収束するための条件は，次の二つ

の反復写像がどちらも縮小写像であることである．

q1,k+1 = f (p∗; g(ξ∗; q1,k)) （3）

q2,k+1 = g(ξ∗;f(p∗; q2,k)) （4）

これを保証するような q1，q2 の選び方は自明ではなく，原
著でも議論されていない．経験的に，効果器に近い関節の
変位を q2 にとるのがよさそうだが，それ以上のことを一
般性をもっていうことはできない．ただし，複数の解を求
められること，初期値依存性が低いこと，毎ステップの計
算量が小さいこと等は，利点として挙げられよう．

4. 微分逆運動学

逆運動学を代数的に扱うことは困難である．これに対し
Whitney [5] [6]は，効果器の位置・姿勢と対偶の変位では
なく，おのおのの速度の間の関係に着目した．回転対偶／
直動対偶のみからなる直鎖機構を仮定すると，次式が成り
立つ． ⎧⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩
v =

n∑
i=1

q̇ijLi

ω =
n∑

k=1

q̇ijAi

⇔ u = J(q)q̇ （5）

ただし，v は効果器の並進速度，ω は効果器の角速度，qi は
機構の i番め対偶の変位，nは対偶の数であり，jLi，jAi は
i番め対偶の種類に応じてそれぞれ次のように定義される．

（回転対偶） （直動対偶）⎧⎨
⎩jLi = ẑi × (p− pi)

jAi = ẑi

⎧⎨
⎩jLi = ẑi

jAi = 0

（6）

ẑi は i 番め対偶の可動軸単位方向ベクトル，pi は i 番め
対偶原点の位置ベクトルである．u，J(q) および q はそ
れぞれ次のように定義する．

u ≡
[
v

ω

]
, J(q) ≡

[
jL1 jL2 · · · jLn

jA1 jA2 · · · jAn

]
,

q ≡ [q1 q2 · · · qn]
T （7）

以下，特に断りのない場合 J = J(q) を意味するものとす
る．式（5）は，ある姿勢における効果器速度と対偶の変位
の速度が，局所的に線形な関係を持つことを意味する．行
列 J は Khatib [7]により基礎ヤコビ行列（the basic Ja-

cobian matrix）と名付けられた．これは順運動学を 1回
解けば，式（6）よりただちに計算できる．より効率のよい
計算方法 [8]も示されている．多変数ベクトル関数の微分
であるヤコビ行列とは区別する必要があることに注意され
たい．
所望の効果器速度 u を与える対偶の速度 q̇ を求める計

算を，微分逆運動学とよぶ．これは方程式（5）を q̇ につ
いて解くことにほかならない．6自由度ロボットアームで
は基礎ヤコビ行列は正方行列となり，これがさらに正則で
あれば，方程式（5）は容易に解ける．基礎ヤコビ行列が正
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則でなくなるのは，効果器が局所的にある方向に速度を発
生できなくなる姿勢に陥った場合であり，そのような姿勢
は特異点としてよく知られている．端的には，アームが伸
びきった姿勢が挙げられる．特異点は機構の配位（対偶の
変位の組）q がなす空間内に複雑に偏在し，陥らないこと
を事前に保証するのは困難である．また特異点でなくとも，
効果器の自由度と対偶の合計自由度がそもそも一致しない
機構では方程式（5）は解けるとは限らない．微分逆運動学
の関心は，主にこのような状況への対策にある．以下に代
表的な従来方法を挙げる．
（A）擬似逆行列を用いる方法

Whitney [6]によって提案された．擬似逆行列はMoore-

Penroseの一般逆行列ともよばれる．方程式の右辺と左辺
との差の 2乗ノルムを最小化するもののうち，2乗ノルム
が最小となる解を与えるものである．方程式（5）に対し

q̇ = JT(JJT)−1u （8）

で計算できるとしている文献が散見されるが，これは誤りで
ある．正しくは J の独立な行のみを抜き出して JO とし，

q̇ = JT
O(JOJ

T
O)

−1u （9）

としなければならない．筆者の知る限り，LQ分解を用いる
実装方法 [9]が最も効率が良い．別のアプローチとして小金
澤 [10]は，Sherman–Morrison–Woodburyの公式を用い
て逐次的に行列を更新していきながら，途中で零除算が起こ
らないよう適応的に重み付けを行う方法を提案している．
（B）正則化逆行列を用いる方法
擬似逆行列は，行列のランクによらず常に計算できる一

方，悪条件問題に対して脆弱である．すなわち係数行列が，
互いに独立だが方向が近接している行や，本当は従属して
いるのに数値誤差の影響によって互いに独立に見えてしま
う行を含むとき，過大な解を与えたり，所望の効果器速度
のわずかな違いで解が大きく変化したりする．係数行列の
悪条件化は，特異点近傍においてしばしば起こる．
機構制御においては，効果器の速度を厳密に所望の値に

一致させるよりも，挙動の安定性のほうが重要視されるべき
である．このような考えの下，Nakamura，Hanafusa [11]

は特異点低感度逆行列，Wampler [12]は減衰最小二乗法を
それぞれ独立に提案した．これらは呼び名は異なるが同一
のものであり，Tikhonov正則化の最も単純な応用に当た
る．方程式（5）に対し，次式で計算できる．

q̇ = JT(JJT + λ1)−1u （10）

ただし，λ は減衰因子とよばれる微小な値である．1 は単
位行列である．擬似逆行列が，「方程式の右辺と左辺との
差の 2乗ノルムを最小化するもののうち，2乗ノルムが最

図 1 特異点低感度逆行列解と等価なフィードバックシステム

小となる解」という 2段階の考え方をとっているのに対し，
「方程式の右辺と左辺との差の 2乗ノルムと自身の 2乗ノ
ルムをどちらもほどほどに小さくする解」という考え方を
とる．正則化は，近年注目されている sparse modeling や
deep learning でも用いられる．
可能ならば，効果器速度の厳密性を犠牲にするのは係数行

列が悪条件化したときのみとしたい．このような考えに基づ
き，様々な減衰因子の決定方法が提案されている．具体的に
は，可操作度 [13]を用いるもの [11] [14]，係数行列の最小特
異値を用いるもの [15] [16]，条件数を用いるもの [17] [18]，
方程式の残差の随伴ベクトルを用いるもの [19] 等がある．
また，減衰因子で調節するのではなく，対偶の変位の速度
を陽に制限するもの [20] [21]もある．
式（10）には逆行列が含まれる．実装上は直接逆行列を

求める必要はないが，計算量増加の原因を作っている．こ
れに対し Pechev [22]は，図 1 のブロック線図で表される
システムが式（10）と等価な計算を行うことに着目し，ベ
クトルと行列の乗算の反復のみによって解を得る方法を提
案している．ただし，反復回数が増えれば逆に不利になる．
（C）余因子行列を用いる方法
効果器速度の大きさは所望の値と多少異なったとしても，

方向は厳密に一致させることが要求される作業がある．こ
のような状況を想定し，Nenchevら [23]によって提案され
た．J の逆行列 J−1 は（存在するならば）次式を満たす．

J−1 =
adjJ

detJ
（11）

余因子行列 adjJ が解の方向を決め，detJ が大きさを決め
る．特異点近傍で解が不安定化するのは主に 1/detJ の影
響であるから，これを適当な値で置き換えれば，方向は変え
ず不安定化を回避できる．そこで次式のように解を決める．

q̇ = b · (adjJ)u （12）

b は設計変数であり，運動の滑らかさを維持するよう決定
する．Nenchevらはこれを特異点適合法と名付けた．J が
非正方な場合，そのままでは利用できないこと，余因子行
列の計算量は解の次元 n に対し O(n4) となることが欠点
である．なお，Senftら [24]も分割ヤコビ行列法という類
似の方法を独立に提案している．
（D）線形計画法を用いる方法

Hoら [25]は，方程式（5）の求解問題を次のような線形
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Algorithm 2 q ←IK(p∗, ξ∗; q0)

1: k ← 0
2: if ‖e(qk;p

∗, ξ∗)‖ < δ or k > m then
3: return q ← qk
4: end if
5: Δqk = Hkgk
6: qk+1 = qk +Δqk
7: if ‖Δqk‖ < ε then
8: return q ← qk+1
9: end if
10: k ← k + 1
11: Go to 2

最適化問題に読み替えた．

min
q̇,δ

aTδ s.t. Jq̇ = u, − δ ≤ q̇ ≤ δ, δ ≥ 0

（13）

ただし，a は適当な重みベクトルである．これは逆行列演
算を含まないため，高速化が図れると考えた．Hoらの結果
では，対偶の数が 20個以上の場合には擬似逆行列を用い
る方法よりも高速となった．実用上，J がフルランクでな
くなる場合への対策が必要である．また，方程式（5）の解
が存在しない場合には適用できない．
以上のように，微分逆運動学には様々な方法が提案され

ている．筆者の経験では，減衰因子を微小な値で固定した
正則化逆行列による方法が，最も実用性が高い．

5. 勾配法による逆運動学の数値解法

話題を逆運動学に戻そう．対偶の変位の加算・乗算と三角
関数で表される連立方程式の求解が目的である．所望の効
果器の位置・姿勢と機構の配位 q により決まる位置・姿勢と
の差を e(q) で定義する．具体的な形は Sugihara [9]を参
照されたい．このとき，解くべき式は次のように表される．

e(q) = 0 （14）

非線形連立方程式の数値解法として主要なものは，Newton–
Raphson法を原型とする勾配法である．Algorithm 2にそ
の骨格を示す．q0 は適当な初期値，δ および ε は終了判定
のための閾値，m は反復回数の上限（異常対策）である．
qk の更新則を決める行列 Hk および gk の決め方が，方
法のバリエーションを生む．
Newton–Raphson法では，Hk と gk を次のように選ぶ．

Hk = −
(
∂e

∂q
(qk)

)−1

, gk = e(qk) （15）

(∂e/∂q)(q) は誤差 e(q) のヤコビ行列であるが，基礎ヤ
コビ行列に適当な変換を施せば得られることが知られて
いる．特に Sugihara [9] のように e(q) を定義した場合，
(∂e/∂q)(qk) � −Jk（ただし Jk ≡ J(qk)）と見なして

構わない．機構特有の微分運動学の容易さが，ここで生か
される．
Newton–Raphson法は，実用上様々な問題がある．特に

深刻なのは，方程式に確かに解が存在しなければならない
こと，Jk が計算の過程で常に正方正則でなければならない
こと，計算の成否が初期値に強く依存することの三つであ
る．冒頭に記したとおり，効果器の変位から駆動器の変位
への逆写像という意味で，すべての機構は逆運動学の解を
持つ．しかし，「所望の」効果器の変位から駆動器の変位へ
の逆写像という意味では，解の存在は決して保証されない．
一般的に効果器の作業空間には制約があるのに対し，人が
どのような変位を所望するかは制約しようがないからであ
る．また，既述したとおり効果器の自由度と対偶の自由度
は一致するとは限らず，特異点は機構の配位空間に偏在す
るため，Jk の正方正則性を保証するのはほとんど不可能
といってよい．
正則化逆行列を用いた微分逆運動学の説明で述べたよう

に，機構制御においては，解の厳密性よりも挙動の安定性
の方が重要視されるべきである．したがって，方程式（14）
を次のような最小化問題に読み替えるのは合理的である．

E(q) ≡ 1

2
eTW ee→ min. （16）

ただしW e は個々の誤差に対する重み行列である．これも
Algorithm 2を骨格とする勾配法によって解くことができ
る．重要な事実として，最小化問題に勾配法を適用すると，
計算が収束するならばその収束値は真の解でなければ特異
点となる．したがって，このような読み替えをしたとして
も特異点の問題は避けることができない．
解法として，次のものが利用されている．

（A）最急降下法
Wolovichら [26]，Balestrinoら [27]に採用された．

Hk = − Ek

gT
k gk

1, gk = JT
kW eek （17）

とする．ただし Ek ≡ E(qk) である．gk は qk における
最急降下ベクトルとなっており，以降の方法もすべてこれ
を採用している．本来は，この gk に沿って直線探索を行
い，最小値が得られるまで q を延長するのだが，gk に沿
う方向の曲線を二次曲線で近似すれば，その極小を与える
ものとして上記の Hk が得られる．更新則が単純であり，
逆行列計算を含まないため悪条件化の影響も受けにくいが，
反復終盤での収束性が悪く，計算時間を要することが欠点
である．
（B）Newton–Raphson法

Deo，Walker [28]に採用された．

Hk =

(
JT

kW eJk +

n∑
i=1

∂Jk

∂qi
W eek

)−1

（18）
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とする．∂Jk/∂qi はマニピュレータ・ヘシアン [29]～[31]

とよばれる．成功すれば収束は速いが，計算が煩雑化する
上に，大域的収束性を保証しないため使うべきでない．
（C）Gauss–Newton法

Anderson，Angeles [32]により採用された．

Hk =
(
JT

kW eJk

)−1

（19）

とする．上記の Newton–Raphson法で出現したマニピュ
レータ・ヘシアンを無視したものである．括弧内行列は必
ずしも正則とならないので，実用上は擬似逆行列を用いる．
実質的にWhitney [6]の方法と等価であり，悪条件化に弱
い．対策として，すべての特異値が滑らかに配置されるよ
う擬似逆行列に変換を施す方法 [33]も提案されているが，
特異値分解を必要とするため計算量が大きい．
（D）Levenberg–Marquardt法

Goldenbergら [34]によって採用された．

Hk =
(
JT

kW eJk +W n

)−1

（20）

とする．W n は減衰因子であり，正則化逆行列を使う方
法 [11] [12]と等価である．減衰因子の選び方は 4章で紹介
したもののほかに，誤差 2乗ノルムを用いるもの [35]，そ
れにさらに微小バイアスを加えるもの [9] 等がある．
（E）可変計量法
準 Newton法ともよばれる．Zhao，Badler [36]に採用

された．Hk は E(q) の微分に関連付けて得るのではなく，
毎ステップ得られる Ek の系列から勾配を推定しつつ正定
値対称性を満たすように（Secant条件とよばれる）決める．
更新則としては Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shannoの
公式（BFGS公式）がよく使われる．
（F）共役勾配法

Lenarčič [37]に採用された．探索方向が直前ステップの
それの共役方向となるようHk を更新する．定性的には，
q を E に対し等方性を持つように変換し，近似超球面の中
心を方向のみ逐次推定しながら目指す方法である．毎ステッ
プの進み量を大きくとれないため反復回数は増えるが，更
新則が軽量なため大規模な問題に向く．Ayusawa，Naka-

mura [38]は，人の筋骨格構造を模した数百自由度の機構に
この方法を適用した．gk を，効果器に仮想的に外力W eek

を作用させ，Newton–Euler法 [39]を用いて効率的に計算
する技法を併用し，計算時間の点で優れた結果を得ている．
可変計量法や共役勾配法は実装が容易であり，毎ステッ

プの計算量も比較的小さいが，安定な結果を得るためには
ある程度の技巧が求められる．筆者は，実装コスト，計算
コスト，安定性の総合的観点から，微小バイアス付き誤差
2乗ノルムを用いた Levenberg–Marquardt法 [9]が最も信
頼性が高いと考えている．

図 2 Cyclic Coordinate Descent法の計算プロセス

6. その他の逆運動学の数値解法

Wangら [40]によって提案されたCyclic Coordinate De-

scent（CCD）法を紹介する．式（14）を次のように変形する．

e[i](qi; q
[i]) = 0 （21）

ただし，q[i] は q から qi を除いた残りの n− 1 個の変数
で作られるベクトルである．これに対し，次の最小化問題
を i = 1 ∼ n について順番に解く．

qi = argmin
qi

e[i]
T
e[i] （22）

これは 1変数最小化問題であるので，簡単に解ける．Wang

らは，回転対偶に限定し幾何学的に解いている．図 2は平
面直鎖機構の先端を効果器とし，CCD 法に従って末端の
対偶から変位を更新していく過程を示している．これを反
復し，所望の効果器位置・姿勢に漸近することを期待する．
この方法は収束性を保証しない上に，得られる姿勢は末

端に近い対偶に変位が偏った不自然なものになりがちであ
る．このため単体では実用に向かないが，勾配法の初期値
探索に有効とされている．
その他，機械学習を用いる方法 [41] [42]や統計的方法 [43]

も多く提案されている．機構構造が複雑で基礎ヤコビ行列
が計算できなかったり，再現性のある弾性要素の影響が無
視できなかったりする場合にこれらの方法が有効に働く可
能性がある．説明は割愛する．

7. 優先度付き逆運動学の解法

本章では，効果器が複数あり，それらに対する所望の位
置・姿勢を同時に満たすことができない状況において，要
求を厳密に満たすことが求められるものとそうでないもの
とに分類し，後者は努力目標として誤差を最小化する方法
について述べる．これは優先度付き逆運動学 [44]とよばれ，
もっぱら微分逆運動学の文脈で議論されてきた．驚くべき
ことに，（微分逆運動学でない）逆運動学の文脈での議論は
2014年の Sugihara [45]まで待たねばならなかった．以下，
この内容を簡単に紹介する．
等式制約付き最小二乗問題の解法として知られる乗数法

を応用する．変数と同時に Lagrange乗数も反復的に求め
る方法である．方程式（14）における e(q) を，厳密に満
たしたい eS(q) と，可能な範囲で最小化したい eW (q) の
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二種類に分類すると，優先度付き逆運動学は次のような等
式制約条件付き二次計画問題として定式化される．

1

2
eS

TeS +
1

2
eW

TWWeW → min. s.t. eS = 0

（23）

ただし WW は重み行列である．解においては次が成り
立つ．

JW
TWWeW + JS

T(eS + λ) = 0, eS = 0

（24）

ただし，JW および JS はそれぞれ eW および eS と関連
付けられる基礎ヤコビ行列である．一番めの式より，ある
λ が与えられた下で q を求めたとき，eS +λ は Lagrange

乗数により近づいていると期待される．この考え方に基づ
き，例えば Levenberg–Marquardt法を基本とした場合の
乗数法の更新則は，次のとおりである．

λk+1 = λk + eSk （25）

Δqk =
(
JS

TJS + Jk
TWWJk +WNk

)−1

(
JSk

Tλk+1 + JWk
TWWeWk

)
（26）

通常の Levenberg–Marquardt法に対し，上記の更新則に
よる実装コストおよび計算コストの増加はわずかである．
また等式制約条件を満たす q が存在しない不可解な場合で
あっても，ロバストに eS のノルムを最小化することも期
待される．ただし，qk が超一次収束するのに対し，λk は
一次収束することが難点である．
3～6章では，直鎖機構のみを想定してきた．閉ループを

持つ機構は，ループの結節点を効果器と見なし，その変位
を厳密に満たすべき条件として本章で紹介した方法を用い
ることで扱えるようになる．

8. お わ り に

機構の逆運動学の数値解法として，いくつか実用上の注
意も踏まえながら紹介させていただいた．これらの方法は
機構の特性理解に迫るものではなく，むしろおのおのの機
構の特性を踏まえた上で，補助的に使用すべきものである．
それでも利用に際して制約が少ない方法は，新たな機構を
設計し制御するに当たって大きな助けとなるだろう．
方法の羅列にほぼ終始してしまい，性能比較をもって各

方法に明確な評価を与えるに至らなかったことをお詫び申
し上げる．ただ，冒頭に記したとおり機構の逆運動学は関
連研究が膨大にあり，また目的が明確なこともあってほと
んどの文献にはベンチマーク試験の結果が掲載されている．
興味のある読者諸兄には是非原著に当たり，自分の目と手
で評価していただきたい．解法の選定には計算速度や精度

だけでなく，実装の容易さやチューニングの容易さ，ロバ
ストさ等，様々な観点からの検討が必要となることも，実
感としてご理解いただけるものと思う．
誌面と筆者の力量不足により議論に至れなかったが，数

値計算は量子化誤差との戦いである．それは単純に計算精
度の問題ではなく，収束性や計算の安定性等に影響し，実世
界に存在する不確かさと別種の難しさをはらんでいる．高
度な計算を駆使しなければならない今日のロボット開発者
は，素養として備えておくべき知見であろう．
逆運動学を，無味乾燥した非線形方程式の求解問題ない

し最適化問題ととらえてはならない．実世界で起こる諸現
象と折り合いをつけながら，実時間で意味のある解をいか
に安定に得られるかが重要である．
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