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概要: 周囲の状況が常に変わる倉庫内や生活環境での動作を想定しているロボットが周囲の環境を損なわずに動作するためには，周

囲の状況に応じて障害物を回避する必要がある．従来の障害物回避の研究の多くは，技術者による設計が必要な問題や経路計画にかか

る計算コストが大きい問題が指摘されている．そこで本研究では，ロボットが事前設計なしに小さい計算コストで障害物回避を可能に

する手法の提案を目的とする．本研究では，多様体仮説 [1] に基づき，ロボットの障害物回避姿勢の集合をより低次元な表現として獲

得させるため，Generative Adversarial Networks(GAN) [2] を 2 リンクアームロボットに実装，学習した．学習の結果，GAN の

持つ潜在表現の隣接関係がロボットの関節角度に写像しても，隣接関係として保持されていることが確認された．また，潜在表現上で

軌道を指定したところ，ロボットの関節角度空間の軌道に写像され，障害物を回避した滑らかな経路を計画できることが確認された．
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1 はじめに

工場や倉庫で利用されるロボットに加え，生活環境で人

間と協働作業するロボットの需要が高まっている [3]．こ

れらのロボットは 照明や障害物の条件が常に変化する環

境での動作が想定されており，人間や環境の障害物，ロ

ボット自身が壊れずに動作することを保証するためには，

障害物を回避する能力が必要である．また，技術者だけで

なく，熟練した知識のないユーザーでもロボットを扱える

ように，簡単な設計により，障害物回避を実現することが

求められる．

障害物を回避した経路計画の研究は，人間による設計が

必要である問題や計算コストが大きい問題が指摘されて

いる．ポテンシャル法 [4]では，技術者が設計したポテン

シャル関数の勾配によって進行方向を決定する．しかし，

ポテンシャル法では局所解に陥ることや，ポテンシャル関

数の設計が困難であることが知られている．RRT Star法

[5]では，最短経路に近い経路を計画することができるが，

ロボットで動作を考慮に入れていないため，急な速度変化

があり，実環境での使用は困難である．また，探索に必要

な計算コストが大きく，時間がかかることも問題である．

人間による設計が不要であり，経路計画の計算コストの小

さい障害物回避の方法を提唱する必要がある．

生成モデルである GANは，画像生成を中心に注目を集

めている．GANは多様体仮説に基づいて，学習データを

より低次元の潜在表現に落とし込める利点がある．GAN

を利用し，ロボットが障害物回避を行う経路を低次元の潜

在表現に落としこむことで，より容易な障害物回避の経路

計画が可能になると期待される．

本研究では，GANを用いて，障害物の回避軌道の計画

を試みる．GANを用いることで，ロボットが障害物を回

避する姿勢を GANの持つ潜在表現の空間に獲得させ，そ

して，潜在表現の空間上で軌道を指定することで障害物を

回避した軌道計画を試みる．

2 GANによる障害物回避軌道の計画

図 1 Conditional GANの構造

本研究では図 1 に示す Conditional GAN を用いる．

GAN には偽のデータを出力する Generator と，真の学

習データか偽のデータかを判別する Discriminator の 2

つのネットワークから構成され，敵対的に学習すること

により，Generator が尤もらしい表現を生成するように

なる．Conditional GAN は Generator と Discriminator

に，Conditionを入力することで，Generatorの出力を明

示的に指定することができる．



多様体仮説によると，この世の中のあらゆる表現は，よ

り低次元多様体として表現できる．GANは多様体仮説に

基づき，高次元の表現から低次元の潜在表現を獲得するこ

とができる．本研究では，GAN学習をすると，ロボット

が障害物を回避する姿勢がより低次元な潜在表現として獲

得されると期待する．獲得された潜在表現からGenerator

はロボットが障害物を回避する姿勢を出力することが可

能となる．また，Conditionに障害物の位置をマップとし

て入力すると，同じ潜在表現から出力される姿勢が歪み，

Conditionに含まれる障害物配置に応じて，障害物を回避

している姿勢のみ出力される．

3 実験

3.1 実験設定

2リンクアームロボットの関節角度と第２軸の位置，手

先位置の 6次元 [θ0, θ1, x0, y0, x1, y1]を生成させる．潜在

変数は 2次元 [z0, z1] とした．

3.2 実験 1：障害物を含まない環境での経路計画

学習データの関節角は θ0，θ1 ともに [−90◦，90◦] とし

た．学習後の潜在表現から関節角度空間への写像を図 2に

示す．z0 と θ1，z1 と θ0 が一対一対応していることが確

認できた．また，潜在表現上での隣接関係はロボット姿勢

の隣接関係と対応していることが確認できた．

図 2 潜在表現から関節角度空間への写像．各格子点が

データ点を表している．左の潜在表現上の点を Genera-

torによって右の関節角度空間に写像した．

　　

3.3 実験 2：障害物を含む環境での経路計画

学習データの関節角は θ0 は [−90◦，90◦]，θ1 は

[0◦, 150◦] とした．Condition として，障害物情報を含ん

だマップを 8 × 4 = 32 次元のベクトルとして与えた．

Condition は障害物がある場合と障害物がない場合の 2

つとした．学習後の Generator に障害物を Condition と

して入力し，潜在表現上でスタートとゴールを決め，決定

した軌道を，関節角度空間に写像した (図 3 (a))．また，

その関節角度軌道を元にアームロボットのシミューレー

タを動かした (図 3 (b))．Conditionによって，生成され

る関節角度の領域が歪むことが確認できた．また，ロボッ

トアームの軌道は滑らかであり，障害物のある領域を回避

した軌道が生成できていることが確認できた．

図 3 (a) 潜在表現上で引いた直線軌道を関節角度空間

への写像．障害物のある範囲の関節角度が生成されない

ため，関節角度空間が歪んでいる．(b) 障害物回避軌道

の軌跡．潜在表現上での直線軌道を関節角度に写像し，

シミュレータで動かした軌跡をプロットした．障害物を

回避した軌道の計画に成功している．

4 まとめ

本研究では，Conditional GAN により障害物配置に

よって障害物に衝突しない姿勢を潜在表現から生成し，障

害物を回避した経路計画ができることを確認できた．今後

の研究計画として，より複雑な Condition，またはより多

くの Condition を学習させ，未学習 Condition に対して

も障害物を回避した経路計画を検討している．また，実機

による評価も行う予定である．
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