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概要: ロボットは様々な環境で活用されており，周囲の安全を確保すると同時にロボット自身の故障を防止するためには，周辺の環境
やロボットの特性を考慮して，衝突を回避した軌道計画が重要となる．従来の手法では環境に合わせた設計が難しい点や，反復や探索

計算による計算コストが大きい点が課題として指摘されている．そこで本研究では，反復や探索を含まずに複数の障害物条件に対応し

た衝突回避軌道の計画手法を提案する．まず，ロボットの衝突回避姿勢を Generative Adversarial Networks の潜在空間に表現する．
学習によって獲得された写像を用いて，潜在空間上で行った軌道計画をロボット姿勢に変換することで障害物を回避した軌道を得る．

障害物の位置で条件付けた学習によって単一のモデルで複数の障害物条件に対応できることが確認された．さらに，学習データの含ま

れない障害物条件においても汎化性が示唆された．
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1 はじめに

ロボットを利用する際，周囲の安全性を確保すると同時

にロボット自身の故障を防止するためには，衝突を回避し

た軌道計画が重要となる．軌道計画では周辺の環境やロボ

ット自身の特性に応じて軌道を修正する必要があり，ロボ

ットが活用される様々な環境に応じて，柔軟に対応できる

手法が求められる．

従来の軌道計画手法においては，環境に応じて技術者が

設計する必要がある点や，反復や探索計算による計算コス

トが大きい点が課題として指摘されている．ポテンシャル

法 [1] では，技術者によって設計されたポテンシャル関数
の勾配によって経路を修正し，安全な経路を得ることがで

きる．しかし，環境が複雑になると関数の設計が難しく，

局所解に陥ってしまい目標状態に到達できないことがあ

る．RRT法 [2] では，ランダムサンプリングにより環境
内で行動可能な範囲を広げていくことで経路探索を行う．

多自由度ロボットでも適用可能であるが，探索にかかる計

算コストが大きいという課題がある．

また，Deep Neural Network によるロボット動作の生
成に関する研究も行われている．鳥島らの手法 [3] では
Generative Adversarial Networks (GAN) [4] を用いてロ
ボットの障害物回避姿勢を潜在空間に表現するとともに，

潜在空間から関節角度空間への写像を獲得することで衝突

回避を実現した．軌道計画実行時の計算コストが小さく，

技術者による関数の設計が不要である一方で，複数の障害

物条件に適応できていない点が課題となる．

上記の課題に対して本研究では，計算コストが大きい反

復や探索を含まない計算で，複数の障害物条件に対応した

衝突回避軌道の計画を実現することを目的とする．鳥島ら

の手法を拡張し，複数の障害物条件に適応するために活用

するデータと損失関数を追加して学習を行う．さらに，障

害物条件に応じて汎化させることを試みる．

2 GANの潜在空間を用いた衝突回避

本研究では，関節角度空間の代わりに衝突回避に適し

た潜在空間で軌道計画を行う．鳥島らの手法に基づいて

GANの潜在空間を用い，潜在空間で計画した軌道を衝突
を回避したロボットの軌道へと写像する．本研究で用いる

GANの構造を図1 に示す．Generator は潜在変数をロボ
ット姿勢（関節角度）へ写像し，Discriminator は入力さ
れた姿勢がデータセットか Generator のどちらに由来す
るか推定する．学習を制御する Conditionとして，障害物
位置を入力する．

図1 学習に用いた GANのネットワーク構造

また，複数の障害物条件での学習を安定化させるために

条件ごとの違いが明確な衝突姿勢のデータを活用する．さ

らに，潜在空間と関節角度空間が近づくように潜在変数と



写像先の二乗誤差を GANの損失関数に加えて，両空間の
軸ごとに対応関係がとれるようにする．

3 実験：障害物回避軌道の計画

3.1 実験設定

GAN の学習データは 2 リンクアームロボットの姿
勢を表現する 2 次元の関節角度 θ = (θ1, θ2) を用いた．

Conditionは障害物の配置をランダムに生成し，32×24次

元の 2次元配列として用いた．潜在変数は 2次元で [0, 1]

の範囲の一様分布とした．

3.2 獲得された潜在空間から関節角度空間への写像

学習によって獲得された潜在空間から関節角度空間へ

の写像を図2に示す．潜在空間の点と関節角度空間の点は
概ね一対一に対応しており，おおよそ z1 と θ1，z2 と θ2

が対応関係にあることが確認された．また，与えられた

Conditionに応じて写像がそれぞれ変形され，Generator
の写像先が障害物に衝突する領域を回避していることが確

認された．

図2 獲得された潜在空間から関節角度空間への写像．各

点がデータ点を表し，潜在空間（左）の点が Generator
によって関節角度空間（右）の点に色ごとに対応して写

像されている．異なる障害物位置を Conditionとして与
えた場合の 3通りの写像（i）~（iii）を示している．関
節角度空間における灰色 □ の領域は障害物に衝突する
姿勢を表す．

3.3 障害物回避軌道の計画例

学習データに含まれる Condition を与えた場合に，潜
在空間で計画された軌道を関節角度空間へ写像した結果を

図3に示す．与えられたスタート姿勢とゴール姿勢に対し
て，関節角度空間上で直線軌道を計画した場合は障害物に

衝突している．一方で，潜在空間での計画された直線軌道

を関節角度空間へ写像した場合は障害物を回避しているこ

とが確認された．また，未学習の Conditionにおいても衝
突回避軌道の計画が実現され，汎化性が示唆された．しか

し，衝突/非衝突の境界において障害物の表面に接触して
しまい，軌道計画に失敗することもあった．

図3 学習済み Conditionでの潜在空間における軌道計
画の成功例．左側が関節角度空間，右側が xy 空間を示

す．関節角度空間での灰色 □の領域は障害物に衝突する
姿勢を表している．右図中ひし形（♢）で表されるスタ
ート姿勢とゴール姿勢が与えられたとき，関節角度空間

での直線軌道（薄緑 ♢）と潜在空間での直線軌道の写像
（青△）を表す．潜在空間を用いた軌道計画により，手先
位置が障害物を回避した軌道となっている．

3.4 衝突割合の定量的評価

障害物条件に応じて，Generator が生成した姿勢が障害
物に衝突している割合を定量的に評価した．学習済みでは

9割程度，未学習でも 6割程度の Conditionにおいて衝突
割合が 0.2%以下であった．

4 まとめ

本研究では，GAN の潜在表現としてロボットの衝突回
避姿勢を獲得させ，潜在空間での軌道計画を関節角度空間

へ写像することで障害物を回避した軌道を得た．複数の障

害物条件に対応できることを確認し，未学習の Condition
でも汎化性が示唆された．今後の研究計画として，衝突/非
衝突の境界面における精度の向上や，多自由度ロボットで

の評価，実機への適用を検討している．
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