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A collision resolution technique is proposed for interactive posture edit of a humanoid robot utilizing inverse
kinematics. If a collision between a body part and another part or the environment is detected, a constraint to
avoid the penetration is automatically added and the inverse kinematics is recomputed.
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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] [3]．修正前に与える動作概略は，モーションキャ

プチャ [4] や人形型デバイス [5]を用いて作成する方法があるが，

大掛かりな装置が要求される問題がある．これに対し，CGアニ

メーションの分野で利用されている，幾つかの特徴的な姿勢の補

間 [6][7] によって動作を作成する方法 [8] は，コンピュータがあ

れば手軽に行える．特徴的な姿勢は，3DCG 表示されたロボッ

トモデルの任意の身体部位をマウスでドラッグして作成する方法

[9]がある．しかし，実体が存在しない計算機上の世界では，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．特徴的な

姿勢が幾何学的に矛盾していれば，それらの補間によって作成し

た動作も幾何学的に矛盾することは避けられない．

本稿では，姿勢編集において干渉が発生したとき，それを解消

するような拘束条件を付加し，幾何学的条件を満たす方法を提案

する．拘束条件およびそれを与える身体部位は，干渉発生直前の

姿勢から自動的に求め，再度逆運動学を解き直すことでそれを反

映する．これにより，干渉の問題を設計者に意識させることなく

解決できる．

2. 人型ロボットの姿勢編集

2.1 逆運動学を利用した姿勢編集

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
義すると，人型ロボットの動作は軌道 q(t)として表現できる．ロ

ボットに実行可能な軌道は，様々な幾何学的・力学的条件を満た

す必要がある．軌道 q(t)を，複数の特徴的な姿勢の補間によって

求める場合，当然，基になる特徴的な姿勢もそれらを満たさなけ

ればならない．ただし，姿勢を作成する際は，時間の情報を含ま

ないため，幾何学的条件を満たすことが主な問題となる．姿勢作

成において与える拘束条件は，作業空間での環境と身体部位の位

置・姿勢に依るものが多い．そこで，拘束する身体部位の位置・

姿勢をインタラクティブに操作できる Yamaneら [9]のピン・ド

ラッグインターフェースを利用する．これは，図 1 に示すよう

Fig.1 Pin-and-drag interface

に，幾つかのリンクを空間中に拘束（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 を求める方法である．

人型ロボットは大自由度を有し，多くの身体部位から構成され

ているため，干渉判定には複雑な幾何学計算が必要である．さら

に，干渉が発生した際にどのように姿勢を修正すべきかの判断は

難しく，手動で行うには労力を要するため，干渉回避の自動化が

必要となる．

2.2 干渉判定

環境や自己との干渉判定には GJK法 [10]を用いる．これは凸

多面体同士の最小距離を求めるアルゴリズムであり，求めた最小

距離が閾値以下であれば干渉していると判定する．自己干渉判定

の際は，可動範囲の制限から届かないリンク対については判定を

行う必要がない．また，隣接するリンク同士は関節可動範囲を制

限することで干渉しないことを保証できる．このため，あらかじ

め決めておいたリンク対のみ判定を行う．

2.3 自己干渉回避

自己干渉を回避するため，干渉が発生する直前の姿勢から，拘

束条件とそれを与える点を求め，逆運動学によって姿勢を求め直

すことにする．いま，あるリンク iとリンク j の干渉を回避させ

ることを考える．図 2に，干渉する直前の 2つのリンクを示す．

干渉判定により，リンク j に侵入する物体が存在することがわか

れば，それらとリンク j で距離が最も近い点の組 a，bを求める．

そして，次の拘束条件を与える．

(pi,a,Ri) = (a,R′
i) (1)

(pj,b,Rj) = (b,R′
j) (2)

pi,a，pj,b は，拘束を与えるリンク上の点であり，R′
i,R

′
j は干渉

発生前のそれぞれのリンクの姿勢である．このように直前の位

置・姿勢に拘束することで，自己干渉を回避できる．1回の操作
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Fig.2 The constraint conditions to avoid penetration

で与える移動量が小さければ，リンク同士を接近させることも可

能である．なお，自己干渉回避後は，リンク i，j をこの状態に維

持する必要がないため，拘束条件は削除する．

2.4 環境との干渉回避

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．そのため，干渉しないよ

うに環境と身体部位を引き離すだけでは不十分である．環境に全

身の大部分が侵入したり，同時に足先や手先等の複数が干渉した

りする場合，身体部位のどこを接触させるべきか，また，いくつ

の身体部位に拘束条件を与えるかは自明でない．そこで，複数の

身体部位が干渉した場合も拘束条件を与えるのは 1 つの部位の

みとするかわりに，拘束条件を削除しないことにする．そして，

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．こ

れにより，干渉が回避できるまで逐次的に拘束条件が増える．い

ま，環境とリンク iの干渉を回避させることを考える．図 2に干

渉する直前のリンク iと環境を示す．環境との干渉が発生した場

合，侵入する身体部位と環境の最も近い点の組 a，b を求める．

このとき，次のような拘束条件を与える．

(pi,a,Ri) = (c,R′
i) (3)

c = b+
m

d
(a− b) (4)

ただし dは点 a，bの距離である．mは，干渉判定の閾値 εより

は大きいが，リンクと環境が接触しているとみなしても問題がな

いように設定した十分小さな値である．こうすることで，接触状

態を干渉したと判断せずに扱える．

3. 姿勢編集例

図 3に示すように，段差がある環境において姿勢編集を行い，

干渉回避機能の有無によりどのような違いがでるかを確認した．

なおパラメータの値は，ε = 10−5[m]，m = 10−3[m]と設定した．

図 3(a) に示す姿勢において，右足底を拘束して左足先を左方向

にドラッグした際，従来の方法では，図 3(b)のように太腿と両手

先が干渉する．それに対し，提案する方法を使えば，図 3(c)のよ

うに自己干渉は発生しない．なお，図中の水色のリンクは，自己

干渉回避のための拘束条件が付加されていたことを示している．

図 3(d) のような姿勢において，胴体を鉛直した方向にドラッグ

すると，従来の方法では，ロボットは床に侵入する．それに対し，

提案する方法を使えば，図 3(f)のように両足が床に接触し，干渉

は発生しない．なお，図中の緑色のリンクは，環境と接触するよ

うな拘束条件が付加されていることを示している．

4. おわりに

本研究では，逆運動学を用いて人型ロボットの姿勢編集を行う

インターフェースにおいて，干渉が発生した際に，直前の姿勢か

Fig.3 Postures created with and without the proposed method

ら修正するべきリンクを判断し，侵入しないような拘束条件を与

えることで，設計者が注意を払わなくても，幾何学的矛盾のない

姿勢を作成可能な方法を提案した．今後の課題は，姿勢の補間に

よって求めた動作の幾何学的矛盾を解決することである．
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