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Dynamics simulator of rigid multibodies solves numerically the ordinary differential
equations of motion. It is often unstable under discontinuous points. One of the well known
solutions for problem is stopping the integrator just before a discontinuous point, and restarting
it. Many methods for dynamics simulation consider a collision time as a discontinuous
point. However, as this can’t be computed precisely, it is estimated, and the integrator is
stopped at this point. In this paper, we inspect the effect of collision time estimation on
dynamics simulation of rigid multibodies by comparing the stability between using estimated
collision time and withnot this estimation in three types of simulation models; microscopic,
macroscopic, and author’s.
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1. 緒 言

動力学シミュレーションは，測定が困難な物理量な
どを推定評価できるため，ロボット設計・開発に有用
な技術である．シミュレーションでは，まず環境との
接触・衝突による力とそれによって発生する加速度を
計算する．続いて，得られた加速度を積分することで
ロボットの運動の時間発展を再現する．衝突のように
短い時間で状態が急激に変化する現象を量子化された
計算機内でモデル化すると，数値的に不安定となりや
すいことが知られている．そのため，接触・衝突を頻
繁に伴う運動の動力学シミュレーションでは，数値的
な安定性が重要である．
接触・衝突力の計算方法にはこれまでに様々なものが
提案されてきた．それらは大きく二つに分けることが
できる．一つは，接触点での剛体の微視的な変形をモ
デル化したもの(1)(2)(3)で，積分時間幅を小さくすると
安定な計算が行える．しかし，その分計算コストが高
い．もう一つは，巨視的なモデル(4)(5)(6)(7)(8)に基づくも
ので，接触点の運動を理想的に拘束するような力を計
算する．速度の大変化を直接求めるため，比較的低コ
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ストで安定な計算が行えるが，得られる接触力が物理
的に不自然になる傾向がある．脇坂ら(9)は巨視的なモ
デルを基本としながら，拘束条件の誤差を許容し，微
視的な接触点の侵入補償を組み合わせる融合モデルを
提案している．低コストで安定な計算が行える上，得
られる接触力もより自然なもとのなったが，パラメー
タの選択の困難さや，初期条件によっては不安定とな
る問題が残った．
計算が不安定となる要因として，常微分方程式の数
値解法の不安定さも挙げられる．一般の Runge-Kutta
法に代表される，関数の微分可能性を前提としている
方法では，値が大きく変化する場合，誤差も大きくな
り計算が不安定になることが知られている(10)．また，
Runge-Kutta-Fehlberg法のようないわゆる埋め込み法
は，安定になるまで自動的に積分時間幅を小さくする
が，衝突を扱う場合，過度に幅が小さくなり計算コス
トが高くなってしまう．陰的解法は，積分する関数が
微分不可能な場合はうまく機能しない．
これに対して，関数が切り替わる不連続点で積分を
分割することで安定化を目指す方法が提案されている．
Baraffら(11)やMirtich(12)は，衝突時間を推定しその点
で積分時間を分割することで，接触状態が変化する不
連続点での数値積分を避ける方法を提案している．し
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Fig. 3 Snapshot of a stable simulation based on microscopic method
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∆T で積分すると，近似的に次のような関係式が得ら
れる．

MMM(q̇qq+− q̇qq−) = (uuu−BBB−CCC)∆T +∑KKKi∆ fff i (8)

ただし，q̇qq−, q̇qq+は積分前後の関節速度，∆ fff iは外力に
よる力積とし，qqq, fff iの変化に対してMMM,BBB,CCC,KKKの変化
は十分小さいとしている．巨視的なモデルでは，外力
によって ∆T 後に衝突点が理想的に拘束されると仮定
し，接触力を計算する．藤本ら(8)は，完全非弾性衝突
を仮定し，積分後の運動エネルギーが摩擦条件のもと
で最小となることから拘束条件式を次のように導いた．

1
2

q̇qqT
+MMMq̇qq+ → min. (9)

subject to nnnT
i fff i ≥ 0, ‖ fff i − (nnnT

i fff i)nnni‖ ≤ nnnT
i fff i (10)

ただし，nnni は接触力 fff i の垂直抗力方向単位ベクトル
であり，制約条件は接触力の垂直抗力非負条件と静止
摩擦条件である．接触力は，次のように力積の時間平
均として計算する．

fff i =
∆ fff i

∆T
(11)

3·3 融合モデル 脇坂ら(9)のモデルでは，巨視
的な考え方を元に接触拘束条件を緩和する．さらに，
緩和によって生じる侵入量を速度次元で補償する．こ

のモデルでは，接触拘束条件は接触点の積分後速度
vvvi+ ∈R3をまとめたベクトル vvv+を用いて表す．vvv+は
Kokkevisら(7)の方法と同様に ABI法(13)を用いること
で，次のように計算される．

vvv+ = AAA∆ fff +bbb (12)

ただし，AAAは逆慣性行列とヤコビ行列を合わせた行列，
∆ fff は接触力 fff i による力積 ∆ fff i をまとめたベクトル，
bbbは積分前速度 vvv− と接触力がない場合の加速度を含
んでいる．完全非弾性衝突を仮定すると，vvv+ を用い
た接触拘束条件は次のように表される．

vvv+ = 000 (13)

AAAは非負定行列であり，不静定状態においてしばしば
悪条件化するので，拘束条件 (13)の解は数値的な不安
定になりやすい．そこで，次のような正則化項を加え
た二次計画問題を解くことを考える．

1
2
‖AAA∆ fff +bbb‖2 +

1
2

λ‖∆ fff‖2 → min. (14)

正則化の影響により接触力が不足しがちとなり侵入が
防げない．そこで次のように侵入量を補償する．

vvv+ =−kddd (15)

ただし，dddは全接触点での侵入量をまとめたベクトル，
kは定数である．最終的に，次のような二次計画問題

collision point

Time T Time T+ΔT

Fig. 1 Discrete states before and after collision

かしながら，これらの方法は接触・衝突力計算と組み
合わして用いており，積分区間を分割することによる
安定性向上効果を評価しているものではない．
そこで本稿では，不連続点と考えられる衝突の時間
を推定し積分区間を分割する方法を，様々な接触力計
算モデルにおいて適用し，積分区間分割を行うことに
よる安定性向上の効果について評価を行う．本方法で
は，厳密に衝突時間を推定するのではなく確実に接触
しているであろう微少量侵入した状態となる時刻を推
定し，積分区間を分割する．

2. 衝 突 時 刻 検 出

本稿では，剛体リンクと関節からなる剛体リンク系
を扱う．また，リンク形状は凸多面体とし，接触はリ
ンク頂点と面の間でのみ発生すると考える．以下では
簡単のため，接触点が運動し接触面は静止している場
合のみ考える．Fig.1のように時刻 T に接触していな
かったある点が，時刻 T +∆T には環境面に侵入して
いた状況を考えよう．点の衝突前後の位置をそれぞれ
pppp, pppn，衝突した瞬間の点の pppc，接触面の単位法線ベ
クトルを nnn，接触面上の任意の点を ppp0 とそれぞれお
く．∆T の間の点の運動が直線的であったと仮定すれ
ば，pppc および衝突時間 Tc は次のように推定できる．

pppc = (1− s)pppp + spppn, s ≡
nnnT(ppp0 − pppp)

nnnT(pppn − pppp)
(1)

Tc = T + s∆T (2)

実際には，計算誤差やリンク回転の影響により，時刻
Tcで衝突がまだ起こっていない可能性がある．そこで，
図 2のように微小量侵入した状態を見積もり，その時
刻 Td，点の位置 pppd をそれぞれ次式で推定する．

pppd = (1− sd)pppp + sd pppn, sd ≡
nnnT(ppp0 − εdnnn− pppp)

nnnT(pppn − pppp)

(3)

Td = T + sd∆T (4)

ε

Fig. 2 Estimated collision point with a buffer

ただし，εd は許容する微小侵入量である．また，s < 0
となったら s = 0，s > 1となったら s = 1とそれぞれ
補正する．

∆T 後に新しく生じた全ての接触点について衝突時
刻を推定し，最も早く衝突すると考えられる時間 Tcmin

で積分区間を分割する．つまり，時刻 T の状態に戻り，
積分時間幅を scmin∆T として改めて積分する．

3. 接 触 力 計 算

接触力の計算方法として，微視的モデル (バネ・ダ
ンパモデル)，巨視的モデル (藤本ら(8)の方法)，両者の
融合モデル (脇坂ら(9)の方法)の三種類について比較を
行う．

3·1 微視的モデル 微視的なモデルでは，侵入
量と侵入速度に対するバネダンパ力として接触力を計
算する．接触点の位置を ppp，速度を vvv，接触面法線方
向を nnnとすると，接触力 fff は次のように表される．

fff =−(knnnT ppp+ cnnnTvvv)(nnn+µσσσ) (5)

ただし，k,cはそれぞれバネ，ダンパ係数，σσσ は滑り
方向ベクトルで次のように決定する．

σσσ =

{
000 (‖vvv‖< εv)
vvv

‖vvv‖ (‖vvv‖ ≥ εv)
(6)

式 (5)，式 (6)から分かるように，微視的モデルでは原
理的に静止摩擦力を計算することはできない．

3·2 巨視的モデル リンク系の関節変位を並べ
たベクトルを qqqとすると，運動方程式は次のように表
される．

MMMq̈qq+BBB(q̇qq,qqq)+CCC(qqq) = uuu+∑
i

KKKi fff i (7)

ただし，MMM は慣性行列，BBB(q̇qq,qqq)は遠心力やコリオリ
力など速度に依存する力，CCC(qqq)は重力などの位置の
みに依存する力，uuuは各関節の駆動力をまとめたベク
トル， fff i ∈ R3は i番目の接触点に働く外力，KKKiは fff i

を等価関節力に変換する行列である．これを微小時間

－ 222 － － 223 －
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∆T で積分すると，近似的に次のような関係式が得ら
れる．

MMM(q̇qq+− q̇qq−) = (uuu−BBB−CCC)∆T +∑KKKi∆ fff i (8)

ただし，q̇qq−, q̇qq+は積分前後の関節速度，∆ fff iは外力に
よる力積とし，qqq, fff iの変化に対してMMM,BBB,CCC,KKKの変化
は十分小さいとしている．巨視的なモデルでは，外力
によって ∆T 後に衝突点が理想的に拘束されると仮定
し，接触力を計算する．藤本ら(8)は，完全非弾性衝突
を仮定し，積分後の運動エネルギーが摩擦条件のもと
で最小となることから拘束条件式を次のように導いた．

1
2

q̇qqT
+MMMq̇qq+ → min. (9)

subject to nnnT
i fff i ≥ 0, ‖ fff i − (nnnT

i fff i)nnni‖ ≤ nnnT
i fff i (10)

ただし，nnni は接触力 fff i の垂直抗力方向単位ベクトル
であり，制約条件は接触力の垂直抗力非負条件と静止
摩擦条件である．接触力は，次のように力積の時間平
均として計算する．

fff i =
∆ fff i

∆T
(11)

3·3 融合モデル 脇坂ら(9)のモデルでは，巨視
的な考え方を元に接触拘束条件を緩和する．さらに，
緩和によって生じる侵入量を速度次元で補償する．こ

のモデルでは，接触拘束条件は接触点の積分後速度
vvvi+ ∈R3をまとめたベクトル vvv+を用いて表す．vvv+は
Kokkevisら(7)の方法と同様に ABI法(13)を用いること
で，次のように計算される．

vvv+ = AAA∆ fff +bbb (12)

ただし，AAAは逆慣性行列とヤコビ行列を合わせた行列，
∆ fff は接触力 fff i による力積 ∆ fff i をまとめたベクトル，
bbbは積分前速度 vvv− と接触力がない場合の加速度を含
んでいる．完全非弾性衝突を仮定すると，vvv+ を用い
た接触拘束条件は次のように表される．

vvv+ = 000 (13)

AAAは非負定行列であり，不静定状態においてしばしば
悪条件化するので，拘束条件 (13)の解は数値的な不安
定になりやすい．そこで，次のような正則化項を加え
た二次計画問題を解くことを考える．

1
2
‖AAA∆ fff +bbb‖2 +

1
2

λ‖∆ fff‖2 → min. (14)

正則化の影響により接触力が不足しがちとなり侵入が
防げない．そこで次のように侵入量を補償する．

vvv+ =−kddd (15)

ただし，dddは全接触点での侵入量をまとめたベクトル，
kは定数である．最終的に，次のような二次計画問題

collision point

Time T Time T+ΔT

Fig. 1 Discrete states before and after collision

かしながら，これらの方法は接触・衝突力計算と組み
合わして用いており，積分区間を分割することによる
安定性向上効果を評価しているものではない．
そこで本稿では，不連続点と考えられる衝突の時間
を推定し積分区間を分割する方法を，様々な接触力計
算モデルにおいて適用し，積分区間分割を行うことに
よる安定性向上の効果について評価を行う．本方法で
は，厳密に衝突時間を推定するのではなく確実に接触
しているであろう微少量侵入した状態となる時刻を推
定し，積分区間を分割する．

2. 衝 突 時 刻 検 出

本稿では，剛体リンクと関節からなる剛体リンク系
を扱う．また，リンク形状は凸多面体とし，接触はリ
ンク頂点と面の間でのみ発生すると考える．以下では
簡単のため，接触点が運動し接触面は静止している場
合のみ考える．Fig.1のように時刻 T に接触していな
かったある点が，時刻 T +∆T には環境面に侵入して
いた状況を考えよう．点の衝突前後の位置をそれぞれ
pppp, pppn，衝突した瞬間の点の pppc，接触面の単位法線ベ
クトルを nnn，接触面上の任意の点を ppp0 とそれぞれお
く．∆T の間の点の運動が直線的であったと仮定すれ
ば，pppc および衝突時間 Tc は次のように推定できる．

pppc = (1− s)pppp + spppn, s ≡
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(3)
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ε

Fig. 2 Estimated collision point with a buffer

ただし，εd は許容する微小侵入量である．また，s < 0
となったら s = 0，s > 1となったら s = 1とそれぞれ
補正する．

∆T 後に新しく生じた全ての接触点について衝突時
刻を推定し，最も早く衝突すると考えられる時間 Tcmin

で積分区間を分割する．つまり，時刻 T の状態に戻り，
積分時間幅を scmin∆T として改めて積分する．

3. 接 触 力 計 算

接触力の計算方法として，微視的モデル (バネ・ダ
ンパモデル)，巨視的モデル (藤本ら(8)の方法)，両者の
融合モデル (脇坂ら(9)の方法)の三種類について比較を
行う．
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向を nnnとすると，接触力 fff は次のように表される．
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式 (5)，式 (6)から分かるように，微視的モデルでは原
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ただし，MMM は慣性行列，BBB(q̇qq,qqq)は遠心力やコリオリ
力など速度に依存する力，CCC(qqq)は重力などの位置の
みに依存する力，uuuは各関節の駆動力をまとめたベク
トル， fff i ∈ R3は i番目の接触点に働く外力，KKKiは fff i

を等価関節力に変換する行列である．これを微小時間
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Fig. 9 Snapshot of a stable simulation based on wakisaka’s method(9)
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Fig. 10 Stability of wakisaka’s method with respect to
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てチャタリングは発生していることがわかる．
4·3 融合モデル 微視的なモデルと同様の環境
で，積分時間幅を 0.005s，積分時間 4sとし，様々な
パラメータに対してシミュレーションを行った．安定
な計算が行えたときのスナップショットを図 9に示す．
また，初期重心高さを 0.5mとしたときの安定な計算
が可能であったパラメータを図 10にまとめた．ただ
し，地面に静止した場合を安定であると判断する．図

10から，細かく分断されていた安定領域が，推定され
た衝突時間で積分を区切ることで比較的大きな範囲で
まとまったことが確認できる．つまり．安定な計算が
行えるパラメータがより容易に発見できるようになっ
たと考えられる．
続いて，様々なパラメータの組において初期重心高

さを 0.5mから 1.0mまで 0.005mずつ高くしたときの
安定な計算が行えた割合を図 11に示す．特に図 11(a)
は，図 10において共に安定であった領域について詳
細にパラメータを分割して計算を行った結果である．
初期値の変動に対して，推定された衝突時間で積分を
分割する方法の方が，より安定性が向上していること
が確認できる．ただし，今回のシミュレーションでは
物体は環境に固定されていない．そのため，大きな力
が加わる衝突現象では，微小な力の違いが大きな振る
舞いの違いを生む，すなわちカオス的な振る舞いをす
ると思われる．したがって，積分を分割しても初期重
心高さの変動に対して常に安定となるわけではない．
また，図 12に同じパラメータで積分を分割する方
法では安定だが分割しない方法では不安定となったシ
ミュレーションにおける，衝突点の z座標を示す．衝突
点の推定することで衝突時の最大侵入量が少なくなっ
ていることが確認できる．急激に侵入することをを防
ぐことで，発散の原因となる跳ね上がりを抑えること
ができた．つまり，安定性が向上したといえる．

5. 結 言

本稿では，剛体リンク系動力学シミュレーションに
おいて，衝突時間を推定し積分区間を分割する方法の
数値的安定化効果を検証した．衝突・接触力計算とし
て，微視的モデル，巨視的モデル，脇坂ら(9)のモデル
の３つのモデルに対して比較を行った．微視的モデル
では安定化の効果は見られなかったが，巨視的モデル
ではチャタリングが抑えられることが確認できた．し
かしながら，完全にチャタリングを抑えることはでき
なかった．微視的・巨視的融合モデルでは，チャタリ
ングが生じない上，衝突における侵入量が減少するこ
とで数値的な安定性が向上した．それによって，安定
な計算が行えるパラメータの選択がより容易になった．
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を解くことで接触力を計算する．
1
2
‖AAA∆ fff +bbb+ kddd‖2 +

1
2

λ‖∆ fff‖2 → min. (16)

subject to nnnT
i fff i ≥ 0 (17)

4. 評 価

3章で示した 3つの衝突モデルを用いて，衝突時間
を推定し積分区間を分割する方法と分割しない方法
について比較した．それぞれの方法において，大きさ
60cm× 40cm× 10cm，質量 1kg の直方体を初期ピッ
チ・ヨー角 30°から地面に落下させるシミュレーショ

ンを行った．ただし，εd は 0.0001mとし，計算機は，
CPUIntel(R) Core(TM) i7-2720QM 2.20 GHz，メモリ
8 GBのコンピュータを使用した．常微分方程式の数
値解法は，Runge-Kutta-Gill法を用いた．

4·1 微視的モデル パラメータや初期値による
計算の安定性について比較を行う．微視的なモデルで
は，原理的に静止摩擦力を計算することはできないた
め，接触時に横滑りが起こってしまう．そこで，積分
前後の z座標の差が微小かつ 0より小さいとき，安定
な計算が行えていると判断した．また，積分時間幅は
0.001sとした．安定な計算が行えたときのシミュレー
ション結果のスナップショットを図 3に示す．初期重
心高さ 0.5mとしたときの，安定な計算が行えたパラ
メータ k,cの分布を図 4に示す．また，各パラメータに
おいて，初期重心高さを 0.5mから 0.0005mずつ 0.6m
まで高くした際の安定な計算が行えた割合を図 5に示
す．ただし，全データを c-割合平面に射影して表示し
ている．
結果より，本稿の方法で推定された衝突時間を用い

て積分区間を分割しても安定性は向上しないことが分
かった．発散したパラメータにおいて，1つの接触点
の位置とその点での接触力を図 6に示す．これより発
散の原因が衝突ではなく，他の頂点の影響で接触して
いる状態からさらに大きく侵入することによる不連続
さにあると判断できる．

4·2 巨視的モデル 微視的なモデルと同様の条
件で，積分時間幅を 0.005s，積分時間 4s，初期重心高
さを 0.5mとしてシミュレーションを行った．スナッ
プショットを図 7に示す．初期状態で最も低い位置に
ある頂点での接触力を図 8に表す．ただし，巨視的な
モデルの場合，接触・非接触状態が頻繁に切りかわる
チャタリングが発生するため，衝突時刻での積分区間
分割が顕著に発生し，計算コストが高くなると考えら
れる．今回のシミュレーションでは，積分時間幅の平
均は 0.0013sとなった．そこで，分割しない方法で積
分時間幅を 0.001sで計算した場合の比較も行う．
図 8より，衝突時間で積分を分割する方法では，急

激な接触力の変化が抑えられており，チャタリングの
頻度が減少したことが確認できる．しかし，依然とし
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Modeling of a 3-fingered grasp by observing the grip force

Kazuyuki NAGATA∗1, Natsuki YAMANOBE∗1, Kensuke HARADA∗1

∗1 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8568, Japan

This paper presents a modeling method of 3-fingered grasp by analyzing the grip force.
We measure the grip forces of three types of 3-fingered grasp (i.e. prismatic precision, circular
precision and pivot). The grip force of 3-fingered grasp can be described by four-dimensional
vector by adopting an appropriate coordinate system. We analyze the 4-dimensional grip force
vector in terms of the mechanical opposition with the thumb, and parallelism of the grip forces
of the index and the middle finger. We show that three types of 3-fingered grasp can be modeled
by two types of robot hand.
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