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We propose a novel robot path planning method combining RRT and LSTM network. In this
method, numerous and good paths are generated in the robot configuration space by RRT method, a
small size LSTM network is trained by them. By the proposed method, the difficulty of general methods
with LSTM network, i.e. “the acquisition of a large amount of training data” is overcame. Moreover,
the difficulty of general random based methods, i.e. “the reproducible path generation” is enabled with
high-speed.

Key Words: Path plannning, LSTM network, RRT

1 はじめに

目標軌道生成は，自律走行ロボットや垂直多関節ロボットの自
律的な機能を実行するために重要であり，現在までに，障害物の回
避やエネルギー効率などの種々の制約を満たしつつ，目標軌道を
短時間で探索するための手法が数多く提案されている．ロボット
の軌道生成に広く用いられるアルゴリズムに，PRM（probabilistic
road map）[1] や RRT（rapidly-exploring random tree）[2]，およ
びそれらの改良アルゴリズムがある．これらの手法は，ランダム
サンプリングされたノードを繋げて経路を生成する手法であり，
始点と終点が接続可能な条件下では必ず経路を発見できるとい
う特長を有する．また，対象領域に障害物や他者が存在する状況
や，動的に環境が変化する状況では，事前に規定するノードを空
間内に設定することがことが困難であるため，固定ノードを利用
するダイクストラ法や A*法 [3] に比べて，これらの手法が有利
であることが知られている．さらに，経路生成後に平滑化処理を
適用することで，品質の高いが得られることが知られている．し
かし，乱数を用いるアルゴリズムであるため，同一の始点と終点
に対して発見される経路が探索ごとに変動することや，許容され
る探索時間が十分でない場合には，冗長な軌道が発見される場合
がある．また，以前に生成した軌道の知識を再利用する枠組みを
持たない．
一方，機械学習による軌道生成を行う種々の手法が提案されて

おり，ニューラルネットワーク（NN：Neural Network）を利用す
る手法 [4]や強化学習と NNを組み合わせる Deep Q-networkな
どがある [5]．これらの手法は事前に大量の学習が必要であるが，
学習終了後には高速に軌道を生成することができる．また，前述
の手法と異なり，同一の始点と終点に対して同一の経路が生成さ
れる．さらに，NNの汎化能力により，学習時に利用されなかっ
た条件に対しても，軌道生成が可能である．ただしこれらの手法
は，事前知識としてロボットの身体性を陽に与えることができず，
学習のための大量の訓練データを獲得するための試行錯誤が必要
である．しかし一般に，多くの産業用ロボットや移動ロボットは
それらの身体性（仕様や各種パラメータ）が既知であるため学習
によって獲得する必要はなく，現場に合わせた多くの試行錯誤を
行うのは不可能である場合が多い．
そこで本研究では，上述の二種類の手法を融合した新たな軌道

生成手法を提案する．すなわち，ロボットの身体性や環境を考慮
したコンフィグレーション空間において，大量かつ良質の軌道を
RRT によって生成し，それらのデータを利用して NN の学習を
行う．このような融合によって，NNを利用する手法の困難であ
る「大量の訓練データの獲得」を克服し，乱数生成に基づく手法
では困難な「再現性のある軌道生成」を高速に実行することを可
能にする．さらに提案手法では，汎化能力の獲得も期待できる．

2 LSTMネットワーク
リカレント型 NN（RNN）は，内部に再起結合を有し，時系列

信号の特徴を捉える事ができることから，ロボットの軌道生成に
対する有効性が示唆されている [6]．本研究では，RNNの一種で
ある LSTM（Long short-term memory）ネットワーク [7] を用い
る．以下では LSTMネットワークについて概説する．

2.1 RNN
L層の RNNを構成する．時刻 kにおける第 l層の入力ベクト

ルを，
u(l),k ≜ [ u

(l),k
1 · · · u(l),k

j · · · u(l),k
J ]T

時刻 k における第 l層の出力ベクトルを，

z(l),k ≜ [ z
(l),k
1 · · · z(l),kj · · · z(l),kJ ]T

と表す．入出力ベクトルの各要素のペアをユニットと呼ぶ．j は
第 l 層のユニット番号，J は総ユニット数である．入力層では
xk = z(1),k，出力層では vk = u(L),k かつ yk = z(L),k であり，
入力層では，出力ベクトルの要素のみをユニットとする．また，
第 l− 1層のユニット番号を i，総ユニット数を I と表現する．さ
らに，第 l− 1層から第 l層への入力伝播重みをW (l)(∈ RJ×I)，
リカレント重みをR(l)(∈ RJ×J)と表す．ただし，j′ は前時刻の
任意のユニット番号を表す．このとき，u(l),k の各成分は次式で
与えられる．

u
(l),k
j =

I∑
i

w
(l)
ji z

(l−1),k
i +

J∑
j′

r
(l)

jj′z
(l),k−1

j′ (1)

また，第 l層の出力ベクトルの各要素は，

z
(l),k
j = f (l)(u

(l),k
j ) (2)

と表される．ここで f (l)(·)は活性化関数である．以上をまと
めると，第 l層の出力は，

z(l),k = f (l)(W (l)z(l−1),k +R(l)z(l),k−1) (3)

出力層の出力は，

yk = f (L)(vk) = f (L)(W (L)z(L−1),k) (4)

と表される．
後述するシミュレーションでは，入力層の次元数を空間の次元

数の二倍とし，出力層の次元数を空間の次元と一致させた．具体
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Fig.1 Construction of the input signals of the RNN. The output
signal is inputed to the next time RNN recurently.

的には，始点と終点の座標を連結して x1 を構成し，次時刻に移
動すべき座標として y1 を出力するよう，ネットワークを構成し
た．そして，xk (k = 2, 3, · · · ,K)は，前時刻の出力 yk−1 と最
終座標を連結して構成する．RNNのモデルと入出力信号の流れ
の概要を図 1に示す．

2.2 LSTM
LSTMは，RNNの入出力重み衝突問題や勾配消失問題などを

解決するために Gersらによって設計された [8]．構造を図 2に示
す．LSTMネットワークは，RNNの各層のユニットを LSTMユ
ニットに置き換えたものであり，各ユニットで以下の計算が実行
される．
まず，第 j ユニットの忘却ゲート開放率を以下のように算出

する．
fk
j = σ{wfg

j (xk)T + rfg
j (zk−1)T + bfg} (5)

ここで，σ{·}はロジスティックシグモイド関数，wfg
j は前層から

の入力 xk に対する重みベクトル，rfg
j は前時刻からの入力 zk−1

に対する重みベクトル，bfg はバイアスである．次に，入力ゲー
ト開放率を以下のように算出する．

ikj = σ{wig
j (xk)T + rig

j (zk−1)T + big} (6)

このゲートを以下のように信号が通過する．

Ck
j = fk

j · Ck−1
j + ikj · tanh{wz

j (x
k)T + rz

j (z
k−1)T + bz} (7)

この値はユニット内の内部状態として次の時刻に伝達される．そ
して，出力ゲート開放率，

okj = σ{wog
j (xk)T + rog

j (zk−1)T + bog} (8)

に従って，以下のように出力値 zkj が決まる．

zkj = okj · tanh(Ck
j ) (9)
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Fig.2 Structure of a LSTM unit.

3 RRTと LSTMの融合
提案手法は以下の三フェーズからなる．

1. RRTによる訓練データの生成（訓練データ生成フェーズ）

2. LSTMネットワークによる軌道学習（学習フェーズ）

3. 学習モデルを用いた新たな軌道の生成（新軌道生成フェーズ）

処理の流れを図 3に示す．

3.1 訓練データ生成フェーズ
まず，始点と終点の周囲にそれぞれ任意の大きさの領域を設定

し，乱数を利用してそれらの領域内で始点と終点の座標を摂動さ
せる．このようにして定められた始点と終点の組みに対して RRT
を適用することで，多様な軌道が生成される．次に，生成された
軌道を軌道洗練化法によって修正し，軌道を滑らかにする．さら
に，生成された軌道を総距離などの評価指標に基づいて選別し，
質の高い軌道のみを収集することで，軌道データセットを構成す
る．後述のシミュレーションでは，軌道の構成点数に注目し，サ
ンプル数が多い軌道構成点の軌道を良質であると仮定し抽出した．

3.2 学習フェーズ
訓練データ生成フェーズで得られた軌道データセットを用い

て，LSTMネットワークの学習を行う．学習の流れ以下に示す．

(1) データセットをシャッフルして，ミニバッチ集合に分ける．

(2) n = 1番目のミニバッチについて，以下の処理を行う．

1. 第 1時刻において，軌道の始点と終点を連結したxk=1

を LSTMネットワークに入力する．

2. 順伝搬計算により移動先の座標 yk=1 を出力する．

3. yk=1 と軌道データセットの座標の距離を誤差関数に
加算する．

4. xk=2 を yk=1 と終点の組で構成し，k := k + 1とし
て 2.に帰る．

5. 最終時刻までループ．

(3) 誤差逆伝搬法の一種である Back Propagation Through Time
（BPTT）[7]を用いてネットワーク中の結合重みを修正する．

(4) n+ 1番目のミニバッチに移って (2)，(3)を行う．また，同
様にしてすべてのミニバッチを処理する．（これを 1エポッ
クと呼ぶ.）

(6) 十分なエポック数になるまで (1)～(4)をループさせたところ
で学習を打ち切る．

3.3 新軌道生成フェーズ
学習が終了した LSTMネットワークに所望の始点と終点の組

み合わせを入力して，軌道を生成する．終点に近づくまで yk を
生成し続け，一定の閾値を超えて終点に近づいたところで軌道生
成を止め，最終点と結合する．

Start and goal 
points pairs are 
randomly generated 

New start and goal points

     RRT
algorithm

LSTM network
       model

Paths generated by RRT
Training data

Start and goal points

New  path

New fine path
Loss

Weight
update

LSTM network
       model

copy

1.Preparation phase 2.Training phase 3.Generation phase

Fig.3 Flow of the processing phase of the proposed method.
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Fig.4 Two dimensional region including obstacles for the path
planning evaluation.

4 シミュレーション

4.1 シミュレーション条件

図 4 に示す障害物を含む二次元領域を軌道探索領域対象とし
た．この領域のX 軸と Y 軸の値域をともに [−1, 1]と設定した．
以下では，この領域内に任意に設定される始点と終点を，障害物
に接触すること無く結ぶ軌道を探索する問題を考える．

4.2 訓練データ生成フェーズ

4.2.1 軌道生成

学習に用いる軌道のデータセットの生成には，オープンソース
ライブラリである OMPL[9]に実装された RRTを用いた．生成し
た軌道は，始点から終点までの点集合として表現される．
まず，一様分布に従う乱数発生により，軌道の始点を

{x, y} = {(−1,−0.5), (0.5, 1)} の範囲から，終点を {x, y} =
{(0.5, 1), (−1,−0.5)}の範囲から，32000通りの組み合わせを生
成した．つぎに，それらの始点と終点の組に対して RRTを適用
し，障害物を避ける 32000通りの軌道を生成した．このとき，総
距離が一定以上となる軌道は，粗悪な軌道であるとして，データ
セットから除外した．
つぎに，Path Pruning法，Shortcut法 [12]，B-spline法 [13]な

どを利用して，RRT の軌道の洗練化処理を行った．図 5 に洗練
化処理の前後の軌道の例を示す．

4.2.2 軌道の選別

生成された軌道は, 連結順を持つ点の集合として表現される．
ここでは生成した軌道から良質なものを抽出するために，32000
通りの軌道の構成点数に着目した．図 6 に 32000 通りの軌道の
構成点数の分布を示す．このグラフより，始点から終点までを 25
点で結ぶ軌道が最も多いことが判明したので，これに該当する
11625通りの軌道を抽出し，さらににそれらから無作為に 10000
通りの軌道を抜き出して軌道データセットを構成した．

Fig.5 Upper figures are paths generated by the RRT. Lower
figures are the paths after the refinement processing.

Table 1 Parameters of the LSTM netwark.
Setting items Detail

Input dimension 4
Output dimension 2

Number of internal layers 2
Number of units in one layer 120

Activation function of output layer Identity function
Error function Mean squared error

Mini-batch size 200
Initial Weights Random [−0.1, 0.1)　

Initial bias None
Learning rate adjustment Adam[11]

Gradient clipping parameter 5.0
Weight decay parameter 1.0× 10−5

4.3 学習フェーズ
LSTMネットワークの構築および学習には，深層学習向けライ

ブラリである Chainer[10]を用いた．学習により，誤差関数の値
がエポック数の増加に伴って減少する様子を図 7に示す．また，
LSTMネットワークの主なパラメータを表 1に示す．

4.4 新軌道生成フェーズ
学習後の LSTMネットワークに，所望の始点と終点の組を入力

して生成された軌道の例を図 8に示す．障害物を避けながら始点
と終点を繋ぐ滑らかな軌道が生成されたことがわかる．1000000
通りの始点と終点の組み合わせについて評価を行ったが，障害物
に衝突する軌道の生成は一例も無かった．

4.5 計算時間
LSTM ネットワークによる軌道生成に要する計算時間は，一

軌道あたり 35～40[ms]程度であった．一方で，RRTでは 2[ms]
程で生成することができた．そのため，本実験で対象とした領域
に於いては LSTMの速度的優位性は実証出来なかった．しかし，
これらの手法は，計算機や実装言語などが異なる環境で実装され
たため，今後，厳密な比較を行う必要がある．また，RRT等の手
法によるランダムサンプリングに基づく手法は，探索空間の次元
の増加に対して計算量が指数的に増加することから，高次のコン
フィギュレーション空間における計算量に関しては，LSTMネッ
トワークが有利であると予想される．

5 まとめ
RRT により大量に生成したと軌道を利用して学習を行うこと

で，ロボットの軌道を想起する LSTM ネットワークを構成する
手法を提案した．二次元空間の軌道生成問題に提案手法を適用す
るシミュレーションでは，任意の始点と終点を与えると，LSTM
ネットワークが，その間の軌道を安定して出力することができる
ことを確かめた．さらに，百万回通りの軌道生成を行っても，一
度も軌道生成に失敗することが無いことが確認された．また，一
つの軌道の生成に要する計算時間については，2次元空間に於い
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Fig.6 Distribution of trajectory composition points.
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Fig.7 Evolutiono of the value of error function to the number
of epoch.

Fig.8 Examples of the generated paths. The mark of ◆ rep-
resents start point, and the mark of ★ represents goal
point.

ては RRTのほうが高速となったが，これについては今後更なる
検証を行う必要がある．
提案手法の利点として，データセットの構成段階で，任意の評

価指標に基づく軌道の選別が可能であることが挙げられる．この
特性によって，RRT などの軌道生成手法で生ずる低品質もしく
は冗長な軌道の生成を防ぐことが可能である．また，結合荷重が
決定された LSTMネットワークは，LSIチップなどの回路で実装
することが容易であるので，提案手法を低電力かつ高速駆動する
ハードウェアとして構成することが可能である．
今後は，より高次元のコンフィグレーション空間への提案手法

の適用を行う．また，より汎用性の高いプランニングの実現のた
めに，探索境界条件を取り払うことも考えられる．
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