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 Traditional motion planners always generate trajectories from scratch, which is computationally expensive and 

fails to use previous knowledge of already encountered environments. Therefore, we propose to use a robot motion 
dataset to decrease the cost. We made an algorithm that learned the dataset distribution and approximate it with a 
Gaussian Mixture Model method to generate initial trajectories. The proposed method is evaluated on the STOMP 
algorithm in the simulation of a seven degree of freedom industrial robot.  
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1. はじめに 
軌道計画は移動ロボットや垂直多関節ロボットに必要な要

素技術であり，現在まで数多くの手法が提案されている．最適

化プランナ[1-3]は，コンフィグレーション空間の始点と終点

を結ぶ直線を初期軌道として利用し，障害物などが存在する

環境において，衝突を避けながら軌道長を最短化するような

最適化を繰り返す．これらの手法では，収束時間や最適化の結

果が初期軌道に依存するため，適切な初期軌道を与えるいく

つかの手法が提案されている[4]．文献[5,6]では，事前に適切

な軌道のデータセットを構成し，その中から適切な初期軌道

を選択して環境に適応させるアルゴリズムが提案されている．

しかし，これらの手法では，環境が高次で複雑であるような場

合には，データセットの構築に必要な軌道の数の増加に伴い，

軌道の探索時間も増加するという問題がある．探索時間の増

加に関する問題に対しては，軌道データベースに対す

る”Google”を構築する手法[7]が提案されている．  

他に，初期から最適軌道を探索する手法がある．文献[8]の

手法は，データセットから運動プリミティブを選択するため

に，最適な測定基準を学習する．また，機械学習に基づく手法

として，複数の初期軌道を与え，その中から最良の軌道を選出

する手法がある[9,10]．しかし，これらの手法の本質は，やは

り，軌道データセットからの特定の軌道の高速な検索である．

文献[11]では，最適化に有利な目的を学習するという興味深

い手法が提案されている．このアルゴリズムは，性質の良い引

き込み領域を予測し，その中に軌道を生成する． 

これらの先行研究では，軌道の品質保証と探索時間の低減

のいずれか，もしくは両立を目的としている．産業領域では，

冗長軸を有する産業用ロボットに対して数百ミリ秒のタクト

タイムが要求される一方で，周囲への衝突が致命的な結果を

もたらすというケースが存在する．現在はティーチングプレ

イバック方式によって駆動されるこれらのロボットの軌道生

成を自律化するためには，先行研究のいずれも十分な性能を

持たない．そこで本研究では，前述の二つの要求を同時に満た

すために，最適化プランナのための初期軌道を高速に生成す

る新しいアルゴリズムを提案する． 

本論文では三種類の手法を提案する．まず，GMT（Gaussian 

Mixture Trajectory）は最も基本的な手法であり，線形補間によ

り初期軌道を生成する．次に，GMST（Gaussian Mixture Spline 

Trajectory）は，スプライン補間を行う軌道生成手法である（図 

1）．最後に，GMST-L（Gaussian Mixture Spline Trajectory-Linear）

は前述の二手法を併合する手法である．この手法は，まず

GMST を実行し，軌道を発見できなかった場合に GMST-L を

実行する．本研究では，これらの手法を STOMP プランナ[2]

の初期軌道生成に利用して後述の検証を行ったが，種々の最

適化プランナの初期軌道生成手法として同様に利用すること

ができる． 

2. 提案手法 

提案手法は，STOMP プランナ[2]などの軌道最適化手法の

初期軌道生成手法である．適切な初期軌道を生成するために，

ロボットの軌道データを事前に大量に生成し，それらの分布

をガウス混合モデル（GMM: Gaussian mixture model）によって

学習しておく．  

提案手法は二段階で実行される．まず，コンフィギュレーシ

ョン空間内で所望の作業を行うロボットの軌道分布を近似す

るために GMM でロボットの軌道分布を近似する．次に，学

習後の GMM を利用して初期軌道を生成する． 

 

2.1 ロボットの軌道データセットの構築 

ロボットの軌道データセット𝒟は，運動計画問題と軌道の

二種類の情報から構成される．運動計画問題は，コンフィグレ

 

Fig. 1. Trajectory initialization in the configuration space. The 

obstacle is in grey, 𝑞𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 is the point obtained from �̂�. The 

blue line is the traditional straight line initialization used by 

motion planners, the red line is the linear interpolation 

intialization and the grenn line is the spline initialization. 
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ーション空間における軌道の始点と終点，および障害物の情

報から構成され，これを 𝒙 ∈ ℝ𝐿と表す．ここで，𝐿 は問題を

表現する適切な次元数である．典型的な三次元空間の例では，

障害物が縦横高さと位置と姿勢の合計九つのパラメータを持

つ箱として表現される．軌道はプランナにより探索されたコ

ンフィグレーション空間内の点のリストとして与えられ，そ

れを 𝝃 ∈ ℝ𝑛𝑘と表す．ここで，𝑛 は時間ステップ数，𝑘 はロボ

ットの自由度である．さらに，運動計画問題 𝒙 と軌道 𝝃 を連

結して𝒅 ≜ [𝛏 𝒙] と表す．すなわち，軌道データセット𝒟は多

数の 𝒅 で構成される． 

軌道探索は， 𝒟 が与えられた条件下で適切な 𝒅 を選択す

る問題として定式化される．一般に 𝒟 の要素は無限に存在す

るため，実用的な軌道探索のためには， 𝒟 を 𝒅 と関連付け

て小さく構成する必要がある．本研究では，条件付き確率分布

 𝑝(𝒅|𝒟) を事前に GMM により近似し，初期軌道の探索に利

用する． 

 

2.2 軌道データセットの学習 

GMM によって以下のように 𝑝(𝒅|𝒟) を近似する． 

𝑝(𝒅|𝒟) = ∑ 𝜋𝑖𝒩(𝝁𝑖 , 𝚺𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

ここで，𝑚はカーネル数，𝜋𝑖は各カーネルの重み係数である．

混合モデルの最適なパラメータの探索は非凸問題であり解析

的に解くことが困難である．本研究では 𝜋𝑖  ，𝝁𝑖，𝚺𝑖の探索に

EM アルゴリズム[12]を用いた．  

 

2.3 軌道生成 

運動計画問題 𝒙 ≜ [𝑥1 ⋯ 𝑥𝐿]𝑇  について軌道 𝛏 を生成する．

𝒅 = [𝛏, 𝒙]として 𝑝(𝒅|𝒟) の最適化問題は以下の条件付き確率

分布の最大化と等価である． 

 

𝑝(𝒅|𝒟, 𝑑𝑛𝑘+1 = 𝑥1, ⋯ , 𝑑𝑛𝑘+𝐿 = 𝑥𝐿) = 𝑝(𝛏|𝒟, 𝒙)  

 

GMM で解空間を近似することで，高速に良質の初期軌道を探

索することができる．カーネル数を 1 として GMM によって

𝑝(𝒅|𝒟)を近似した場合には， 

 

𝑝(𝒅|𝒟) = 𝒩(𝝁, 𝜮) 

 

である．ここで，Σ1:𝑛𝑘
−1  はΣ−1 = [𝑠𝑖𝑗] ∈ ℝ(𝑛𝑘+𝐿)×(𝑛𝑘+𝐿)の 1行か

ら𝑛𝑘行までで構成される部分行列である．最適軌道 �̂� は次の

関係を満たす． 

 

Σ1:𝑛𝑘
−1 �̂� = [𝜆1 ⋯ 𝜆𝑛𝑘]𝑇 

𝜆𝑖 = ∑ 𝑠𝑖𝑝𝜇𝑝

𝑛𝑘+𝐿

𝑝=1

− ∑ 𝑠𝑖𝑝𝑥𝑝

𝑛𝑘+𝐿

𝑝=𝑛𝑘+1

 

 

これは1カーネルを利用するGMMである．まず，𝒩(𝝁𝑖 , 𝚺𝑖)(∀𝑖)

から局所最適な �̂� を探索し，その後，𝑝(𝝃|𝒟, 𝒙) を最大化する

 𝝃 を選択する． 

 

�̂� = argmax
𝑖

 𝑝(𝝃𝑖|𝒟, 𝒙) 

�̂� が得られた後には，コンフィグレーション空間における線

形補間とスプライン補間を行う初期軌道生成の二種類の手法

がある．  

3. シミュレーション 

3.1 条件 

提案手法の性能の評価のために，矩形の障害物が存在する

三次元空間を対象にして，七自由度を有する垂直多関節ロボ

ットの軌道生成問題を解いた．障害物の上部に手先がある初

期姿勢から，障害物の下部にランダムに設定される姿勢まで

動作する軌道を生成する状況を想定しシミュレーションを行

った．本シミュレーションでは，まず，提案手法を用いて初期

軌道を生成し，その後，STOMP を利用してその軌道を最適化

した．一般的な直線初期化で STOMP を利用してロボット軌道

データセットを生成した． 

四種類の初期化手法を比較した．多くの最適化プランナで

利用されるコンフィグレーション空間で始点から終点まで直

線で結ぶ手法（Linear），提案手法の線形法の GMT，提案手法

のスプライン補完法の GMST，そしてハイブリッド手法の

GMST-L である．GMST-L は GMST で探索を開始し，５回以

上の反復では Linear 法に切り替える．後述するシミュレーシ

ョン結果の分析の結果では，70％以上の探索において，GMS法

は 5 回以内の反復で収束することがわかった．したがって，

Linear 法への切り替え処理は成功率の向上に有効であると考

えられる． 

 

3.2 軌道データセットの構築と近似 

まず，ロボットの軌道データセットを構成するために， 

STOMP を利用して 50000通りの軌道を生成した．始点と終点

はランダムに設定し，探索された軌道の中央点を保持した

（𝑛 = 1）．軌道データセット分布を近似するためにカーネル

数を 20とした GMM を利用した．カーネル数は試行錯誤によ

って設定した． 

 

3.2 結果 

まず，5000の軌道計画問題を生成して，それらを 1000ずつ

五つに分割した．それぞれの軌道計画問題は，障害物の下部に

終点がランダムに選択され，その点を逆運動学によりコンフ

ィグレーション空間での終点に変換して設定した．各試行で

四種類の初期軌道生成と STOMP を適用した．また，成功率と

軌道生成が成功した場合の反復と実行時間を記録した．それ

らの平均を実験結果として表 1 に示す． 

提案手法は STOMP の性能を向上させることが確認された．

GMST による初期軌道の利用で軌道生成の成功率が 74.10%

から 85.62%まで向上した．一方で，実行時間は 0.2606sから

0.1623sまで減少した．GMST は反復回数が低減したことによ

る計算コストの低減が得られ，従来の方法よりも初期軌道を

最適化するために費やす時間を短縮できた．GMST-L による初

期軌道生成は，軌道生成の成功率を向上させた一方で，実行時

間が増加した．最大反復回数の閾値を変更して検証したが，性

能の向上は見られなかった． 

 

 

Table 1 Results of simulations. 

 Linear GMT GMST GMST-L 

Success rate 74.10 % 82.66 % 85.62 % 86.12 % 

Average 
iterations 

11.83 8.67 6.84 9.54 

Average 
execution 

time 

0.2606 s 0.2001 s 0.1623 s 0.2099 s 
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4. おわりに 

本論文では，軌道データセットを高速に利用するための手

法を提案した．提案手法は，軌道データセットを検索すること

なしに運動プランナに有効な初期軌道を生成することが可能

である．また，シミュレーションの結果により，軌道データセ

ットの利用は，同様の環境での動作計画を改善するために有

効であり，提案手法はモーションプランナの探索コストを低

減するために有効であることが示唆された． 

今後は，提案手法を多くのモーションプランナで利用でき

るようアルゴリズムを洗練し，それらの性能の向上に貢献す

るかを確認する．また，種々の環境を構築し，提案手法のロバ

スト性を示す．さらに，軌道データセットの近似は容易である

ため，最適軌道をオンラインで生成するような，より複雑な機

械学習アルゴリズムへの適用を目指す． 

他方，提案手法は転移学習への適用に関して有望である．す

なわち，大きなデータセットを利用する機械学習を，複数の小

型軌道データセットの統合で置き換えることを可能にする手

法であると考えられる．異なる環境で動作する多くのロボッ

トの軌道データセットを統合するために，提案手法を適用す

ることが可能である．  
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(a) 

 

(b) 

Fig. 2. Trajectory found during one test of the experiment. The robot 

needs to go from the upper home position to the randomly chosen 

goal under the obstacle. (a) The puple line is the final tarjectory 

found with the GMT initilization for the end effector. (b) Trial of the 

final robot movement. 
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