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 Many robots work in specialized environments that have little change such as industrial assembly line. To 
accommodate with some small uncertainties they need to react as fast possible and to compute a new trajectory. 
However, currently motion planners do not use already acquired knowledge and for most of them plan from scratch 
every time a new problem is given. We propose a framework where the robot learns from previous experience and, 
similar to human intuition, is able to quickly generate a prior guess of the movement to do before properly computing 
it. Unlike previous research we do not require a dataset during runtime making trajectory prediction available for 
memory constraints robots or totally autonomous robot.  
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1. はじめに 

ロボットは障害物との衝突を回避しながら様々

なタスクを安全に遂行しなければならないため，

軌道計画はロボティクスにおいて重要な研究分野

である．軌道計画のためのアルゴリズムには様々

なものが存在するが，これらのアルゴリズムは確

率的プランナと最適化プランナの二種類に大別さ

れる[1-3]．確率的プランナは，ランダム手法に基

づいて軌道を探索する．最適化プランナは，初期

軌道を生成し，そこから質の高い軌道に最適化す

る．現在，多くのロボットは組み立てラインのよ

うに環境変化の少ない現場で特定の動作を繰り返

している．このような環境に変化があった場合に

は，できるだけ速く反応しなければならない．し

かし，ほとんどの軌道計画プランナは過去の経験

を考慮せず，再初期化を実施して新しい軌道を生

成する． 

一方，軌道予測手法は，与えられた軌道生成問

題に対して軌道の予測を生成する．予測は確率的

プランナではバイアスとして利用でき，最適化プ

ランナでは初期推定として利用できる．多くの軌

道予測アルゴリズムが提案されているが，それら

全ての手法において，実時間でデータセットを取

得する必要があるという欠点がある[4-6]．著者ら

の先行研究[7]では, この問題を解決する手法を提

案している．さらに本研究では, 条件付き生成モ

デルを訓練するために，効果的に軌道解を収集し，

モデルの学習後にデータセットを必要としないフ

レームワークを提案する．従来の軌道予測手法と

は異なり，提案手法は，記憶容量に制限のあるロ

ボットや自律ロボットに適する． 

 

2. 提案手法 

提案手法のフレームワークには三つの工程があ

る．はじめに，既存の経路計画アルゴリズムを用 

Figure 1 Overview of the proposed framework. There is 

a clear separation between the learning of the dataset 

and the online time. 

 

いて軌道解を生成し，それらを集めてデータセッ

トを作成する．つぎに条件付き生成モデルを学習

する．そして，既存の軌道計画プランナを改変し，

条件付き生成モデルの軌道予測を適用する． 

 

2.1 軌道データセット 

提案手法では，軌道予測を行うために軌道解を

収集する．収集した軌道解のデータを用いて，ロ

ボットは新しい経路生成のための予測を行う．こ

こでは，すべての軌道計画プランナで使用可能な

経路データの表現方法の定義が重要になる．経路

データはシミュレーションと実世界での経路を表

現するものでなければならない． 

全ての軌道計画問題の空間を𝑋，全ての軌道の

空間を𝛯とおく．𝑋中の任意の問題 𝑥について，軌

道計画プランナは𝛯の軌道解𝜉を提案することがで

きる．しかし，すべての軌道が解であるとは限ら

ない．また，すべての軌道計画問題に解があるこ

とも保証されない．ここで，多様体𝑀 ∈ 𝑅𝑋×𝛯を

定義する．(𝑥, 𝜉) ∈ 𝑀であれば，𝜉が軌道計画問題

𝑥の軌道解となる． 
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提案手法の目的の一つは，軌道計画問題𝑥を入力

として軌道解𝜉を出力するための予測関数を学習す

ることである．これは次式のように表される． 

 

𝑓: 𝑥 ↦ 𝜉   subj. to (𝑥, 𝜉) ∈ 𝑀             (1) 

 

生成するデータセットには𝑀を学習するための教

師になる正解軌道だけが含まれていなければなら

ない． 

𝑋と𝛯は無限次元の空間であるが，これらを計算

機における利用に対応させるためには，𝑋と𝛯を有

限次元の空間に投影しなければならない．提案手

法では，特定の軌道の表現方法は重要でない．軌

道が有限次元で表現され，その表現方法がデータ

セットの中で統一されていれば，どんな表現方法

も許容される． 

例えば，軌道計画問題𝑥は三次元空間中に存在す

る𝑛個の障害物𝑂1, 𝑂2, … , 𝑂𝑛の位置と向きで表現

される．これは,𝑋が𝑛個の障害物で六次元空間を

形成していることを意味する．同様に，軌道はコ

ン フ ィ グ レ ー シ ョ ン 空 間 に お け る 中 間 点 

(waypoint) のリストとして扱うことができる．こ

れは，中間点の数を𝑚，自由度を𝑘とした際に𝛯が
𝑚𝑘次元の空間となっていることを意味する． 

 

2.2 条件付き生成モデル 

条件付き生成モデルは，いくつかのパラメータ

によって条件付けられているときに，学習したデ

ータセットに近いデータを生成するアルゴリズム

である．提案手法では，用いる条件付き生成モデ

ルの種類は指定せず，conditionnal variational 

autoencoder[8] や conditional generative 

adversarial networks[9] など，いかなる種類の

条件付き生成モデルでも利用できる． 

 

2.3 軌道計画プランナ 

従来の軌道計画プランナでは，軌道探索におけ

る初期軌道の生成に予測を利用しない．しかし，

これらの軌道計画プランナは少しの修正で容易に

予測を利用できるように変更できる．例えば，ほ

とんどの最適化プランナはコンフィグレーション

空間内で初期軌道に直線を用いる．直線の代わり

に条件付き生成モデルの予測による非直線の軌道

を用いることで，性能を向上できる．乱数ベース

のプランナについても，サンプリングの手法を予

測軌道の近傍でのサンプリングに変更すれば性能

を向上できる． 

 

3. 実験 

提案手法の有効性を検証するため，七自由度ロ

ボットマニピュレータのシミュレーションを行っ

た．実験では，軌道計画プランナで conditional 

generative models による予測を利用した場合と，

予測を利用しない場合で性能を比較する．そのた

めに，産業の現場でよく遭遇する二つの動作計画 

 

 

Figure 2  The gate experiment. The robot should go 

from the home position (current pose) to inside the gate. 

It is a difficult problem for robots. 

 

問題についてシミュレーションを行った．一つ目

の実験 (upper-lower experiment) ではロボット

の手先を上から下に，テーブル型の障害物を回避

し な が ら 移 動 す る ． 二 つ 目 の 実 験  (gate 

experiment) では，ロボットの手先を作業原点か

らゲートの中に移動させる． 

 

3.1 Upper-lower experiment 

 

本実験では，始点をロボットの手先が上にある

状態とし，終点をテーブル型の障害物の下側のラ

ンダムな位置とする．これは，一般的な産業用ロ

ボットに多く見られる経路計画問題である．経路

計画問題𝑥は，ベクトル 𝑥 = [𝑞𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
𝑇 𝑞𝑔𝑜𝑎𝑙

𝑇 ]と表さ

れる．ただし，𝑞𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
𝑇 , 𝑞𝑔𝑜𝑎𝑙

𝑇  はそれぞれコンフ

ィグレーション空間内での始点と終点である．こ

の経路計画問題では障害物は動かないので，𝑥に障

害物のパラメータを含む必要はない．また，軌道

解 𝜉 はコンフィグレーション空間内の一点のみで

表現し，𝜉 = [𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒]とする．実際には，既存の

算出された軌道から中間点を抽出する． 

 つぎに，「Moveit!」ライブラリの STOMP プラ

ンナを利用してデータセットを 100000 セット作成

し，gaussian conditional generative model [7]

を学習した．学習後のアルゴリズムの性能を検証

するため，新たな動作計画問題を 5000 セット作成

し，STOMP プランナによって動作計画を行った．

このとき，初期軌道に直線を与える場合（標準の

STOMPプランナ）と初期軌道に生成モデルによる予

測を与える場合について検証した． 

 実験結果を Table 1 に示す．本実験では，STOMP 

プランナの初期軌道に予測を与えた方が，初期軌

道に直線を与える場合よりも高い性能を示すこと

が確認された．提案手法は少ない計算回数で要件

を満たす軌道解を算出し，短い計算時間と高い成

功率を記録した． 
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Table 1 Results of the upper-lower experiment 

 

Initialization Average 

of 

iterations 

Average of 

computation 

time (ms) 

Success 

rate (%) 

Linear 4.0 73 92.2 

GMST 1.0 25 99.6 

 

Table 2 Results of the gate experiment 

 

Initialization Average 

of 

Iterations 

Average of 

computation 

time (ms) 

Success 

rate (%) 

Linear 2.5 244 25.0 

CGAN 1.0 86 28.0 

 

 

3.2 Gate experiment 

本実験では，始点をロボットの手先が上側に

ある状態とし，終点をゲートの中のランダムな位

置とする．この問題はロボットにとって困難であ

り，軌道解の算出に時間を要する．経路計画問題 

𝑥 は前節と同様に，ベクトル 𝑥 = [𝑞𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
𝑇 , 𝑞𝑔𝑜𝑎𝑙

𝑇 ]
と表される．ただし，𝑞𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝑇 , 𝑞𝑔𝑜𝑎𝑙
𝑇  はそれぞれ

コンフィグレーション空間内での始点と終点であ

る．この問題でも障害物は動かないので，𝑥 に障

害物のパラメータを含む必要はない．また，軌道

解 𝜉 はコンフィグレーション空間内の一点のみで

表現し，𝜉 = [𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒]とする．実際には，算出さ

れた軌道から中間点を抽出する． 

 「Moveit!」ライブラリの STOMP プランナを用

いてのデータセットを 2000 セット作成し，

conditional generative adversarial model 

(CGAN)[9] を学習した．学習後のアルゴリズムの

性能を検証するため，新たな動作計画問題を 500 

セット作成し，STOMP プランナによって動作計画

を行った．このとき，初期軌道に直線を与える場

合と初期軌道に生成モデルによる予測を与える場

合について検証した． 

 実験結果を Table 2 に示す．本実験でも，前節

の実験と同様に，STOMP プランナの初期軌道に予

測を与えた方が，初期軌道に直線を与える場合よ

りも高い性能を示すことを確認した．提案手法は

少ない計算回数で要件を満たす軌道解を算出し，

短い計算時間と高い成功率を記録した． 

 

4. おわりに 
本研究では，初期軌道の生成に予測を用いるフ

レームワークを提案した．また，七自由度ロボッ

トの一般的な軌道計画問題を解くシミュレーショ

ンで提案手法の有用性を示した．提案手法ではロ

ボットが経路計画の実行中にデータセットを参照

する必要がなく，汎用的であるため，様々な軌道

計画プランナに条件付き生成モデルを適用できる． 

提案手法の欠点は，予測を行えるようにするた

めに事前にデータセットを収集しなればならない

点である．さらに，条件付き生成モデルの種類に

よっては学習の進行具合の判断が困難な場合があ

る．ただし，一度学習が終われば既存の軌道計画

プランナの小さな改変で条件付き生成モデルを組

み込むことができるので，軌道計画プランナの性

能の向上が期待できる． 
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