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ポテンシャル関数を組み込んだ T-RRT による垂直多関節ロボット
のモーションプランニング
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Motion Planning by T-RRT with Potential Function for Vertical Articulated Robots
Ryo Kabutan∗ , Non-member, Takeshi Nishida∗ , Member

RRT (rapidly-exploring random tree) with random sampling is an eﬀective method for path planning, and is often
used for robot manipulators. The RRT has many modified methods for applying various problems and conditions.
Particularly, T-RRT (Transition-based RRT) one of those has advantage that it is able to adopt arbitrary evaluation
function. In this paper, novel path planning method based on the T-RRT is proposed for ensuring ”quality” of a generated path. Then, its eﬀectiveness is evaluated via comparison with other sampling-based methods using simulation of
the industrial robot having seven degrees of freedom.
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1.

く迂回をしてしまう場合や障害物に非常に近接し危険な経

はじめに

路を生成してしまう場合など，発見された経路は非常にば
らつきが大きいことが問題である．

現在までに多くのモーションプランニングの手法が提案
されている ．本研究では，ロボットの初期姿勢と目標姿

そこで本論文では，できるだけ少ないパラメータ調整で

勢が与えられた条件の下，ロボットが障害物を回避しなが

上記の問題に対応可能な経路探索手法を志向した T-RRT

ら目標姿勢に到達するような動作を生成する手法について

（Transition-based RRT）(7)〜(9) の構成方法を提案する．現在

(1)

までの T-RRT に関する先行研究では，実環境における地理

議論する．
，ポテンシャル

的な高低差や対象物からの距離などの簡便なパラメータが

を適用した手法は古くから研究がなされている．ま

評価関数に利用されており，その具体的な設計手法が議論

この問題に関して，ダイクストラ法や A
法

(3) (4)

∗

(2)

されていない．

た垂直多関節ロボットの動作計画を目的とした多次元空間

そこでポテンシャル法と，状況に応じて設計可能な評価

での探索については，RRT（rapidly-exploring random tree）
，
などのランダムサンプリ

関数を経路探索の手順に導入した T-RRT を組み合わせるこ

ングを用いた手法が有効である．上記の手法の中でも特に

とで，高次元空間での探索にも適用できるだけでなく，ロ

ポテンシャル法は，目標からの引力と障害物からの斥力を

ボットと障害物との距離や経路長といった経路の質を考慮

表現するポテンシャル関数を生成し，その関数について最

することができる手法を提案する．さらに，提案手法を七

急降下勾配法を適用することで経路を生成する．引力と斥

自由度を有した垂直多関節ロボットに適用することで従来

力の拮抗点ではデッドロックが発生するという問題点があ

手法と性能を比較する．

PRM（probabilistic road map）

(5) (6)

るが，周囲の状況や対象物の種類に応じた柔軟な評価関数

2.

を構成できるという利点を有する．また RRT は乱数の利用

T-RRT

〈2・1〉 T-RRT による探索手法

理を必要とせず，局所解の回避能力が高いが，ランダムサ

T-RRT による経路探
索の処理を Algorithm 1 に示す．まず Algorithm 1 の 1 行

ンプリングであるが故に，目的姿勢に到達するまでに大き

目で探索空間を定義する．本論文ではロボットの取り得る

により，演算の高速化を目指した手法である．RRT は前処

∗

姿勢の集合，すなわちコンフィギュレーション空間で議論
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を行う．コンフィギュレーション空間におけるロボットの
姿勢を q と表現する．2 行目で探索開始姿勢 q start ，目標姿
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勢 qgoal を初期条件として与える．3 行目は，探索開始前に
1
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評価関数として Cost(q) を与える．これらの初期条件をふ
まえて，探索木 τ を構成する．5 行目から経路の探索に入
り，6 行目で探索空間内で障害物に含まれないランダムな姿
勢 q sample を設定する．6 行目では，探索木 τ の中で q sample
に最も近い姿勢 qnear を探索する．また， qnear から q sample
に対して距離を ε だけ伸ばした点を qnew とする．ただし

qnear から q sample の距離を 1 とする場合，ε は 0 < ε ≦ 1 の
ランダムな値である．そして，qnear から qnew までの線分が
障害物と干渉していなければ qnew として， qnear と qnew の
接続情報を保存する．干渉していれば，qnew を破棄する（8
行目）
．9 行目より TransitionTest 関数により，新たなノー
ド qnew の採択判定を行う．TransitionTest 関数の機能に関
しては次項に詳細を述べる．これらの関数により qnew の妥
当性が確認できた場合，qnew を新たなノードとして登録す
る（10，11 行目）
．以上の処理を qgoal に到達するまで繰り
返す．12 行目の CheckGoal 関数は，qnew と目標位置 qgoal
の距離の偏差がしきい値を下回れば T rue を返す関数であ
る．T rue が返された場合には， qnew と qgoal を差分の長さ

Fig. 1. The evaluation values are compared based on the
cost function (ChildCost > ParentCost).

る．式 (1) 中の変数は Fig. 1 で示す変数に対応する．そし
て式 (1) で定義した ∆C ，後述の調整用パラメータ T を用
いて，それらのノードの組み合わせの採択を次式の確率パ
ラメータ p によって判定する．

)
(

∆C



exp
−
if ∆C > 0


K·T
p=



1.0
otherwise

で完全に接続し処理を終了する．
〈2・2〉 TransitionTest 関数

この項では Algorithm 1，

ここで K (K > 0) は確率パラメータ p の調整用の定数であ

9 行目の TransitionTest 関数について述べる．Algorithm 2
に TransitionTest 関数の処理を示す．TransitionTest 関数で
は定義された評価関数に基づき，ロボットの姿勢 q におけ
る評価値を算出する．ここでは特に qnear ，qnew の 2 点につ
いて評価値を計算し，新たなノード qnew の採択判定を行う．
Algorithm 2 より詳細な TransitionTest 関数についての説
明を行う．この関数では，1 行目と 2 行目で親ノード q parent ，
子ノード qchild に関する評価値を算出する．3 行目でそれら
の評価値を比較し，ChildCost > ParentCost の場合は，
∆C =

ChildCost − ParentCost
distance

り，探索開始姿勢 q start ，目標姿勢 qgoal のそれぞれの評価
値 Cost(q) の平均値で与える．T は TransitionTest 関数の実
行の度に調整される変数であり，確率パラメータ p をルー
プごとに遷移させる役割を持つ．ChildCost > ParentCost
の場合，確率パラメータ p (∆C > 0) を利用し判定を行う
（Algorithm 2，7 行目）
．確率の範囲内であれば，注目する
二つのノード間の経路が採択される．このとき同時に，T
を α (α > 0) で除することで T の値を減少させる．この操
作により，次回のループで TransitionTest 関数が実行され同
様の処理ループに入った場合に，確率パラメータ p の値が

(1)

を算出する．この様子を示した例を Fig. 1 に示す．ただし

Algorithm 2: TransitionTest(qchild , q parent )

Fig. 1 は二次元平面で経路探索を行ったときの概略図であ

1
2
3

Algorithm 1: T-RRT Algorithm
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

(2)

4

Define the configuration space (C-space) : C;
Input the start q start and the goal qgoal ;
Define the cost function : Cost(q);
τ.init(q start );
while GoalReached = False and
iterations < MAX ITERATIONS do
qrand ←− randSample(C);
qnear ←− NearestNode(q sample , τ);
qnew ←− GenNewNode(qnear , q sample );
if qnew , NULL and
TransitionTest(qnew , qnear ) = T rue then
τ ←− AddNode(τ, qnew );
τ ←− AddEdge(τ, qnear , qnew );
if CheckGoal(qnew ) = T rue then
GoalReached ←− T rue;

5

10

)
∆C
;
K·T
if Rand(0, 1) ≤ T ransitionProbability then
T ←− T/α;
Failed ←− 0;
return T rue;

11

else

6
7
8
9

T ransitionProbability ←− exp −

14

if Failed ≥ Failedmax then
T ←− T · α;
Failed ←− 0;

15

else

12
13

16
17

2

ChildCost ←− Cost(qchild );
ParentCost ←− Cost(q parent );
if ChildCost ≤ ParentCost then
return T rue;
ChildCost − ParentCost
∆C ←−
;
distance
(

Failed ←− Failed + 1;
return False;

IEEJ Trans. EIS, Vol.137, No.1, 2017

ポテンシャル関数を組み込んだ T-RRT による垂直多関節ロボットのモーションプランニング（株丹亮，他）

は障害物に関する評価関数であり，ここでは u と障害物の
任意の点との距離を算出している．つまり dk はロボット
が任意の姿勢をとったとき，障害物に最も近接している距

rises.

falls.

The probability
increases

The probability
decreases

離が代入される．dk を用いて斥力ポテンシャルを式 (5) の
ように作成する．さらに，Kg は目標座標に引き込む強さ調
整するパラメータ，Ko は斥力ポテンシャルの大きさ，r は

(a) When a combination of
candidate nodes is adopted.

斥力ポテンシャルの広がりを表す正の定数である．よって

(b) When a combination of
candidate nodes is rejected.

式 (3) と式 (5) のポテンシャル関数の合成 P(qk ) は次式で与

Fig. 2. Operation of the probability p

える．

P(qk ) = Pg (qk ) + Po (qk )

低くなるので，注目する二つのノード間の経路が採択され
る確率が低くなる．二つのノード間の経路が採択されない

次項では実際の産業用ロボットで適用するための手法を詳

場合が一定回数以上続いた場合，すなわち Algorithm 2 の

細に示す．

変数 Failed によるカウントがある一定値以上に増加した場
合には，変数 Failed を初期化し，T を α との乗算によって

3.

値を再び増加させる．これらの一連の動作を Fig. 2 に示す．
〈2・3〉 評価関数の設計コンセプト

(6)

提案手法を対象のロボットに適用

この節では，2 節で述べた提案手法アルゴリズムと実際
の産業用ロボットに適用する．

T-RRT を用いる

〈3・1〉 開発環境

ことでロボットが障害物に近接しない動作を生成する．よっ

本研究では，垂直多関節ロボット

として安川電機製の MOTOMAN SIA5 を用いた．使用す

て斥力ポテンシャルと引力ポテンシャルの合成によって構

る垂直多関節ロボットの仕様を Fig. 3，Table. 1 に示す (10) ．

成されるポテンシャル場を評価関数 Cost(q) として利用す

またモーションプランニングの計算等の処理を行った計算

る．斥力ポテンシャルにより障害物に接近するほど高い評

機のスペックを Table. 2 に示す．なお，モーションプラン

価値を示すように評価関数を設計し，障害物との距離を考

ニング結果の可視化や実際のロボットに動作指令を送信す

慮する．さらに引力ポテンシャルによって，初期姿勢から

る目的で，本研究は ROS (robot operating system) (11) を用

目標姿勢に向かう評価値の下降を定義することができる．

いて開発を行った．

これらのポテンシャルの合成によって作成された評価関数

〈3・2〉 コンフィギュレーション空間での取り扱い

を T-RRT に与えることで，障害物との距離に関する項と

ま

ずコンフィギュレーション空間におけるロボットの姿勢を

生成した経路長が関係する項の評価が低くなるような経路

各関節の角度を用いて q = [JS

を探索する．ポテンシャル法は上述したポテンシャル場に

JL

···

JT ] と表現する．

従って，経路を生成することができる有効な手法である．
しかし本論文では産業用ロボット向けの高次元空間を対象
にするため，計算時間やデッドロックの問題を解決するこ
とが困難である．よってポテンシャル法で用いられるポテ
ンシャル場を T-RRT に導入することで，所望の経路を生成
するだけでなく，計算時間の縮小や局所解回避性能の向上
させる．
〈2・4〉 ポテンシャル関数を導入

以下に，ポテンシャ

ル場の定義に用いるポテンシャル関数を示す．まず引力ポ
テンシャルは

Pg (qk ) = Kg qk − qgoal

Fig. 3. Overview of vertical articulated robot to be used.

(3)
Table 1. Specifications of vertical articulated robot.

とする．ここで qk は任意のロボットの姿勢を表し，qgoal は

Name
MOTOMAN-SIA5F
Structure
Articulated
Controlled axes
7
S-Axis (Turning/Sweep)
−180◦ ∼ +180◦
L-Axis (Lower Arm)
−110◦ ∼ +110◦
E-Axis (Elbow)
−170◦ ∼ +170◦
Motion range U-Axis (Upper Arm)
−90◦ ∼ +115◦
R-Axis (Wrist Roll)
−180◦ ∼ +180◦
B-Axis (Bend/Pitch/Yaw)
−110◦ ∼ +110◦
T-Axis (Wrist Twist)
−180◦ ∼ +180◦

目標姿勢である．

(
)
dk = min c x (qk , u)

(4)

Po (qk ) = Ko exp(−rdk2 )

(5)

u∈B

式 (4) より B はロボットの表面上の点集合であり，u ∈ R3
は集合 B の中の任意の点である．u′ = x(qk , u) はロボット
の姿勢 qk とロボット上の点 u の順運動学写像である．c(u′ )
3
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Table 2. Specifications of computers used in this research.

Goal position

OS
Ubuntu 14.04 LTS 64bit
RAM
16 GB
R Xeon⃝
R E5-2630 2.60GHz×12
CPU Intel⃝
GPU
NVIDIA Quadro K2200
ROS
Indigo Igloo

Start position

Fig. 5. Obstacle conditions used in benchmark, start and
goal position.

ンニングを行っている．40[sec] を探索制限時間とし，この
時間以内に解が見つからない場合を探索失敗とみなす．

Inspected area

〈4・2〉 各種アルゴリズムと提案アルゴリズムの比較
提案手法と種々のアルゴリズムのベンチマークスコアを

Fig. 4. It is parts to be inspected when the distance to
the obstacle is measured.

計した結果を示す．Fig. 8 から 12 にそれぞれの評価項目に
ついての結果を示す．なお，Fig. 6 に箱ひげ図の表現につ
いて説明したものを示す．

よって対象とするロボットは七自由度を有しているため，

Fig. 8 から 12 についての評価項目について詳細を述べ

T-RRT を用いて七次元空間での経路探索を行う．またノー

る．Fig. 8 と 9 について，生成した経路をある一定の周期で

ド間の距離を算出する際は，七次元空間でのマンハッタン

waypoint を作成し軌道の補間を行う．補間を行う周期に関
して，最初に Table. 1 の動作範囲から最大距離を算出する．

距離，つまり各関節角度の変位の総和を距離として扱う．
次に T-RRT に採用するポテンシャル関数についての取り

dmax =

扱いについて示す．ロボット本体が障害物に最も近接して
いる箇所を三次元空間でのユークリッド距離で算出する．

+ |JL,max − JL,min |
..
.

ポテンシャル関数において障害物との距離を算出する処理
では，ロボットの本体の一部のみを検査箇所とする（Fig. 4）
．
Fig. 4 で示した部分が最も障害物に近接しやすい箇所とし，
障害物との距離を算出する．ポテンシャル場に関わる式 (3)
から式 (5) の各パラメータについては試行錯誤によって決

+ |JT,max − JT,min | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (7)
式 (7) より補間を行う間隔は dmax の 1% と定める．

定を行った．

4.

実

|JS ,max − JS ,min |

dinterpolate =
験

(8)

この dinterpolate によって生成した経路に関係なく等間隔で設

この節では提案手法の有効性を示すために産業用ロボッ

定した waypoint での検査を行う．Fig. 7 にモーションプラ

トを用いた実験を行った．
〈4・1〉 シミュレーション

dmax
100

ンニングによって完成した経路に対して補間処理を行った
ときの様子を示す．補間された waypoint 毎に障害物との距

実験は ROS と連携が容

易なシミュレーション環境である Gazebo

(12)

離を算出した後，それを積算し全体の waypoint の数によっ

を用いて行

て平均値を求める．

った．シミュレーションでは提案手法である T-RRT の他
に，ランダムサンプリング手法として有効性が示されて

その平均値をそれぞれのプランナについて 10 回算出した

いる RRT (5) ，RRT-Connect (14) ，RRT-Star (15) ，PRM (6) を比

ときの結果を Fig. 8 に示す．Fig. 9 は生成した waypoint の

較対象としてベンチマークスコアを計測した．比較対象

中で障害物に最も近接したときの距離である．生成経路の

のアルゴリズムは OMPL (13) で実装されているものを使用

総距離を Fig. 10 に示す．この距離は各関節角の変位の和で

している．Fig. 5 では，ベンチマークを行う条件を示して

あるために，距離が小さいことはロボットが無駄な動作をす

いる．Fig. 5 より，ロボットは前方に設置してある T 字

ることなく目標の姿勢に到達したことを意味する．Fig. 11

の障害物と天井部に設置された障害物を回避しながら，目

はモーションプランニングの計算時間を表している．だた

標姿勢に到達させる動作を生成する．探索開始姿勢と目標

し，RRT-Star，PRM は，与えられた制限時間まで経路の最

姿勢の条件を Fig. 3 (a) の関節軸の表記にしたがって表現

適化を図るアルゴリズムである．Fig. 12 はモーションプラ

し，探索開始姿勢 q start を [JS JL JE JU JR JB JT ] =
[−1.60 0.13 1.19 −0.01 −2.98 −1.56 2.74]，探索目標
姿勢 qgoal を [1.17 1.32 −1.29 0.07 −1.48 −0.76 1.94]
と設定した．ただし単位は [rad] である．ベンチマークの
実行はそれぞれのプランナで Fig. 5 での条件で 10 回プラ

ンニングの成功率である．最後に，提案手法である T-RRT
を用いてモーションプランニングを行った結果を Fig. 13 に
示す．
〈4・3〉 考

察

本節ではシミュレーション実験の

結果から提案手法の有効性について考察する．まず，Fig. 8
4
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