ヒューマノイドのオンサイト誘導プランナの実現と行動学習の研究
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Although research of human-robot cooperation has been studied, it is common
for robots to be mainly passive to operation of human. In order to realize the
cooperation work in which robots are active, while robots thinks autonomously,
it is desired for men to guide so that the idea changes. This research aims at
human-robot collaboration for behavior generation. Therefor, motions are generated by changing a cost coeﬃcient dynamically by human-robot interaction
in path planning this time. Our proposed method has two main steps. First
one uses new planning scheme that induce planning costs and weights by interaction with men, in order to navigate a robot based on operator’s intention.
Second one plans footprints along the 3-dimensional path which is generated
by the ﬁrst planner. Finally, experimental results using a real robot is shown.
The operator leads a humanoid robot’s hands in order to navigate desired plan
for avoidance of obstacles.
Key Word: path planning, navigation, interaction, humanoid
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はじめに

人間共存型ロボットは，人間との関わり方が重要になっ
てくる．そのため、ロボットの行動中に人間がそれに介入
できることが重要である．その場合、ロボットの主体的な
ロボットの行動を操作するのではなく，図.1 のように人間
とロボットが思考を共有し，ともに考えることができるこ
とが望まれる．本論文では，ロボットの経路計画において，
その実行中に人間がその思考に介入でき，行動を誘導でき
る手法を提案する．
人間とロボットの協調作業としては，単なる教示や対話で
あったり，ロボットが人間の意図をセンシングするもの [1,2]
であっても，結果として受動的に人間にしたがうものが多
い．また経路計画における誘導として、人間が搭乗可能な
車輪型ロボットで，ビジョンを人間と共有することによる
経路の教示 [3,4] があるが，それをもとにした自律的な計画
は行っていない．二足のヒューマノイドの経路計画におい
ては，センサ情報を利用した経路計画も行われており [5–7]，
Chestnutt らは遊脚の着地地点の地面の形状，状態に着目
し，二足歩行ロボットの足跡の計画を，その地面の状態に
依存してコストを決定して，A*探索を用いて探索すること
で行っている [8–10]．しかし，人間と共存する可能性のあ
るヒューマノイドに対して，人間が誘導するということは
これまでに行われていない．
また，誘導を学習するということは，ロボットのセンサ
からの認識能力では獲得不可能な，それが人間の恣意的な
意図であれ，仮想的なマップを獲得することに等しい．

本手法は経路探索において，探索コストを，前進，並進，
回転で分けて考え，それぞれの重みの違いを利用して，人
間に似た，さまざまな振る舞いを発現させる．また，安全性
を考慮し，障害物からの距離をコストに加えることで，足
跡だけでなく，ロボットの全身の身体性を考慮したプラン
ニングを行う．また，分けたコストに，人間の指示を反映
させることで，人間の指示によりロボットの行動を直接指
示するのではなく，計画の立て方を誘導する．そして，不確
実なマップしかもっていない状態でもローカライゼーショ
ンさえ可能であれば，その蓄積によって行動を学習するこ
とができる．
本論文はまず，第 2 章で経路探索問題の定式化を行いヒ
ューマノイド特有の問題を明らかにし，第 3 章で経路計画を
オンサイトで誘導する手法を示す．第 4 章で等身大ヒュー
マノイドである HRP2 を用いた実験をすることで，提案す
る手法を実証し，第 5 章で結論を述べる．

図 1: Concept of Collaborative Navigation Planning

2

オンサイト誘導プランナ

本手法はロボットの体幹の経路，足跡位置，全身動作と
いう３段階に切り分けたプランニングを行う．ここではロ
ボットの体幹の経路を決定する，Body Path Planner につ
いて説明する．このプランナはコストの誘導により，計画を
変化させるために最も重要である．このプランナでは f (n)
をヒューリスティック，g(n) を探索コストとし、A*探索を
行う。A*は f (n) = h(n) + g(n) が最小であるノードを展開
する最適かつ完全な探索である．
また，前提として環境の幾何マップが必要である．Vision
を用いたマップの獲得はすでに述べたように行われており，
それは可能である．幾何マップには通行できないことがあ
らかじめ明かである部位 (障害物) と，通行できる可能性が
ある部位がある．また，ロボット自身の幾何モデルも既知
とする．

2.1

探索コストの設定

探索ノード n における状態を x(n) = (x(n), y(n), θ(n))
で表すとき，ノード n であるアクション a を実行するとき
の状態変化は ∆x = (∆y, ∆y, ∆θ) と表すことができる．こ
こで x(n), y(n) はノード n における、水平面内の座標、θ(n)
は鉛直方向回りの回転角度である。また、∆ は状態変化の
前後の差分である。これを式.1 のようにロボットの前進，
並進，旋回の変位を表すように変換する．すると状態変化
は ∆x = (∆xs , ∆xp , ∆xr ) のように書けるが，これをさら
に ∆x = (∆xf , ∆xb , ∆xpr , ∆xpl , ∆xrr , ∆xrl ) のように６
つに分ける．これらはそれぞれ，前進，後退，右並進，左
並進，右旋回，左旋回の状態変化であり，それぞれ二つの
ペアのうち片方は必ず 0 になる．

にする．Ko は障害物からの距離の関数である．すると障害
物からの距離を嫌うコストを導入した K  は K + Ko (x)1
と表現される．1 はすべての要素が 1 である６次元ベクト
ルである．以降はこの K  を K として表現する．

2.2

ヒューリスティックの設定
h(n) = Kf dist(xn , xgoal ) + Krr |θn − θgoal |

(4)

dist(xn , xgoal ) はノード n からゴールまでの水平面にお
けるユークリッド距離であり，|θn − θgoal | は姿勢 θ の差で
ある．係数 Kf , Kr は探索コストで用いた値である．
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プランニングにおけるオンサイト誘
導

このような条件のもと，ロボットをプランニングにおい
て誘導するために，g(n) コストを利用する．g(n) は k(n, a)
で決定されるため，任意の状態における k(n, a) を外界から
の誘導によって変化させればこれが実現されることが予想
されるが，k(n, a) はノード n の状態 x だけでなく，そこで
のアクション a に依存している．一方で誘導はアクション
に依存せず，状態だけに依存する．そこで状況だけに依存
するパラメータを変化させる必要がある．
そこで単位距離あたりのコスト K を状態 x に依存する
K(x) に拡張する．すると g(n) は式.5 のようになる．C は
それまでに通過してきたルートである．

g(n) =



K(x)∆x

(5)

C

∆xs = d(n) · r(θ)
∆xp = d(n) · r(θ + π/2)
∆xr = ∆θ = θ(n + 1) − θ(n)
if ∆xs > 0 ∆xf = ∆xs , ∆xb = 0
else ∆xf = 0, ∆xb = −∆xs
···
ただし
d(n) = (∆x, ∆y) = (x(n + 1) − x(n), y(n + 1) − y(n))
r(θ) = (cos θ, sin θ)

また，K(x) は状態だけに依存し，それぞれの値が，前
進，後退，右並進，左並進，右旋回，左旋回という状態 x
における行動の選考を示すことになる．この蓄積された値
を用いることで，以前に経験した誘導が発現させることが
可能になる．
ただし，一つの状況だけに誘導が影響させるのではなく，
その周りのノードにも影響を及ぼすように式.6 のように更
新する．
2

−x − xnavi  navi
Kact
(6)
2σ 2
経路計画においては，直接ロボットの動作をコントロール
するのではなく，ロボットの現在地に対応する C-Space の
navi
cell におけるコスト係数 K(x) を更新する．Kact
は Kact
より小さく，その値は誘導の強度に依存する．
Knew (x) = exp

(1)
また，k(n, a) をノード n においてアクション a を実行す
るときのコストとすると，g(n) はその経路における和で表
される．ここでロボットの前進，後退，右並進，左並進，右
旋回，左旋回移動するときの単位距離あたりのコストをそ
れぞれ Kf , Kb , Kpr , Kpl , Krr , Krl とすると，単位コストベ
クトル K を式.2 のように定義する．
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K = (Kf , Kb , Kpr , Kpl , Krr , Krl )

(2)

通常 Kf > Kb , Kpr = Kpl (= Kp ), Krr = Krl (= Kr ) で
ある．K を用いると k(n, a) は式.3 で求めることができる．

k(n, a) = K · ∆x

(3)

ここで障害物からの距離を嫌うコストを導入する．そこ
で，単位移動距離あたりの各コストを Ko だけ増やすこと

4.1

実験による検証
システム構成

作成したシステムを図.2 に示す．環境の３次元幾何モデ
ルマップ，ロボットの３次元モデル，ロボットの現在位置，
ゴールをロボットに与えた．幾何マップからグリッドに切
り分け、３次元 ((x, y, θ)) の Conﬁguration Space (C) を作
成し，点ロボットとしてこの空間内を探索する [11] が，用
いた３次元幾何モデルマップ (１フロア 約 500m2 ) が巨大
であるため，幾何モデル上のロボットの現在位置とゴール

を含むサブ空間のみ探索範囲とすることで，探索を高速化
し、オンサイトでの探索を可能にした．C をこれまでに述
べた手法によって探索を行い，(x, y, θ) のシーケンスを得
る．次に Footprint Planner について説明する。これは３
次元の経路に沿って足跡位置を決定する手法を考案し，足
跡位置を決定してゆく．概要を図.3 に示す．得られたパス
を支持足方向から 90 度誘脚側の方向にオフセットし，その
パスと誘脚の着地可能領域との境界を次の足跡とする．そ
して，その結果を Footstep Planner に渡し，足跡から全身
の歩容計画を行い，歩行による移動が実現する．また，セ
ンサ入力から現在位置のコスト係数を C の現在のノードに
おけるコスト係数に反映させる．Localizer はランドマーク
からロボットの位置を修正する．また，実際には作成しな
かったが，幾何マップを視覚情報を用いて更新する仕組み
があることが望ましい．

図 5: Change of path plan by on-site navigation. The left
picture is the initial plan. The right is the plan that is
inducted by human navigation.
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図 2: Experimental system
Target trajectory of a robot
Virtual trajectory for a swing leg
Foot placement point for swing leg
Feasible foot placement region

おわりに

本論文では，人間がオンサイトにロボットの計画に介入
することを可能にするために，探索におけるコストを前進，
並進，旋回で分けて最適探索を行うことで，ヒューマノイ
ドに適した経路探索を実現し，その各コスト係数を変化さ
せることで，経路計画をオンサイトで誘導可能にする手法
を示した．また，その蓄積により行動を学習させることが
できることを示した．そして実際にロボットに本手法を実
装し，実世界での経路計画を動的に誘導可能であることを
示し，有効性を確認することができた．
今後の課題としては，視覚に基づくマップを利用した行
動をすることが，未知の空間での動作を可能にする上で非
常に重要であり，また，マップの更新，ローカライゼーショ
ン，誘導，再計画の流れをいかなるタイミングで行うかも
重要な課題である．また，コストの学習において，この手
法では過学習がおきてしまう．時間の経過につれ学習結果
を忘れるような効果が必要である．
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