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Abstract: It is an indispensable ability for humanoid robots to interact with human. It is difficult to realize body in-

teraction in simulation compare with audio or visual communication. This paper shows the system which makes it
possible, using a simple human model in a real time simulator which can generate and change objects interactively.
Then we show an experiment on behavoir navigation in the system.

1. はじめに

合や，抱きかかえる場合，後ろから押す場合，柔軟体

筆者らはこれまでにヒューマノイドの身体を通した
行動の誘導に関して研究を行ってきている
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このよ

操をする場合なので，扱うモデルは変化させる必要が
ある．このようなシステムではシミュレーションの構

うに人間が直接ロボットに触れ合うような行動をシミュ

成を動的に変更できることが望ましい．

レーション環境でも同様に実現するためには，何らか

2. 3

の形で人間のモデルをシミュレーション環境に再現し，

コンテクストのオンライン変更可能性

人間からの入力だけでなく，あらかじめ記述された

操作できる必要がある．これまでのヒューマノイドの

プログラムでも人間として振舞わせることで，インタ

シミュレータは高速でインタラクティブ性を重視した

ラクションが実現できるれば，実験の再現性が保つこ

もの 3) ，検証環境の信頼性や実機との互換性に注目し
たもの 4, 5) などがあるが，人間とのインタラクション

とができ，効率的な開発が可能である．その際のイン
タラクションプログラムはオンラインでロボットの反

に注目したダイナミクスシミュレータの例はない．こ

応に合わせてオンラインでモデルを含め変化させるこ

のような背景から，ヒューマノイドの身体誘導行動の

とができることが望ましい．

ためのインタラクティブな動力学シミュレーションシ
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ステムを開発した．本稿ではこのシステムの構成とそ
こで実現した身体誘導行動を示す．

2. ヒューマノイドの身体誘導行動のための
シミュレーションシステム
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ヒューマノイドの身体誘導行動のためのシミュレー
ションシステムを構成するためには，実機との互換性
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など通常のシステムに共通な機能の他に，以下の３つ
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の点を考慮する必要がある．

2. 1

反応の応答性

インタラクティブ動力学シミュレーション
システムの構成

3.

人間モデルの操作者が人間である以上は，シミュレー
タにおけるロボットの反応系も実時間に近い速度で行
われなければインタラクション性は失われてしまう．実
時間でのシミュレーションができることが必要である．

2. 2

物理インタラクション形態の可変性

以上の議論を踏まえ，実際に構築したシステムの構
成を述べる．システムの概要を Fig.2 に示す．

3. 1

インタラクティブ行動シミュレーション環境

筆者らはシミュレーションを埋め込んだ環境を開発

人間をモデル化し，シミュレーションの中に再現す

している 6) ．これはロボットプログラミングとシミュ

ることを考慮にいれると，ロボットにさせたい動作や，

レーション構成を Lisp インタプリタで記述することの

伝えたい情報に応じてそのモデルを変化させる必要が

できる環境である．このシステムではほぼ実時間でシ

ある．例えば，人間が片手でロボットの腕をつかむ場

ミュレーションが可能であり，かつシミュレーション

構成が動的に変更可能である．そのため，インタラク
ション形態を動的に変更したり，
ロボットのモデルはセンサやアクチュエータがシミュ
レートされ，インタラクションをダイナミクスを通し
て実現可能である．

3. 2

人間からのインタラクションのモデル化

t= 7.0

t= 10

t=14.5

t=16.5

人間をインタラクションのために単純化したモデル
を使い，それに対し，人間が入力装置から入力するこ
とで，動力学シミュレーションシステムにおける人間
の表現とする．VR の例などはデータグローブなどを
用いるが，簡易に実験を行うため，ジョイスティックに
よるインタフェースを採用した．入力デバイスからは，

Fig.3 Experimet Result: Pink hands are position of virtual

手のモデルを貼り付ける位置の指定と発生させる力を

external force

入力したり，ロボットの体を拘束する位置を入力した
りする．たとえばロボットの腕をつかむことは，腕に

シミュレーションとユーザーの入力の結果を Fig.3 に

発生させる力をアナログジョイスティックから入力す

示す．両腕が引かれた方向に体を動かすことでロボッ

ることで実現される．

トのコントローラが立ち上がる行動を誘導されるよう
にし，入力の力を利用した動作を行うことで椅子から
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立ち上がらせることができた．

5.

ヒューマノイドと人間との身体的なインタラクショ
ンのためのシミュレーション環境を，実時間で，動的
に構成を変化可能なシミュレーションシステムを用い
て構築した．また，インタラクションを手先位置と力
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とでモデル化し，行動誘導実験を行いその有用性を確
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Fig.2 Overview of Interactive Dynamics Simulation System

4. 身体誘導行動実験
ここではヒューマノイドの両腕を引くことで，椅子
から立ち上がる動作の誘導をシミュレーション環境の
中で行う．
ロボットは体幹の位置を両腕にかかる力の方向にし
たがって体を動かす．この際，どの方向に引かれたと
きにどの方向へ体を動かすことがロボットにとってよ
いのかをシミュレータの中で実行させることで確認し
ながらソフトウェア開発を進めるといったことが考え
られる．ジョイスティックからの入力を人間モデルを通
して力に変換することでロボットの両腕に力を発生さ
せ，ロボットはそれをセンサから読み取り行動を決定
する．

結論

めた．
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