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In this paper, we propose an efficient motion planning of redundant manipulator with
constant hand speed for fast motion of path tracking task. The task decide a motion of
manipulator by constant hand speed. A maximum constant hand speed decide by motion of
redundancy. We previously proposed an efficient motion planning of redundant manipulator
with constant hand speed for fast motion of path tracking task using hand path segmentation.
However, this motion planning has a problem that fast motion does not obtain if a result of path
segmentation is not proper. Therefore, we propose an efficient motion planning that modifies
sections of motion planning if a result of path segmentation is not proper. And we propose
a hand path segmentation corresponding to hand posture reference. This motion planning
method has been tested and evaluated on 4-link planar manipulator to compare general method
using computer simulation.

Key Words: Redundant manipulator, Motion planning, Path tracking task with constant hand-speed

1. 序 論

産業界ではマニピュレータを用いた自動車のボディ

溶接や塗装，エンジン等の気密のためのシール材塗布

など，一定な手先速度で指令軌跡を追従する軌跡追従

手先定速作業は多く存在する．この作業は一定手先速

度で軌跡を追従するため，指令軌跡の角部や特異姿勢

付近を通る箇所では他の箇所より大きな駆動トルク・

関節速度が必要となる．マニピュレータが駆動トルク

制限や関節速度制限を有する場合，これらの箇所の駆

動トルクや関節速度が制限内に収まる遅い手先速度で

全指令軌跡を追従する必要があるため，タクトタイム

が大幅に長くなるという問題がある．

この作業を高速化する場合，遅い手先速度で追従す

る原因となる箇所が，より速い手先速度で追従可能

な位置に来るように指令軌跡を配置する，配置問題を

解く方法が考えられる．配置問題の指標として手先位

置や姿勢ごとのマニピュレータの性能を表す様々な指

標 [1–4]が提案されている．しかし配置問題では，遅

い手先速度で追従する原因となりうる多数の箇所を，

同時に速い手先速度で追従可能な位置に配置するのは
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困難で，指令軌跡が複雑になるにつれて配置問題の効

果は薄れていく．マニピュレータの高速動作手法の代

表的手法である時間最適軌跡追従制御手法 [5–8]は指

令軌跡を最短時間で追従することを目的として Bang-

Bang制御を行うため，手先速度の一定性を満たすこ

とができない．しかし，Bobrowらの提案する時間最

適軌跡追従制御手法 [5] ではマニピュレータの駆動ト

ルク制限を手先の軌跡上の位置と速度からなる位相平

面上に射影し，駆動トルク制限と手先の運動の関係が

わかりやすい表現手法を用いている．

一方，産業界では市販のマニピュレータを用いて様々

な作業が行われており，必ずしも専用のマニピュレー

タが用いられるわけではない．そのため産業界では汎

用マニピュレータが多く使用されており，シーリング・

溶接作業等のツールの向きに対するロール軸の姿勢が

任意の作業においては自由度が余ることが多い．我々

はこの余った自由度（冗長自由度）を利用することで

軌跡追従手先定速作業の手先速度高速化を行う．

我々は以前，冗長自由度 1のマニピュレータを用い

た手先位置軌跡を高速な手先速度で追従する軌跡追従

手先定速作業動作の動作計画手法 [9,10]を提案してい

る．この手法では手先軌跡を速い手先速度での追従が



困難な難区間と容易な易区間に分割し，それぞれの区

間で難区間経路探索と易区間経路探索を行うことで効

率的に動作計画を行う．この従来手法は，1.分割した

区間が適切でなかった場合に修正等を行わないため，

高速な動作が計画されない，2.手先姿勢指令が含まれ

る指令が与えられる場合に対応していない等の問題を

有している．そのため，本発表ではこれらの問題を解

決した，分割された区間が適切ではなかった場合に区

間を修正する新たな動作計画アルゴリズムの提案と，

手先姿勢指令が含まれる手先指令に対応した手先軌道

の区間分割手法の提案を行う．

2. 問 題 定 式 化

本稿の対象は冗長自由度 1を有する n ∈ N 自由度
平面マニピュレータを用いた，m = n− 1 次元作業

空間中の軌跡追従手先定速作業である．関節変位を

qqq = [q1,q2, · · ·qn]
T ∈ Rn ，その 1 階，2 階時間微分

を q̇qq ∈ Rn, q̈qq ∈ Rn で表す．以降 XXX の 1 階時間微分

を ẊXX，2階時間微分を ẌXX で表す．駆動トルクは τττ =

[τ1,τ2, · · ·τn]
T ∈ Rnで表し，運動方程式は次式で与え

られる．

τττ = MMMq̈qq+HHH +ggg+ddd (1)

但しMMM = MMM(qqq) ∈Rn×nは慣性行列，HHH = HHH(qqq, q̇qq) ∈Rn

は遠心力やコリオリ力，ggg = ggg(qqq) ∈ Rn は重力，ddd =

ddd(q̇qq) ∈ Rnは摩擦等による外乱である．

一方，マニピュレータの関節空間から作業空間への

変換は

rrr = PPP, ṙrr = JJJq̇qq, r̈rr = JJJq̈qq+ J̇JJq̇qq (2)

rrr ∈Rmは手先位置ベクトルを表し，手先姿勢まで考慮

する場合は手先位置・姿勢ベクトルを表す．PPP= PPP(qqq)

は順運動学関数で m個のスカラー関数からなるベク

トル関数，JJJ = JJJ(qqq) = ∂ rrr
∂qqqT ∈ Rm×nはマニピュレータ

のヤコビ行列，J̇JJ = J̇JJ(qqq, q̇qq)である．

手先指令は手先軌跡上の位置 sと指令関数 fff (s),(s0 ≦
s≦ s1)を用いて表され，手先定速作業であることから

s̈= 0となり，式 (3)のように与えられる．

rrr = fff , ṙrr = fff ′ṡ, r̈rr = fff ′′ṡ2 (3)

但し， fff = fff (s)， fff ′ = d
ds fff (s)， fff ′′ = d2

ds2
fff (s)であり, fff

は s0 ≦ s≦ s1の範囲内で滑らかである．また fff (s0)は

初端手先指令， fff (s1)は終端手先指令である．

マニピュレータには駆動トルク制限 Ωτ と関節速度

制限 Ωvがあり，次式で与えられる．

Ωτ = {τττ | −τilim ≦ τi ≦ τilim ; i = 1,2, · · · ,n} (4)

Ωv = {q̇qq | −q̇ilim ≦ q̇i ≦ q̇ilim ; i = 1,2, · · · ,n} (5)

本発表で対象としているマニピュレータは冗長自由

度１のマニピュレータであるため，手先に影響を及ぼ

さない内部機構に１自由度を有する．そのため，作業

空間から関節変位空間への変換にはこの冗長性による

動作を表現するためのパラメータを導入する必要があ

る．我々はこの冗長性による動作を冗長姿勢 Rx ∈ R，
冗長速度 Rv ∈ R，冗長加速度 Ra ∈ Rを用いて次式の
ように定義 [9] した．

qqq= PPP−1 (6)

q̇qq= JJJ+ṙrr +UUURv (7)

q̈qq= JJJ+(r̈rr − J̇JJq̇qq)+UUURa (8)

但し，Rx = Σqqqで Σ ∈R1×nは [JJJT ,ΣΣΣT ]T が正則となり，

逆運動学問題が解きやすいように選択される任意の定

数ベクトル，PPP−1 = PPP−1(rrr,Rx)は逆運動学関数で n個

のスカラー関数からなるベクトル関数，JJJ+ ∈Rn×mは

JJJの疑似逆行列，UUU ∈ Rnは ΣUUU > 0を満たす JJJ+ の張

る空間の直交補空間の正規化基底ベクトルである．マ

ニピュレータの状態方程式は，RxとRvを状態，Raを

入力として次式のようになる．

d
dt

[
Rx

Rv

]
=

[
0 ΣΣΣUUU

0U̇UU
T
UUU

][
Rx

Rv

]
+

[
0

1

]
Ra+

[
ΣΣΣ

U̇UU
T

]
JJJ+ fff ′ṡ (9)

本研究で取り扱う問題をまとめると，マニピュレー

タは冗長自由度 1を有し，指令関数 fff , fff ′, fff ′′が与えら

れ，手先加速度 s̈= 0，駆動トルク制限Ωτ，関節速度

制限 Ωvを常に満たす範囲で冗長加速度 Raを選択す

ることで，一定手先速度 ṡを最大化するマニピュレー

タの動作 qqq, q̇qq, q̈qqを求めることである．

3. 状態空間上の駆動トルク・関節速度制限

本章では s,Rx,Rvを状態量とした状態空間上に射影

される違反領域と，Raの制限について述べる．

式 (1),(2),(7),(8)から次式が得られる．

τττ = ccc1Ra+ccc2 (10)

q̇qq= ccc3Rv+ccc4 (11)

ccc1 = MMMUUU

ccc2 = MMMJJJ+( fff ′′ṡ2− J̇JJJJJ+ fff ′ṡ− J̇JJUUURv)+HHH

ccc3 =UUU

ccc4 = JJJ+ fff ′ṡ

Ωτ と Ωvより

−τilim −c2i ≦ c1iRa ≦ τilim −c2i (i = 1,2, · · · ,n) (12)

−q̇ilim −c4i ≦ c3iRv ≦ q̇ilim −c4i (i = 1,2, · · · ,n) (13)



但し，式 (12)(13)の添え字 iは各ベクトルの行番号を表

している．ここで c1i ̸= 0かつ c3i ̸= 0とすると，Ra,Rv

の制限は次式のようになる．

Fτ i ≦ Ra ≦ Gτ i (14)

Fvi ≦ Rv ≦ Gvi (15)

Gτ i =

{
(τilim −c2i)/c1i , (c1i > 0)

(−τilim −c2i)/c1i , (c1i < 0)

Fτ i =

{
(−τilim −c2i)/c1i , (c1i > 0)

(τilim −c2i)/c1i , (c1i < 0)

Gvi =

{
(q̇ilim −c4i)/c3i , (c3i > 0)

(−q̇ilim −c4i)/c3i , (c3i < 0)

Fvi =

{
(−q̇ilim −c4i)/c3i , (c3i > 0)

(q̇ilim −c4i)/c3i , (c3i < 0)

式 (14),(15)は第 i 関節の駆動トルク制限による Raの

制限，第 i 関節の関節速度制限による Rvの制限を表

している．よって Rv,Raの制限は次式となる．

Fτ ≦ Ra ≦ Gτ (16)

Fv ≦ Rv ≦ Gv (17)

Gτ = min{Gτ i ; i = 1,2, · · · ,n}

Fτ = max{Fτ i ; i = 1,2, · · · ,n}

Gv = min{Gvi ; i = 1,2, · · · ,n}

Fv = max{Fvi ; i = 1,2, · · · ,n}

本稿では式 (16),(17)を満たす領域を動作可能領域と

呼び，それ以外の領域を違反領域と呼ぶ．

4. 高速な軌跡追従手先定速作業動作の動作計画

動作計画システムではマニピュレータの動作を状態

空間上の経路と考え，状態空間上の経路探索問題とし

て動作計画を行う．本手法では指令軌跡を速い手先速

度での追従が困難な難区間と，速い手先速度での追従

が容易な易区間に分割し，それぞれの区間で適した経

路探索を行う．そして経路が見つからなくなるまで手

先速度を増加させていくことで高速な軌跡追従手先定

速作業動作の計画を行う．Fig.1に動作計画アルゴリ

ズムのフローチャートを示す．

動作計画では，まず初期処理として動作計画を開始

する手先速度 ṡを設定する．この値は ||q̈qq||最小動作を
用いて追従可能な最も高速な ṡを設定する．次に指令

軌跡を次章で述べる軌跡分割方法を用いて難区間と易

区間に分割し，分割された区間数を nCellとする．分

割された区間は難区間・易区間が連続することはない．

初期処理の最後に状態空間上の各難区間開始手先位置

に難区間経路探索の探索開始点となる難区間初端状態

(Rx,Rv)を一定間隔 (δRx,δRv)で配置する．

動作計画では次に難区間の経路探索を行う．ここで

は全難区間の全初端状態から，違反領域を回避する経

路を探索する難区間経路探索 [9]を行う．各難区間で 1

本以上の経路が見つからない場合は，難区間初端状態

の間隔 (δRx,δRv)を半分にして難区間経路探索を行っ

た端状態のRx,Rvを変化させた 8近傍に初端状態を追

加し，再び難区間経路探索を行う．この時，閾値より

初端状態の間隔が短くなる場合は終了処理に移行する．

難区間経路探索により計画された経路の初端・終端状

態を各易区間の初端・終端状態とする．

全難区間で経路が見つかると，次に易区間の経路探

索を行う．易区間の経路探索は s1に近い易区間から

順に易区間経路探索 [9]を行う．易区間経路探索では，

終端手先位置 s1から連続な経路が存在する易区間の終

端状態と，易区間の初端状態の，全ての組み合わせに

対してこれらを繋ぐ経路の探索を行う． j 番目の区間

（易区間）の経路が 1本も見つからない場合，区間 jか

ら区間 nCellの間の難区間初端状態を難区間の経路探

索と同様に追加し，再度難区間経路探索を行う．その

後，易区間の経路探索を始めからやり直す．全ての区

間で経路が発見されたら ṡを微小速度増加 ṡ= ṡ+ δ ṡ

させ難区間の経路探索に戻る．

易区間経路探索で経路が見つからない場合，その易

区間と両隣の難区間を結合し一つの難区間とする区間

結合を行う．このとき，難区間初端状態の間隔が不必

要に密になっているため，易区間の経路探索に移行す

る前の難区間初端状態に戻す．そして，結合された区

間に対して難区間の経路探索と同様に探索を行う．結

合された区間で経路が見つかった場合は結合した区間

の 1つ後ろの易区間から易区間経路探索を再開する．

最後に終了処理では，まず ṡが初期処理で設定した

初期手先速度かを確認し，初期手先速度の場合は動作

計画失敗となる．手先速度が増加されている場合は，

s0から s1まで連続な経路が得られた最も高速な手先

速度である ṡ−δ ṡで得られた経路をマニピュレータの

動作 (qqq, q̇qq, q̈qq)に変換し出力する．

5. 指令軌跡の区間分割

本研究の動作計画システムでは最初に fff , fff ′, fff ′′やマ

ニピュレータのパラメータを用いて指令軌跡を，速い

手先速度で追従が困難な難区間と容易な易区間に分割

する必要がある．速い手先速度での追従の困難さは動

作可能領域の広さや複雑さに関係すると考えられる．

しかし，Rv,Raの制限は各関節による制限の最大，最
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小を取っているため，動作可能領域の広さや複雑さを

直接検討するのは困難であるため，本稿では各関節に

よる Rv,Ra の制限について見てみる．制限の幅は式

(18),(19)のように，制限の中央値は式 (20),(21)のよう

になる．

wai(rrr,Rx) = Gτ i −Fτ i =

{
2τilim/c1i , (c1i > 0)

−2τilim/c1i , (c1i < 0)

(18)

wvi(rrr,Rx) = Gvi −Fvi =

{
2q̇ilim/c3i , (c3i > 0)

−2q̇ilim/c3i , (c3i < 0)

(19)

aai(rrr, ṙrr, r̈rr,Rx,Rv) =
Gτ i +Fτ i

2
= c2i/c1i (20)

avi(rrr, ṙrr,Rx) =
Gvi +Fvi

2
= c4i/c3i (21)

関節ごとの制限の幅は状態量によって決定することか

らRv,Raの制限は関節ごとの制限の中央値によって変

化し，中央値は ṡと状態 s,Rx,Rvの関数である．s,Rx,Rv

は動作計画により求めるため区間分割に用いることは

できないが，制限の中央値は指令関数 fff , fff ′, fff ′′ の関

数でもある．そのため，手先速度一定という条件より

fff ′, fff ′′ を用いた区間分割が妥当であることが分かる．

指令関数には手先姿勢指令を含む場合と含まない場

合がある．手先姿勢指令を含む場合は，手先位置と手

先姿勢で単位が異なるため fff ′や fff ′′のノルムで動作の

難しさを評価することができない．そのため，本稿で

は Fig.2のように，手先姿勢指令が与えられることに

よりリンク姿勢が拘束される，最も手先から離れた点

rrr∗の sによる 2階偏微分のノルムを評価関数として区

間分割を行う．評価関数を式 (22)に示す．但し，手先

から点 rrr∗ までの距離を leとし，rrr p は手先位置指令，
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η は手先姿勢指令を表す．

E = ∥ d2

ds2 rrr p+ le
d2

ds2 η

[
sinη
−cosη

]
+ le(

d
ds

η)2

[
cosη
sinη

]
∥

(22)

次に leの取り方の代表的な例を幾つか示す．1.指令関

数が手先姿勢指令を含み第 n関節が回転関節の場合，

leは第 nリンクのリンク長となる．2.指令関数が手先

姿勢指令を含み第 n関節が直動関節の場合，直動関節

の最大伸長値を見積もり，最大伸張状態における手先

から点 rrr∗ までの距離を leとする．3.指令関数が手先

位置のみの場合，指令関数によりリンク姿勢が拘束さ

れるリンクはないため le = 0となる．

手先軌跡の区間分割は式 (22)に示す評価関数の値が

閾値より大きい地点を難区間とし，閾値より小さい地

点を易区間とする．但し，この評価関数は平面多関節

冗長マニピュレータに対してのみ検討されており，空

間マニピュレータの手先指令の区間分割には対応して

いない．

6. シミュレーション

6·1 水平 4関節マニピュレータの動作計画 本稿

で提案する動作計画を水平 4関節マニピュレータに対

して適用し，その動作結果を示す．また，本手法の有

効性を示すために，一般的な動作計画手法である ||q̈qq||
最小動作を用いた時の最大手先速度，||τττ||最小動作を
用いた時の最大手先速度との手先速度の比較を行う．

水平 4関節マニピュレータは Fig.3-(a)に示すよう

な水平面上で動作する回転関節型冗長マニピュレータ

で，マニピュレータの各パラメータを Tab.1に示す．

Σは Σ = [1,1,1,0]とし，第 3リンクの姿勢を Rxとし

た．また，マニピュレータには外部からの力は加わら

ないものとし，各関節の摩擦力もゼロとした．マニピュ

レータへ与える指令は Fig.3-(a),(b),(c)のように，手先

位置と手先姿勢からなる指令を与えた．手先姿勢指令
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Fig. 3 Application example including hand posture reference



Table 1 Parameters of 4-link planar redundant manipulator
Link1 Link2 Link3 Link4 unit

Length of links 200 150 25 25 [mm]
Mass of links 1235 380 150 110 [g]

Length to center of gravity -27.88 0.24 0.05 2.81 [mm]
Inertia of links 793.47 88.16 3.00 1.69 ×10−5[kgm2]

Joint torque limits 0.90 0.55 0.31 0.31 [Nm]
Joint velocity limits 8.4 8.4 14.0 14.0 [rad/s]

Table 2 Maximum hand speeds of each methods
ṡMAX

Proposal method 0.30[m/s]
Motion by minimum||q̈qq|| 0.16[m/s]
Motion by minimum||τττ|| 0.18[m/s]

は Fig.3-(b),(c)の s0から 0.025[m]の間に台形角速度で

−π/4[rad]回転し，手先軌跡角部の円弧軌跡の終わり

から s1までにさらに台形角速度で −π/4[rad]回転す

る．動作計画は微小手先速度 δ ṡ= 0.01[m/s]とし，シ

ミュレーションのサンプリングタイムは 1[ms]，手先

から rrr∗ までの距離 leは第 4リンクの長さとした．

本手法により計画された動作の手先速度と ||q̈qq||最小
動作を用いた時の最大手先速度，||τττ||最小動作を用い
た時の最大手先速度の Tab.2に示す．分割された手先

軌跡を Fig.3-(d)に，計画されたマニピュレータの動作

を Fig.3-(e)に，計画された冗長パラメータとその制限

を Fig.3-(f)に示す．Fig.3-(d)では手先軌跡の角部以外

にも，直線部の一部の難区間として計画されているこ

とが分かる．これは手先姿勢 ηが台形角速度で回転す
るときの加減速により，rrr∗点にあたる第 4リンク根元

の加速度が高くなるため難区間として動作計画が行わ

れた．Fig.3-(f)より，η̈ が大きい地点では冗長加速度
制限が正や負に偏り，η̇ が大きい地点では冗長速度制
限を満たす範囲が狭くなっており，η の動作によって
も速い手先速度での追従が難しくなることが確認でき

る．これらの結果より，本研究の動作計画手法は手先

姿勢指令が与えられた場合でも動作計画可能であるこ

とが分かる．

7. 結 論

本発表では冗長自由度 1を有する n関節マニピュ

レータを用いた高速な軌跡追従手先定速作業動作の動

作計画において，手先姿勢指令を含む手先指令を与え

られた場合に対応した新たな手先軌跡の区間分割手法

と，区間分割結果が適していない場合に分割結果を修

正して動作計画を行う動作計画アルゴリズムを提案し

た．その結果，一般的な冗長マニピュレータの動作制

御手法である関節加速度最小動作や駆動トルク最小動

作を用いた時の最大手先速度より高速な軌跡追従手先

定速作業動作を計画することができた．

本稿で提案した動作計画システムの手先軌跡区間分

割手法は平面マニピュレータの手先指令にしか対応し

ておらず，空間マニピュレータの手先指令を分割する

ことができない．そのため，今後は手先姿勢指令を含

む 3次元空間中の手先指令の区間分割手法について検

討を行っていきたい．
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