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In this research, a coupling with acceleration and velocity on extended operational
space of kinematically redundant manipulators is examined. The extended operational space
is consisted of operational space and redundant space. The redundant space is null space of
the operational space, that is spanned by Jacobi matrix. Dynamic manipulability polyhedron is
constructed to consider driven torque limits. The equation of coupling represents that dynamic
manipulability polyhedron is translated with velocity of hand and redundancy by coupling, and
is derived to use high order matrix.
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1. 序 論

冗長マニピュレータがある作業を実行する際の関節

角を決定する動作制御手法は 1980年代半ばから 1990

年頃にかけて運動学的ならびに動力学的な観点から数

多くの研究がされてきた．Kleinらによって作業を実

行する冗長マニピュレータの関節角度を擬似逆行列を

用いて決定する手法(1)が提案されると，その作業空間

の零空間を利用してサブタスクを実行する様々な手法

が提案されてきた(2)．これらの手法は Kleinらによっ

て提案された擬似逆行列を用いた運動制御手法を基礎

として提案されているが，Kleinらの手法は作業空間

の零空間の次元に関わらず冗長性の運動は関節空間と

同じ次元のベクトルで表現される．Parkらは作業空間

とその零空間の基底ベクトルで構成される拡張作業空

間を提案し，冗長関節性の運動を零空間の次元と同じ

大きさのベクトルで表す手法を提案(3)した．

我々は以前，冗長マニピュレータの冗長性を軌跡追

従動作の追従速度向上に利用する動作計画手法を提案
(4)したが，動力学的特性により拡張作業空間上の速度

は加速度に複雑に干渉するため，解析的に動作を計画

することができなかった．Parkらの文献では拡張作業

空間を用いた冗長マニピュレータの静力学と動力学に

ついての解析も行っている．しかし，Parkらの動力学
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的解析では拡張作業空間上の力と加速度の関係につい

ては述べられているが，拡張作業空間上の速度による

加速度に対する干渉については関節速度による干渉と

して述べられているだけである．冗長マニピュレータ

の動力学特性についてはM.MinamiらによるDynamic

Reconfiguration Manipulability(5)や，M.Azadらによる

Dynamic Manipulability of the Center of Mass等が提案

されているがいずれも拡張作業空間上の速度による加

速度に対する干渉についての詳細な解析はなされてい

ない．そのため我々は冗長マニピュレータの動作速度

による動作加速度への影響について解析(7)し，駆動ト

ルク制限内で出力可能な加速度の集合である動的可操

作性多面体の変動について導出した．しかし，その導

出過程でヤコビ行列の時間微分等を使用したため動作

速度による動作加速度への影響を完全に抽出すること

ができなかった．

本研究では冗長マニピュレータの冗長性を利用した

動作の計画のために，拡張作業空間上の速度による加

速度に対する干渉について解析を行い，動的可操作性

多面体の動的干渉による変動について導出する．この

動的干渉では作業空間の零空間である内部運動の動作

速度による，作業空間の動作加速度への干渉により，

動的可操作性多面体が並進し，動的可操作性多面体の

外側に位置していた加速度ベクトルが動的可操作性多

面体の内側となることが考えられる．この並進を利用



してPoint to Point動作における加減速を最大化するこ

とでエアカット時間の短縮による作業効率の向上や，

駆動トルクベクトルノルムを最小化することで消費エ

ネルギーの削減など，有効な利用法が期待できる．

2. 手先運動-冗長運動間干渉

2·1 運動学 マニピュレータはm次元の作業空

間を有するm+1自由度リシアルリンクマニピュレー

タで，1冗長自由度を有する運動学的冗長マニピュレー

タとする．マニピュレータの関節空間から作業空間へ

の変換はヤコビ行列を用いて次式で表される．

ṙrr = JJJq̇qq (1)

ただし，rrr = [r1, r2, · · · , rm]
T ∈Rmは手先の位置・姿勢ベ

クトル，qqq= [q1,q2, · · · ,qm+1]
T ∈Rm+1はマニピュレー

タの関節変位ベクトル，JJJ= JJJ(qqq) = ∂ rrr
∂qqqT ∈Rm×(m+1)は

マニピュレータのヤコビ行列である．本論文では XXXの

1階時間微分を ẊXX，2階時間微分を ẌXXで表す．

冗長マニピュレータは作業空間に影響を及ぼさない

内部機構に冗長自由度を有する．そのため作業空間か

ら関節空間への変換は，一般に次式のような冗長性に

よる運動を表す項を含んだ式となる．

q̇qq= JJJ+ṙrr +(IIIm+1−JJJ+JJJ)kkk (2)

ただし，JJJ+ = JJJ+(qqq) = JJJT(JJJJJJT)−1 ∈ R(m+1)×mは JJJの

擬似逆行列，IIIm+1はm+1次の単位行列，kkk∈Rm+1は

任意のベクトルである．冗長性による運動は kkkで表さ

れるm+1次元ベクトルを用いて決定される式となる

が，1冗長自由度に対してm+1個のパラメータを用

いるため不必要な情報を含んだ式となっている．

そのため，我々は Parkらの手法(3)を参考に，後述す

る JJJ+の列ベクトルが張る空間の直交補空間の正規化

基底ベクトル uuu∈ Rm+1を用いて，冗長性による動作

を 1パラメータで表現できる次式を定式化した(4)(7)．

q̇qq= JJJ+ṙrr +uuuż

= JJJEI ẋxx (3)

ただし，uuu= uuu(qqq)は JJJ+の列ベクトルが張る空間の直

交補空間の正規化基底ベクトル，JJJEI = [JJJ+,uuu]，ẋxx =

[ṙrrT , ż]T，ż= uuuTkkk ∈ Rは冗長性による運動の速度を表
すスカラ値である．本論文では żを冗長速度と呼ぶ．

ここで行列 JJJE = [JJJT ,uuu]T を定義し，JJJE について考

える．JJJE と JJJEI の積は次式のようになる．

JJJEJJJEI =

[
JJJJJJ+ JJJuuu

uuuTJJJ+ uuuTuuu

]
= IIIm+1

JJJEIJJJE = JJJ+JJJ+uuuuuuT = IIIm+1

従って，JJJE の逆行列 JJJ−1
E = JJJEI である．

関節速度空間の基底ベクトルを eeei(i = 1,2, · · · ,m+1)

とするとウェッジ積(8)を用いて関節速度空間は次のよ

うに表される．

eee1∧eee2∧·· ·∧eeem+1 (4)

ここで k重ベクトルにより関節速度空間を縮約した部

分空間を考えると，部分空間は元の関節速度空間に含

まれ，次元が元の関節速度空間から kだけ低下した k

重ベクトルに直交した部分空間となる．正規基底ベク

トル uuuは擬似逆行列 JJJ+の列ベクトルが張る空間の直

交補空間の正規基底ベクトルであるため，関節速度空

間を JJJ+の列ベクトルであるm重ベクトルにより縮約

した 1次元空間の正規基底ベクトルが uuuとなる．従っ

て uuuは m重ベクトルにより縮約した 1次元空間を正

規化することで次のように求められる．

uuu=
vvv

∥vvv∥
(5)

ただし，

vvv= (JJJ+1 ∧JJJ+2 ∧·· ·∧JJJ+m) · (eee1∧eee2∧·· ·∧eeem+1)

JJJ+i は JJJ+の i 列目の列ベクトルである．式（5）より，

uuuは関節角度の関数 uuu(qqq)であることがわかる．

2·2 動力学 マニピュレータの駆動トルクを τττ =

[τ1,τ2, · · · ,τm+1] ∈ Rm+1で表すと，ラグランジュ法よ

りマニピュレータの動力学方程式は次式となる．

τττ = MMMq̈qq+hhh+ggg (6)

ただし，MMM = MMM(qqq) ∈ R(m+1)×(m+1) は慣性行列，hhh =

hhh(qqq, q̇qq) ∈ Rm+1は遠心力やコリオリ力によるトルクベ

クトル，ggg= ggg(qqq) ∈ Rm+1は重力によるトルクベクト

ルである．

q̈qqは式 (3)を時間微分することにより次のように得

られる．

q̈qq= JJJ−1
E ẍxx+

dJJJ−1
E

dt
ẋxx

= JJJ−1
E ẍxx−JJJ−1

E
dJJJE

dt
JJJ−1

E ẋxx (7)

ただし，ẍxx= [r̈rrT z̈]T で，z̈= dż
dt は冗長性による運動の

加速度を表すスカラ値である．本論文では z̈を冗長加

速度と呼ぶ．

式 (7)を式 (6)に代入することで次式が得られる．

ẍxx= JJJEMMM−1τττ∗−JJJEMMM−1hhh+
dJJJE

dt
JJJ−1

E ẋxx (8)



ただし，τττ∗ = τττ −gggである．JJJE は qqqの関数であるた

め，JJJE の時間微分には q̇qqつまり ẋxxの成分が含まれる．

そのため JJJE の時間微分を次のように式変形する．

dJJJE

dt
=

∂JJJE

∂qqq
q̇qq(

dJJJE

dt

)
i j
= JJJ′E,i jkJJJ−1

E,kl ẋxxl (9)

ただし，JJJ′E = ∂JJJE
∂qqq である．上式では行列のベクトルに

よる偏微分を表記するために和の略記法を用いた．和

の略記法では同じ小文字の添え字を持つ単項式につい

て以下のような総和に関する略記法を約束する．

AAAi j BBB jk = ∑
j

AAAi j BBB jk

ただし AAAi j は行列 AAAの i,j 成分，BBB jk は行列 BBBの j,k成

分である．

同様に遠心力やコリオリ力によるトルクベクトル hhh

も q̇qqの関数であるため，和の略記法を用いて次式のよ

うに表される(2)．

hhhi = hhh′i jk q̇qq j q̇qqk

= hhh′i jkJJJ−1
E, jl JJJ

−1
E,kmẋxxl ẋxxm (10)

ただし，

hhh′i jk =
∂MMMi j

∂qqqk
− 1

2

∂MMM jk

∂qqqi

式 (9)(10)より式 (8)は次式のように変換される．

ẍxxi =JJJE,i j MMM
−1
jk τττ∗k +(JJJ′E,i jkJJJ−1

jn JJJ−1
ko

−JJJE,i j MMM
−1
jk hhh′klmJJJ−1

ln JJJ−1
mo)ẋxxnẋxxo

(11)

上式より，ẍxxに関する τττ による駆動トルクと ẋxxによる

干渉の関係式が得られた．式 (11)より，手先速度 ṙrr や

冗長速度 żは各成分の二乗もしくは積の形で手先加速

度 r̈rr や冗長加速度 z̈に干渉することがわかる．この関

係性より，ある手先加速度を出力させる場合，駆動ト

ルクだけでなく冗長速度の干渉を利用することで，そ

の出力の一部を補うことが可能であることを示唆して

いる．つまり，冗長速度の干渉を利用することで駆動

トルクベクトルノルム ||τττ ||を小さくすることが可能
となる．

2·3 動的可操作性多面体 式 (11)を次式のよう

に変換し，鄭らによって提案された各関節の最大トル

クで実現可能な ẍxx空間 (拡張作業空間)の加速度の集

合を表す動的可操作性多面体(9)を求める．

ẍxxi = JJJT,i j τττ∗j +JJJC,i jk ẋxx j ẋxxk (12)

JJJT = JJJEMMM−1 =
[

jjjT,1 jjjT,2 · · · jjjT,n

]
JJJC,i jk = JJJ′E,ilmJJJ−1

l j JJJ−1
mk−JJJE,il MMM

−1
lm hhh′mnoJJJ

−1
n j JJJ−1

ok (13)

Fig. 1 Translating dynamic manipulability polyhedron

上式では駆動トルクにより出力される手先加速度は，

各関節の駆動トルク τi(i = 1,2, · · · ,m+1)と駆動トル

クによる出力方向ベクトル jjjT,i(i = 1,2, · · · ,m+1)の

積の線形結合により表される．従って駆動トルク制限

を τττL =±[τL,1,τL,2, · · · ,τL,m+1]
T とすると，大島らの出

力分布(10)のように駆動トルクにより出力される加速

度は ẍxx空間中の平行 6面体で囲われる領域となる．駆

動トルクによる加速度は jjjT,iτi の線形結合で表される

が，式 (12)では加速度は駆動トルク以外にも ṙrr や żの

干渉により出力されることが示されている．そのため

動的可操作性多面体は，JJJC,i jk ẋxx j ẋxxk だけ並進すること

になる．

3. シミュレーション

本章では図 1 に示す rrr1-rrr2 平面上で動作する平

面 3 関節冗長マニピュレータについて，ẋxx による

動的可操作性多面体の並進についてシミュレーシ

ョンを用いて確認する．シミュレーションをおこな

う平面 3 関節冗長マニピュレータの物理パラメー

タはリンク長 lll = [0.20,0.15,0.05]T [m]，リンク質

量 mmm = [1.24,0.38,0.11]T [kg]，質量中心位置 lllggg =

[−27.9,0.3,2.8]T [mm]とした．

3·1 動的可操作性多面体の並進 図 1に示す手

先位置 rrr = [0.2,0.2]T [m]，手先の向きは rrr1 軸を基準

として π/6[rad]，手先速度 ṙrr = [0.0,0.0]T [m/s]のマニ

ピュレータにおいて冗長速度 ż=0.0,25.0[1/s]の動的

可操作性多面体と z̈= 0[1/s2]による動的可操作性多面

体の断面を図 1に示す．また，それぞれの冗長速度に

おいて手先加速度 r̈rr = [−20,−10]T [m/s2]，冗長加速度

z̈= 0.0[1/s2] の出力に必要な駆動トルクと駆動トルク

ベクトルノルムを表 1に示す．

図 1より，マニピュレータの動作速度により動的可



Table 1 Translate vectors with each motion velocity

ż= 0 [1/s] ż= 25 [1/s] Torque limit

τ1 -0.89 [N·m] 0.43 [N·m] ±0.90 [N·m]

τ2 0.45 [N·m] -0.23 [N·m] ±0.55 [N·m]

τ3 0.65 [m N·m] 0.35 [N·m] ±3.05 [m N·m]

∥τττ∥ 1.00 0.43

Fig. 2 Operational surface of translate vector

操作性多面体が並進することが確認できる．表 1より，

動的可操作性多面体内に含まれる動作加速度は駆動ト

ルク制限内で実現可能なことがわかる．また，動的可

操作性多面体の並進を利用することにより駆動トルク

ベクトルノルムを小さくすることが可能であることが

示されている．

3·2 動作速度による並進ベクトル軌跡 次に動

作速度による並進ベクトルの変化をまとめたものを図

2に示す．図2は冗長速度 ż=0,10,20[1/s]において手先

速度 ṙrr1を [-2.2, +2.2][m/s]の範囲で変化させたときの

並進ベクトルの軌跡を緑線で，手先速度 ṙrr1 =0,1,2[m/s]

において冗長速度 żを [-25, +25][1/s]の範囲で変化さ

せたときの並進ベクトルの軌跡を赤線で示している．

図 2より，ẋxxの成分のうち二つが零の場合は並進ベ

クトルは直線状に変化し，ẋxxの成分のうち一つが零の

場合は曲線状に変化していることがわかる．これらの

結果より，動作速度による動的可操作性多面体の並進

ベクトルは動作速度の異なる成分の積に比べて成分の

2乗が大きく支配的になるため，動作速度を利用する

ことで動的可操作性多面体を任意の位置の並進させる

ことが困難であることがわかる．

4. 結 論

本論文では拡張作業空間上の動作速度による動作加

速度に対する動的干渉について解析を行い，冗長速度

による手先加速度に対する干渉現象を明らかにした．

これにより動作速度による動作加速度への動的干渉は

動作速度の成分の 2乗もしくは 2成分の積で効いて

くることが判明した．また駆動トルク制限内で出力可

能な加速度の集合である動力学的可操作性多面体を求

め，動的可操作性多面体に手先運動-冗長運動間の動的

干渉を考慮することで，拡張作業空間上で動作速度に

よって動的可操作性多面体が並進することを示した．

今後は動的可操作性多面体の並進を利用した動作計画

手法や実機を用いた手先運動‐冗長運動間の動的干渉

現象の検証を行っていきたい．
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