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第 章
序論
本章では，本研究の背景と研究目的，及び，本論文の構成を説明する．



本研究の背景

日本におけるロボット産業の推移から，本研究で着目している次世代サービス用
ロボットへの期待と現状を説明する．その後，サービス用ロボットの特徴を述べ，実
用化に向けた技術的な課題を説明する．

 

ロボット産業の動向

 年代後半に登場した産業用ロボットは，製造分野を中心に市場が拡大され，
我々の社会生活になくてはならない技術となった．  年代以降に本格的な導入が
なされて以来，自動車産業と共に発展し，我が国は世界有数のロボット大国として発
展を続けてきた  - ．国際ロボット連盟の調査によると，
年度には図  のよ
うに，日本国内での産業用ロボットの稼働台数は全世界で稼働する産業用ロボット
の  . を占めていた．また，図  のように，産業用ロボットの出荷台数も世界中
の約 割を維持しており，ロボット大国としての地位を確立していた．  年代後
半の情報技術の発達に伴い，ロボット産業も大きく転換しつつある．それまでの工
場内の決められた環境でのみ作業を行う産業用ロボットだけでなく，人間の生活環
境下での利用を想定したサービス用ロボットの研究開発が進められてきた ．
年には家庭用のアミューズメントロボットとして  が，  年には独居老人
宅や病院内でのメンタルケアを目的とした   が開発・発売され，ロボットが
一般のユーザーにも身近な存在になりつつある．
ロボット工業会の年間推移表   に基づいて作成した産業用ロボットの総出荷額の
推移を図  に示す．製造分野のロボットが成熟した  年以降は，産業用ロボッ
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図   産業用ロボットの稼働台数の国別割合（出典：国際ロボット連盟（
データ）， 社 日本ロボット工業会．
）

年度

図  日本の産業用ロボットの出荷台数（出典：マニピュレータロボットに関する
企業実態調査（２００８年７月）及び国際ロボット連盟データ， 社 日本ロボット
工業会．
）



 本研究の背景
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図  産業用ロボットの総出荷額の年間推移（出典： 社 日本ロボット工業会が作
成した年間統計推移表に基づき作成）
トの出荷額はほぼ横ばいに推移してきている．産業用ロボットの中では，日本は生
産拠点，及び，稼働拠点として世界をリードしているものの，出荷額は伸び悩んで
おり，ロボット産業全体としての市場規模拡大が望まれている．

 

サービス用ロボット

日本では，産業用ロボットで培った技術力を基に，サービス用ロボットを次世代の
新産業として確立する動きが国を挙げて実施されてきた  - - ．経済産業省  - 
では，医療・介護・福祉分野や農林水産分野，その他のサービス分野など新たなロ
ボット分野の市場規模が徐々に拡大し，   年を目処に製造分野のロボットの市場
規模と入れ替わると予想している（図 ）．世界的にも，産業用ロボットだけでな
く，サービス用ロボットの市場も拡大する   と考えられており，次世代サービス
用ロボットが日本の経済発展に寄与する新たな分野として注目されている．
ここで，本研究で着目するサービス用ロボットについて説明する．現在，サービ
ス分野のロボットは大まかな分類はされているものの，未だ研究の初期段階である
ため，適用分野の区分は統一されていない．ロボット工学ハンドブック   による
と，製造分野以外へのロボットの応用として，農林水産などの第 次産業，建設産
業，第  次産業，そして，医療用ロボット，福祉ロボット，特殊環境・特殊作業への
応用，研究・教育への応用と様々な分野での研究事例が挙げられている．資料中には
サービス用ロボットとの記述はなされていないものの，第  次産業以降に列挙した
分野でのロボットがサービス用ロボットの範囲として読み取ることができる．一方，
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図  ロボット産業の市場推移予測（出典：新産業創造戦略，経済産業省．
）

, 規格によると「サービスロボット」は /人間にサービスするロボット0 と，
「人間
共存形ロボット」は /人間と動作空間が交わるロボット0 と定義されている  ．ま
た付属資料におけるサービスロボットの事例とし，開発中又は実用化された事例が
表  のように挙げられている．生活支援，社会支援，医療・福祉，災害対応・防
災・メンテナンスの  つに大別されたそれぞれの分野において，具体的なサービスロ
ボットの事例が挙げられている．本研究では，この , 規格の分類に基づいてサー
ビス用ロボットを分類する．, 規格での生活支援，社会支援がロボット工学ハン
ドブックでの第  次産業と研究・教育への応用を包括し，同様に，災害対応・防災・
メンテナンスが特殊環境・特殊作業への応用を包括すると考える．以上の考察をふ
まえ，本研究では「サービス用ロボット」を「生活・社会支援（研究・教育分野を
含む），医療・福祉，災害対応・防災・メンテナンス（特殊環境・特殊作業を含む）
分野で人間にサービスを提供するロボット」と定義する．
前述のように様々な分野への導入が期待されるサービス用ロボットは，日本の経
済発展問題のみならず，社会問題に対する解決手段としても注目されている．我が
国の社会問題の一つに高齢化問題が挙げられる．国立社会保障・人口問題研究所  
によると   年には国民の  . が，  年には  . が高齢者となると予想され
ている（図 ）．世界的に見ても先進国では高齢化が進んでおり，高齢化に伴う労
働人口の減少，要介護人口の増加が大きな問題となっている  ．それに対する一



 本研究の背景

表   サービスロボットの事例（出典：サービスロボット用語 , 
から抜粋して作成）
分野
生活支援
社会支援
医療・福祉
災害対応・防災
・メンテナンス

  付属書

ロボットの事例
ホームロボット（学習- 遊び- 掃除）
アミューズメントロボット（演奏- ダンス- パフォーマンス）
社会支援ロボット（受付- 案内- 芝刈り- ゴミ収集- 分解）
医療ロボット（手術支援- 看護- リハビリテーション）
福祉ロボット（介護- 自立支援- コミュニケーションエイド）
防災ロボット（レスキュー- 消防- 警備- 治安）
メンテナンスロボット

図  日本における人口に対する高齢者の割合の推移（出典：日本の将来推計人口，
国立社会保障・人口問題研究所．
）
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つのアプローチとして，ロボットによる労働の代替や医療・福祉分野へのロボット
の導入が期待されている  ．労働人口の減少問題に対し，人間の代わりに受付業
務を行うロボット   や人間や他のロボットと協調して複雑な作業をこなすロボッ
ト  -  などの社会支援ロボットが開発されてきた．また，医療・福祉分野におい
ては，高齢者の介護や看護師を補佐するロボット  -  -   や介護予防のためのロ
ボット  などが研究・開発されてきた．核家族化，共働き，独居老人の増加も問
題視されており，自動で室内を掃除するロボット -  や調理や犬の散歩など家
事を代替する生活支援ロボット -  ，見守りや警備を行うロボット  - ，精
神的に人間を支えるメンタル・セラピーロボット - -  -   なども研究・開発・
商品化されている．
また，
年  月に起こった東日本大震災を機に，災害現場でのロボットによる
救助活動への期待が高まっている．地震大国である我が国では，関東大震災，阪神
淡路大震災など大規模な地震により甚大な被害を受けた歴史がある．東海大震災の
発生も危惧されており，より迅速な人命救助や復旧作業を目指した災害対応ロボッ
トが研究がされている - ．東日本大震災では想定以上の津波による原子力発電
所の事故が大きな被害をもたらした．  年現在でも，復旧作業には放射線被爆が
伴っており，二次災害の観点からもロボットによる早急な作業代替が求められてい
る．災害対応ロボットに加え，活動中の原子炉内を調査してメンテナンスをするロ
ボットや，人間が活動できない深海や宇宙空間で調査や作業を行う防災・メンテナ
ンスロボットも望まれている．このような人間による作業が困難な分野では，特に
遠隔操作ロボットや自律性を持ったロボットによる作業の達成が求められ，研究さ
れている - -  -  ．
様々な分野において人間の作業代替として働くロボットへの期待が高まる反面，
サービス用ロボットの実用例は未だ少ない．これまで成功したと言えるサービス用
ロボットは，医療・福祉分野でのメンタルケアを目的とした産業技術総合研究所の
 ，生活支援分野においてソニー株式会社が開発した人間を飽きさせないペッ
トロボットの ，自動で室内を清掃する掃除ロボットのルンバ  に留まっ
ている．  年に開催された愛知万博では，様々なサービス用ロボットによるデモ
ンストレーションが行われた ．展示されたサービス用ロボットは技術的には高い
レベルに達していたものの，あくまでもデモンストレーションに特化しており，実
世界での利用は十分に考慮されていなかった．また災害対応ロボットの実現を促進
するために，
年以降レスキューコンテスト  が行われ，人命救助や瓦礫の撤
去などを想定したレスキューロボットの研究・開発が進められてきた．しかしなが
ら，東日本大震災において利用されたロボットはごく一部であり，実用化には多く
の課題があることが明らかになった．人間とサービス用ロボットとの共存に伴う安
全性などの法整備が不十分な点も普及を妨げる一つの要因として考えられ  ，整



 本研究の背景

表  サービス用ロボットの技術分類と   年までに達成すべき機能目標の例（出
典：経済産業省の新産業創造戦略から抜粋して作成）
技術分類
  年達成予定の機能目標例
環境構造化・
知能化
コミュニケーション

自律行動制御
マニピュレーション
エネルギー源
（パワーマネジメント）

位置同定機能
（乱雑物体下，信頼性 . ，& 単位）
未知世界コミュニケーション
（新分野についての会話ができる）
（感性も込めた会話ができる）
家事支援等の作業をする
（目的とする作業に応じた行動を計画する）
家庭内系作業を行える
いつでも使用できる

備や研究が進められている  - ．
ここで，サービス用ロボットに求められる研究課題を文献   に基づいて整理す
る．文献中の /ロボット分野の技術ロードマップ＜サービスロボット＞0 を参考に，
サービス用ロボットに求められる技術分類と   年までの達成目標として挙げられ
ているロボットの機能を表  にまとめる．環境構造化・知能化，コミュニケーショ
ン，自律行動制御，マニピュレーション，エネルギー源（パワーマネジメント）の
大きく  つに技術分類がなされ，それぞれ高度な機能が達成目標として掲げられて
いる．それら機能を実現するために，環境マップ生成技術や人間行動マイニング技
術，ユーザの行動・意図・感情認識技術，多様音声合成技術や個人認証技術，動的
行動学習や行動計画技術，ビジュアルフィードバックやダイナミスク利用作業技術
など，多種多様な分野に渡る研究課題が参考資料中で挙げられている．
複合技術であるロボットは，前述のような，行動生成や制御，画像処理や音声処
理，ハードウェアやデバイスなどの多岐に渡る技術が必要とされ，様々な研究がな
されている．そしてそれらの要素技術を組み合わせ，要求されるタスクを達成する．
更には，複数のタスクを順々，時には同時に行い，より高度なタスクを達成するこ
とも想定される．例えば，医療・福祉分野の介護用ロボットであれば，施設内の非
介護者の場所を把握（環境構造化・知能化）し，非介護者の下へ移動（自律行動制
御），非介護者の意図を汲み（コミュニケーション），支援作業を実現（自律行動制
御，マニピュレーション）することで，介護タスクを達成する．また，生活支援分
野の掃除ロボットであれば，家庭内で掃除がされていない場所を把握（環境構造化・
知能化）して障害物や人間を回避しながら掃除（自律行動制御）することで，掃除
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タスクが達成できると考えられる．このようにサービス用ロボットの分野や実用先
に応じて，必要とされる要素技術や解決すべき課題は多岐にわたるため，次節では
本研究で対象とする課題について述べる．

 本研究で対象とするサービス用ロボットの技術課題
サービス用ロボットの数ある特徴の一つに，多数の駆動部を持ち，自身の姿勢を
変化させながら作業や移動を行える点が挙げられる．本研究ではこの点に着目する．
人間の作業代替として利用されるロボットのうち，産業用ロボットでは組み立てや
溶接などのある特化された単純作業を代替する．一方，サービス用ロボットには，
現在人間が提供している多様なサービスをロボットが提供することが望まれている．
しかしながら，要求される代替作業をロボットが十分に達成することができていな
いため，未だ実用化に至っていないと考えられる．これは前述した技術分類の中の
自律行動制御とマニピュレーションに相当し，この分類中の研究課題が解決されれ
ば，サービス用ロボットの様々な分野への応用が期待できる．以降，本論文におけ
る「タスク」は「ロボットが動作を行い達成するタスク」と定義する．産業用ロボッ
トとサービス用ロボットの特徴を比較することで，タスクを達成するために必要と
なる要素技術を明確にしていく．



サービス用ロボットの特徴と自律的な環境適応

ここでは，サービス用ロボットがタスクを達成するために必要となる要素技術を
明確にし，本研究で取り扱う問題を説明する まず，これまで実用化されてきた産
業用ロボットと未だ発展途上のサービス用ロボットの特徴を比較する．なお，様々
な分野で多様なサービスが提供可能となるような理想的な汎用ロボットを想定して
比較することで，サービス用ロボットへの要求と現在の課題を明確にする．現在研
究中の汎用ロボットとしては，ヒューマノイド - - -   が挙げられ，ロボッ
トの身体性を人間に近づけて作業させることで，正に人間の代替となるロボットを
目指した研究がなされている．
産業用ロボットと理想的な汎用ロボットの特徴比較を表  にまとめる．特に要
求されるタスク，タスクを達成する際の周辺の動作環境，ロボットのメンテナンス
性が異なり，それに付随してロボットの機械的な構造が複雑化する．タスク，動作
環境，メンテナンス性の  点の違いから，サービス用ロボットに求められる性能を
説明する．



 本研究で対象とするサービス用ロボットの技術課題
表  産業用ロボットと理想的な汎用ロボットの特徴比較
比較項目
産業用ロボット
汎用ロボット
タスク
タスクの質
動作環境
メンテナンス性
自由度
センサ

単一単純タスク（特化型）
高速・高精度
既知固定（モデル化可能）
即時可能
必要最低（冗長性なし）
必要最低

複数複雑タスク（汎化型）
目的達成重視
未知不定（モデル化困難）
即時不可能
多自由度（冗長性あり）
多様

要求されるタスクの比較
産業用ロボットでは，作業項目に最適化された単純なタスクを短い周期で行
い，可能な限り生産性を高めることが求められている．溶接ロボットであれ
ば，溶接する箇所の軌道をリーチングなどで与えてパターン化した動作を事前
に用意し，動作を再現することで溶接タスクを達成する．より正確な溶接作業
を行うために，カメラなどのセンサから溶接箇所を抽出して，軌道制御の制御
手法を用いて溶接タスクを達成するロボットもある．ロボットごとのタスクを
単純化して，体系化された既存の制御則を適用し，高速・高精度にタスクを達
成してきた．軌道が複雑で単一のロボットでは対応が難しい複合的なタスクに
対しても，作業毎にロボットを用意し，分業することで対応してきた．溶接以
外の産業用ロボットにおいても同様に，制御則が適用できる範囲までタスクを
単純化し，ロボットのための動作環境を整備することで，既存の制御則を実装
して高速・高精度なタスクを達成してきた．
一方，サービス用ロボットでは，単一単純作業において高応答・高精度を追及
する一般の産業用ロボットとは異なる次元の要求に応えることが求められる．
例えば，宇宙開発用の惑星探査ロボットの目的が /調査対象の惑星から土壌の
サンプルを取得する0 と与えられた場合，目的を達成するために，調査対象の
惑星まで到達し，惑星内を移動しながら，サンプルなどを取得した後，地球へ
帰還する，と言った複数，かつ，高度なタスクを達成する必要がある．家庭内
で生活支援を行う汎用ロボットが /人間に食べ物を提供する0 場合，キッチン
に移動して，材料を切って調理し，お皿を用意して，机まで運ぶ，と言ったタ
スクの流れが考えられる．このように，単一のロボットが複数のタスクを順々
に，時には同時に行い，一連のタスクを達成することが求められる．固定され
た状態で高精度な同一作業を繰り返し行う産業用ロボットと異なり，自身が動
作環境内を移動しながらサンプルの取得や調理などの主要なタスクを可能な
限り達成することが重要となる．そのため，サービス用ロボットではタスクの
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単純化が行えず，既存の制御則が適用できない場合がある．例えば，惑星探査
ロボットであれば，惑星の重力下での移動タスクや土壌サンプル取得タスクを
達成するために独自の動作が必要となるが，それに対して専門家が試行錯誤的
に動作を設計する．また，災害時の人命救助ロボットには，被災者の安全な運
搬がタスクとして求められるが，そのための制御則は確立されていない．介護
ロボットを対象とし，人物を安全に抱きかかえるために，人間の抱きかかえ動
作を模倣させた研究   がある．模倣から得られる動作はロボットの身体性に
依存するため，ロボット特有の動作として獲得される．よって，一般化するこ
とは容易ではない．このようにサービス用ロボットに求められるタスクでは，
制御則が利用可能になるようにタスクを簡易化することが困難なため，専門家
が知識や経験に基づいて設計・獲得したパターン動作により複雑なタスクを達
成してきた．すなわち，専門家が目的達成度を判断しながら，ロボットや動作
環境に応じて動作を作りこむことで，高度なタスクを達成してきた．
ロボットの動作環境の比較
タスクを達成するために動作環境内を移動することは，サービス用ロボットの
大きな特徴となる．産業用ロボットでは，工場内の特定の場所にロボットを設
置することが事前に決められ，一度設置した後は固定されて使用される．専門
家がロボットのために動作環境を整備し，更に，実際の動作環境においてタス
クを達成する動作を事細かく調整ができる．
一方サービス用ロボットでは，ロボットは移動しながら主要なタスクを行うた
め，動作環境が固定されない．例えば，惑星探査ロボットでは，調査対象とな
る惑星の種類や同一惑星内でも着地点によってロボット周辺の動作環境が大き
く異なると予想できる．家庭用の汎用ロボットにおいても，家の構造や家具の
配置，キッチンの形状や絨毯の有無などの静的・動的違いにより，ロボットの
動作環境は定まらない．これら動作環境は，三次元計測や大気の分析などの事
前調査を行うことによってある程度は把握できるものの，ロボットに影響する
全ての物理量を計測する技術は確立されていない．例えば惑星探査ロボットで
は，衛星など利用して地形や重力などの大まかな動作環境の情報は得ることが
できるが，地面の粘度や摩擦などは実際に動作環境に到達するまでわからな
い．ある程度動作環境を想定して動作を設計することは可能であるが，産業用
ロボットとは異なり，実際の動作環境に最適な動作になるとは限らない．事前
には完全に把握できない動作環境においても，タスクを達成することがサービ
ス用ロボットには要求される．
メンテナンス性の比較
産業用ロボットはロボットの専門知識を持った管理者がロボットを常に監視す

 本研究で対象とするサービス用ロボットの技術課題
るシステムが整っており，一人の専門家が複数のロボットを管理することが可
能である．ロボットのメンテナンスもこまめに行うことが可能であり，ロボッ
トが故障した際にも迅速な修理やメンテナンスが可能である．
一方，動作環境内を移動する汎用ロボットを集中管理するシステムは確立され
ておらず，現在は一台のロボットに複数の専門家がつき，ロボットの運用とメ
ンテナンスが行われている．広く社会に普及させることを考慮すると，将来的
には，専門知識のない一般のユーザーがロボットを運用することが想定され
る．その場合，専門知識のないユーザーが管理する点と動作環境が不定である
点から，産業用ロボットと同程度のメンテナンスを行うことは困難と考えられ
る．特に宇宙空間や災害現場において利用されるサービス用ロボットでは，人
間が生存できない点や倒壊・放射線被爆などの二次災害の点から，ロボットの
動作環境下に専門家が赴いてロボットを直接メンテナンスすることはできな
い．作業を途中で停止してメンテナンスを行うことが可能な産業用ロボットと
異なり，専門家の下に帰還するまでは一切ハードウェアのメンテナンスができ
ない．遠隔操作技術を利用すれば，ソフトウェア的なメンテナンスは行えるも
のの，はやぶさの事例  を見る限り，一台のロボットに対して多大な労力が
必要となる．産業用ロボットのように十分に実用化されるためには，最小限の
専門家の管理により多数のロボットが運用されることが望ましい．専門家の最
小限のメンテナンス，更に言えばメンテナンスフリーでロボットが様々なタス
クを達成することが望まれる．
以上より理想的な汎用ロボットでは，未知で不定な動作環境下，かつ，容易にメ
ンテナンスできない条件の下，動作環境内を移動しながらタスクを達成することが
望ましい．すなわち，不定な動作環境で専門家に頼らず自律的にタスクを達成する
ことが要求され，これが解決できれば様々な分野のサービス用ロボットの実用性が
大幅に上昇すると考えられる．これはサービス用ロボットに自律的な環境適応性を
持たせるための研究課題に当たる．しかしながら，表  の特徴を持つ汎用ロボッ
トに自律的な環境適応性能を持たせるためには，ロボットの汎用性の高さから様々
な課題が混在することとなり解決することが非常に難しい．そこで次項では，サー
ビス用ロボットの自律的な環境適応を実現する際に内在する問題を分類していく．



自律的な環境適応問題に対する本研究の捉え方

事前情報や事前知識なしで自律的にタスクを達成することは人間でも困難であり，
直ちにロボットへの実装を考えることは容易ではない．そこで，まずは人間を例に
しながら，自律的な環境適応のステップを大きく二つに分けて説明する．
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一つ目のステップは，ある特定未知の動作環境下でタスクを達成する動作を生成
するステップである．すなわち，サービス用ロボットにおける新規動作の自律生成・
獲得問題となる．人間におけるスキーの上達過程を例に説明すると，初めてスキー
板を装着した全くの素人がボーゲンやパラレルターンなどのスキー特有の動き方を
覚えるステップに当たる．人間の場合，インストラクターによる動作教示や上級者
の動作の模倣などにより，初心者コースで早く滑る動作や安定して曲がる動作など
の基本的な動作を新しく覚える．これにより，初心者コースであればある程度意図
した滑りができるようになる．ここで斜面が急な中級者コースやこぶがある上級者
コースに移動すると，これまで覚えた基本的な動きでは滑れなくなる．全く未知の
動作環境ではないものの，動作環境が変化したために，獲得した基本的な動作だけ
ではタスクが達成できなくなる．そこで二つ目のステップが必要となる．人間は，先
のステップを再度行って無知の状態から動作を覚え直すのではなく，覚えた基本的
な動作を応用して各々のコースに適した滑り方を習得すると考えられる．斜面が急
な場合はよりエッジをきかせる動作に，こぶがある場合はひざで衝撃を吸収する動
作にすることで，コースの変化に対応する．ロボットにおいては，動作環境の局所
的な変化に対して，基本的な動作を自律的に変形させて適応する問題となる．第一
ステップは大域的な動作環境の変化に対する特化動作の自律生成問題として，第二
ステップは局所的な動作環境の変化に対する動作の自律的な汎化問題として考える
ことができる．
これら二つのステップが実現されれば，汎用ロボットの自律的な環境適応性能が
向上すると見込まれる．しかしながら，前述の通り理想的な汎用ロボットを前提と
する手法の構築は困難となる．特に一つ目のステップは，人間でさえも外部から得
られる知識を利用しながら動作を生成しており，ロボットが完全に事前知識なしで
動作を生成することは現段階ではできない．一方で，実用化に向けたサービス用ロ
ボットを見ると，ある特定の動作環境においては，専門家がタスクを達成する動作を
設計することが可能である．加えて，周辺の動作環境を事前に全て把握することは
できないものの，事前調査によってある程度想定できる．例えば，災害救助ロボット
であれば，三次元計測などの事前調査によってある程度の作業現場の事前把握が可
能であり，それに基づいて基本的なタスク達成動作を専門家が設計することが可能
である．すなわち，理想的な汎用ロボットでなく，実用化に向けたサービス用ロボッ
トにおいては，一つ目の課題は陽に考慮する必要がない場合もあり得る．二つ目の
ステップについて考えると，専門家によって事前設計された基本的な動作は，実際
の動作環境に適した動作とは限らないため，タスクが達成できない可能性が大いに
ある．局所的な動作環境変化に対する動作の自律的な汎化問題が解決できれば，ロ
ボットがタスクを達成可能な動作環境が広がり，サービス用ロボットの実用性が大
きく向上すると考える．上記背景より，局所的な動作環境の変化に対し，基本的な

 本研究で対象とするサービス用ロボットの技術課題



動作に基づく自律的な動作適応を実現することを我々の第一目標とし，本研究で解
決を試みていく．
ここまで，自律的な環境適応問題の持つ本質的な難しさを考え，本研究で解決を
試みる「環境変化」の程度を限定した．更に，ここでは，その「環境変化」の性質
について考えてみたい．前述のように，本研究では，専門家によりタスクを達成す
る動作が事前に作り込まれていることを前提とする．ここでその動作は，ロボット
が動作した際に動作環境に及ぼす力学的な作用と，ロボットが動作環境から受ける
反作用の相互作用（インタラクション）の結果としてタスクが達成できるように作
り込まれることとなる．この点に注目すると，
「環境変化」は二種類に分類できるこ
とに気づく．
専門家がタスクを達成する動作を事前に作り込んだ時と，実際にロボットを利用
する時のロボット周辺の動作環境が，厳密には一致にしない場合，ロボットが同一の
動作を実行しても，周辺の動作環境からロボットに及ぼされる反作用が異なり，タ
スクが達成できなくなる．すなわち，ロボット外部の動作環境が変化することでタ
スクが達成できない場合を，外部環境変化とする．一方，転倒や衝突により，ロボッ
ト自身の機械的構造が変化した場合においても，事前に作り込んだ動作とロボット
が実際に実現する動作に違いが生じ，ロボットから周辺の動作環境への作用が変化
する．それによって，事前に作り込んだ相互作用のバランスが崩れ，タスクが達成
できなくなる．すなわち，ロボットが周辺の動作環境へ及ぼす作用が変化すること
によってタスクが達成できない場合を，内部環境変化とする．
自律的な環境適応問題を考える際，ここで定義した内部環境変化と外部環境変化
は，環境変化の発生する対象が異なることからも容易に想像ができるように，問題
の性質が大きく異なり，それぞれ別の問題として対応することが効果的であると考
える．そこで，本研究では，サービス用ロボットにおける自律的な環境適応問題を，
内部環境変化と外部環境変化に分類した上で，検討することとする．以上考察をま
とめると，図  のように「環境変化」の程度と性質から環境適応問題を分類した
ことになる．本研究では，サービス用ロボットの実用化の第一歩として，局所的な
動作環境の内部・外部環境変化に対して，自律的な動作適応の実現を目指す．
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既存研究と課題

本研究が取り扱う「環境変化」の定義・分類を済ませたところで，次に，動作環境
変化への適応を試みた既存研究について述べておく．既存の動作環境変化への適応
アプローチは大きく分けて  つある．一つ目は，制御方策を工夫して適応的に制御
を行うアプローチである．二つ目は，学習や探索といった試行錯誤を用いて，動作
環境に適した動作を生成するアプローチである．三つ目は，見まねなどにより，人
間や他のロボットのタスクを達成する動作を獲得するアプローチである．
制御の分野では制御対象のモデルを用意し，モデルに基づいて制御対象への指令
値を生成する ．ここでロボットに生じる故障は一種の内部環境変化として捉え
ることができ，これまで故障診断や故障補償を行う研究  -  -  がなされてきた．
これらは故障箇所や故障状態を事前に定義したモデルと，各々の故障状況に応じた
補償法を事前に設計しておく必要がある．事前に想定できない動作環境で利用され
るロボットにおいては，全ての構造変化を事前に定義することは困難なため，これ
ら手法は十分に機能しない．一方，システム同定 -  の研究では，産業用ロボッ
ト分野において，予期せぬ外乱によるモデル化誤差やモデルのパラメータ変動が生
じても安定に制御する手法 -   が提案されてきた．産業用ロボットに比べて複
雑な構造を持つサービス用ロボットにおいても，ロボットや動作環境のモデルのパ
ラメータを適宜同定   しながら制御することで，各々の動作環境に応じた制御性
能が得られると期待できる．しかしながら，モデル自体の構造も変化させて適応す
る必要がある場合や，ロボットの機械的構造が更に複雑化する場合には適用が困難
と考えられる．モデルが決まった上でのパラメータは有限であるが，モデル自体の
与え方は無数に考えられるため，ロボットが自律的にモデル構築を行うことは容易
ではない．また，達成すべきタスクによっては制御系そのものを構築することが困
難な場合がある．例えば，負傷した人間を安全に運搬するタスクを考えると，負傷
状態に応じて安全な運搬方法が異なると予想でき，統一的な制御系の確立・実装は
難しい．更に，ロボットの多自由度化が進むにつれて，一般的な数式モデルでは解
析的に制御することが困難になる．基本的な制御則である軌道制御に用いられる逆
運動学も，多自由度ロボットにおける一般的な解法は得られていない   とされて
いる．利用される動作環境やタスクが限定される産業用ロボットにおいては非常に
有用な手法と考えられるが，ロボットの動作環境が十分に想定できないサービス用
ロボットや，既存の制御手法が適用できないタスクや多自由度ロボットへの適用は
容易ではない．
試行錯誤的に外部環境変化に適応する手法として，学習や探索手法に基づき動作
を生成する手法 - - - - - -  がある．これらの手法は，実際にロボッ
トが利用される動作環境下でタスクを達成する動作を生成するため，動作環境が想
定できない分野への適用が期待されている．一方，学習・探索手法では，一般的に
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タスク達成に寄与する評価項目を数値化した評価値を用意し，最適化して動作を生
成する．サービス用ロボットにおいては，その多種多様なタスクと不確定性の高い
動作環境ゆえに，既存手法で用いられていた評価値の設定法に  つの問題が生じる．
一つ目に，タスクや動作環境によってはロボット自らが有する内部センサではタス
ク達成に寄与する評価項目を直接観測できない点が問題となる．例えば，1%"2'3%
ら   は，迷路問題に強化学習   を用い，障害物の配置が異なる様々な動作環境
において適応的に行動政策を獲得したが，タスク達成の評価項目である目標位置へ
の到達を，環境内に埋め込んだ光の観測により判断していた．実際のロボットの動
作環境には，目標位置に光のない場合や光が混在する場合も想定でき，そのような
動作環境ではロボットに搭載されたセンサのみでタスク達成が評価できない．二つ
目に，タスク達成に複数の評価項目が影響する場合，評価項目の数値化に専門家の
知識が必要となる点が問題となる．例えば，木村ら   は  足ロボットの前進歩行動
作の適応に，専用の車輪センサから得た前進速度と旋回性を組み合わせ評価値（報
酬）とした．評価項目の組み合わせ方により得られる動作が大きく変化するため，通
常，対象のロボットやタスクを熟知した専門家により評価値が設定される．しかし
ながら，多種多様なタスクをこなすサービス用ロボットにおいて，専門家の知識や
経験に大きく依存する評価値をタスクごとに設けることは専門家の大きな負担とな
る．そもそも，抽象的なタスクにおいては，タスクの評価項目とセンサとの対応付
けができず，センサからの評価値の設定そのものが困難になる．これまでは，専門
家がロボットの動作を主観的に評価し，外部評価として評価値をロボットに与えて
いた．それゆえ，試行錯誤的なアプローチにおいてもロボットによる自律的な動作
適応は実現されていたとは言えない．また，試行錯誤的なアプローチでは，動作を
生成するために膨大な試行回数が必要となるため，実時間での適応が困難となる問
題がある．これら試行回数と評価値の問題は，環境適応における実時間性と自律性
に大きく影響するため，対象とするサービス用ロボットでは解決すべき課題となる．
このように，サービス用ロボットの特徴までも考慮した動作環境への適応手法は十
分に検討されていなかった．
制御手法と試行錯誤手法を組み合わせた内部環境変化への適応手法として，制御
対象のモデルを逐次同定しながら所望のタスクを達成する適応制御   に基づく手
法が研究されてきた  - - - - ．!"! 3 ら   は，アームロボットの手先位
置とサーボの関節角をセンサから取得し，ロボットが目標軌道を実現する関節角指
令値を適応的に生成する手法を提案した．1 ら   はガウス過程に基づくパーティ
クルフィルタやカルマンフィルタを実現し，小型飛行船の追従予測及びモデル同定
を含む移動制御を実現した．!%3!4 " ら   はガウス過程に基づく独自のフィル
タ ) + を提案し，再帰的にフィルタ処理を行うことでノイズを含む非線形の
内部状態を精度よく同定しながら制御した．これら手法は複雑で非線形な構造を持
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つサービス用ロボットへの適用も期待でき，ロボットの構造も逐次学習することが
可能と考えられる．しかしながら，モデル化のための事前情報の設計やサンプルの
与え方には専門家の知識が必要となる点，加えて，学習収束後のモデルが変化する
ことは想定されていない点が問題となる．想定できない構造変化に対してはニュー
ラルネットやフィルタの構造，強化学習の学習方策などを事前に決定できないため，
変化後のモデルを学習できない．更に，ロボットの動作数が増加すると学習が収束
しない問題もあり，サービス用ロボットの内部環境変化への適用は困難と考えられ
る．特に内部環境変化により，場合分けが必要となるモデルとなった際，初期の学
習方策をそのまま適用しても学習が進むとは限らない．例えば，落下によるギア破
損でギアに空転範囲ができると，破損部付近で不連続な関節角指令値が必要となり，
離散的なモデル表現を想定していない前述の手法は適用が困難となる．また，基本
的には制御手法に基づくため，制御手法が適用できないタスクや多自由度ロボット
への適用は困難と考えられる．
ロボットが実際に作業する動作環境における動作生成手法として，他者のタスク
達成時の動作を見まねにより獲得する手法  - - -   が研究されてきた．中岡
ら   は複雑な人間の舞踊動作をモーションキャプチャで取得し，動きの特徴を抑
えた上で，ロボットの身体性に応じた動作を生成することで，ロボットによって複雑
な舞踊動作を再現した．また，村上ら   は観測される動作の時系列情報から頻出
される動作の抽出法を提案し，一連の動作の中から獲得すべき有意な動作を自律的
に抽出した．新規動作獲得手法の見まね手法を各々の動作環境で適用できれば，環
境に適した動作の獲得が見込まれる．しかしながら，見まね手法では，タスクを達
成している観測対象が必要になること，見まね対象を観測するための設備が必要に
なることが大きな問題となる．1%4!&"  などの安価なモーションキャプチャデバ
イスの出現により，動作を観測する設備が整いつつあるものの，様々な動作環境に
おいて精度よくモーションキャプチャを行うことは未だ実現されていない．加えて，
観測対象の有意な動作の中から，獲得すべき動作の選別法は確立されていない．更
に，人間が作業できない動作環境で利用される災害対応・防災・メンテナンス分野の
ロボットでは見まね対象の確保が困難となる．上記のような技術的課題があり，見
まねによる新規動作獲得手法を自律的な環境適応手法として利用することは容易で
はない．
以上から，制御に基づく手法は，限定されたタスクや動作環境においては非常に
有用であるものの，対応可能な動作環境変化の種類や程度に不安を残し，これを打
破するには，多自由度ロボットの複雑なタスクに対する高度な制御法の構築が必要
と考えられ，大きなブレイクスルーが求められる．また，見まねによる手法は，未
知の動作環境でもタスクを達成できる動作が獲得できる点は非常に興味深いが，見
まね対象の確保，観測のための設備，及び，観測すべき動作の取捨選択が困難な点
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から，我々が着目する局所的な外部環境変化への適応手法としての利用は困難と考
える．加えて，内部環境変化に対しては全く想定されておらず，手法そのものが機
能しなくなると考えられる．見まね手法をサービス用ロボットに適用するにはまだ
まだ多くの課題が存在する．試行錯誤に基づく手法は，想定できない内部環境変化・
外部環境変化への適用が期待されつつも，まだ個々の事例レベルでの研究にとどまっ
ており，サービス用ロボットの環境適応手法として論じられているものはない．こ
れまでの試行錯誤に基づく手法をサービス用ロボットの動作適応手法として拡張す
ることができれば，ロボットの自由度やタスク，動作環境変化の種類などを限定し
ない自律的な環境適応手法が実現できると考え，本研究では試行錯誤に基づく手法
に着目する．

 本研究の目的とアプローチ
サービス用ロボットの動作環境変化への自律的な適応を目指すに当たり，最初の
ステップとして，事前に設計された基本的な動作（基準動作）を自律的に汎化させる
ことで局所的な動作環境の変化への適応を目指す．まずは本研究で対象とするサー
ビス用ロボットを説明する．その後，本研究の目的と本研究でとる適応アプローチ
を説明する．



本研究の目的

サービス用ロボットへの適用を前提とし，ロボットに生じる動作環境の局所的な
変化に対して，タスク達成動作の自律生成を本研究の目的とする．内部環境変化や
外部環境変化によって，ロボットの動作環境が局所的に変化しても，可能な限りタ
スクを達成する動作をロボットが自律的に生成する手法を検討する．
サービス用ロボットには様々なセンサが搭載されている点，サービス用ロボット
には高い自由度がある点，ある特定の動作環境においてタスクを達成する動作が専
門家により設計されている点，同一タスクにおいては専門家が動作を設計した動作
環境と実際にロボットを利用する動作環境にはある程度の類似性がある点の  点を
持つサービス用ロボットを本研究では対象とする．単体で様々なタスクを行うため
に，サービス用ロボットには多数のサーボとセンサが搭載される．デバイス技術の
発達に伴うサーボやセンサの小型化・高性能化・低価格化を背景に，より多数のサー
ボやセンサが搭載可能になった．そのため，カメラや距離センサ，) などの様々
なセンサがサービス用ロボットに搭載できると想定し， 点目の前提条件を満たす
と考える．この条件により，ロボットは自身の状態をセンサを通して観測すること
ができるとする． 点目と同様に，多数のサーボの搭載により多自由度ロボットの
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構成が可能となる．なお，多自由度ロボットでは，その冗長な自由度によって既存
の制御則を適用することが困難な場合がある．そのような制御手法が適用できない
タスクやロボットにおいても利用可能な手法を考える．この場合，タスク達成動作
はパターン化された動作として設計されているとする． 点目の前提条件であるタ
スク達成動作の事前設計は，サービス用ロボットに限らず，産業用ロボットでも一
般的なことである．介護施設や家庭環境，調査惑星や災害現場などの動作環境の完
全なモデル化は非常に難しいが，単一のタスクにおいては，事前調査によりある程
度類似した動作環境を想定することができる．よって類似性を持つ動作環境におい
てタスクを達成する動作を設計することとなる．シミュレーション内でタスクを達
成する動作を設計する場合も，実世界とは厳密には異なるモデル化された動作環境
下で専門家が動作を設計することになる．類似した動作環境であっても，動作環境
に内在する環境パラメータが異なることでタスクが達成できない可能性も十分ある．
そこで本研究では，このような局所的な環境変化に着目する．以上の  点の条件を
持ったサービス用ロボットを対象とする．様々な分野のサービス用ロボットが自律的
な環境適応を実現するための第一歩と考え，事前に設計されたパターン動作を，ロ
ボット自身が観測可能なセンサ情報に基づき，局所的な動作環境変化に自律的に適
応する手法を提案する．



本研究でのアプローチ

事前に想定困難な動作環境への適用可能性が高いこと，また，個別の研究に留ま
り十分に手法が検討されていないことから，本研究では試行錯誤に基づき環境適応
を試みる．試行錯誤的なアプローチにおいては，膨大な試行回数が必要となり実時
間での適応が困難な実時間性の問題と，タスク達成度の評価をロボットが自律的に
行えない自律性の問題が主要な問題となる．対象としたサービス用ロボットの条件
に基づいてこれら  つの問題を解決し，サービス用ロボットに適用可能な自律的な
動作適応手法を検討する．
内部環境変化は，ロボットから周辺の動作環境への作用が変化することでタスク
が達成されない場合と考えた．カメラなどのロボットに搭載されたセンサによって
ロボットの状態が観測できれば，ロボットの状態から比較的容易にタスク達成の評
価ができると考えられる．そこで内部環境変化においては，実時間性の問題を考え
ることとする．一方外部環境変化では，内部環境変化と違い，たとえロボットが同
一の動作を実行してもタスクは達成されない．すなわち，ロボット自身でのタスク
達成の評価が容易に行えず，動作適応そのものが実現できない可能性が高い．まず
はロボット自身がタスク達成を評価することが重要と考え，ここではロボットによ
る試行動作の自己評価法を考える．以上の考察から，内部環境変化においては主に
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実時間性が，外部環境変化においては主に動作の自律評価が求められることに着目
し，内部環境変化と外部環境変化に切り分けることで  つの問題を分離した上で，
各々の問題を解決する．大別した  つの環境変化に対する問題点を解決することで，
様々な分野のサービス用ロボットに適用可能な環境適応手法への足がかりとする．
内部環境変化において解決する問題
内部環境変化においては，試行回数を減らした実時間での動作適応を目指す．
ロボットに多数のセンサが搭載されている場合，それらセンサを利用すること
でロボットの状態を観測できる可能性が高い．内部環境変化においては，セン
サからタスク達成度を直接評価できると仮定し，動作環境に適した動作の効率
的な生成法を検討する．位置センサによりタスク達成度が直接判断可能な軌道
制御に基づくタスクを採り上げ，事前に専門家によって設計された基準動作を
有効に利用して適応することで，試行回数を抑えた効率的な動作適応を目指
す．なお，軌道制御には着目するものの，設計された動作はパターン化されて
いるものとし，軌道制御に限定されない手法を考える．
外部環境変化において解決する問題
一方，外部環境変化においては，試行回数を実時間に基づいて打ち切ること
とし，試行動作のタスク達成度をロボットが自律的に評価する手法を検討す
る．タスク達成時のロボットと周辺の動作環境との作用・反作用を維持するこ
とで，タスクを達成する可能性の高い動作が生成できると考え，実際に利用さ
れる動作環境下において試行された動作を自己評価するシステムを提案する．
自己評価値の最適化によって，変化したロボット外部の動作環境に適応可能な
ことを示し，提案手法の有効性を説明する．

 本論文の構成
本論文は 章から構成される．各章の概要は以下の通りである．
第 章では，ロボット産業の推移とサービス用ロボットの出現，またそれらロボッ
トへの期待と要求を述べた．サービス用ロボットの実用のために自律的な環境適応
性能が必要となることを説明し，まず本研究では，基準動作を利用した動作環境の
局所的な変化への適応を目指すことを述べた．既存手法では本研究で着目するサー
ビス用ロボットへの環境適応手法としては不十分な点があることを述べた．サービ
ス用ロボットに生じる動作環境変化を，内部環境変化と外部環境変化の  つに大別
し，各々の動作環境変化における問題点を明確にした．サービス用ロボットのため
の適応手法としては試行錯誤的なアプローチが適用可能性が高いと考え，実時間性

 本論文で用いる用語・変数・定数の定義



と自律性の  つの課題に対して，それぞれ内部環境変化と外部環境変化への適応手
法として解決することを本研究の目的とした．
第  章では，本研究における問題設定を具体的に説明する．内部環境変化に対し
ては，軌道制御に基づくタスクに着目した場合の具体的な問題点を説明する．外部
環境変化に対しては，ロボットの歩行タスクにおける動作の評価軸を説明し，解決
すべき問題点を説明する．
第  章では，内部環境変化に対する動作適応手法を検討する．軌道制御のような
センサで直接タスクの評価が行えるタスクに限定し，事前に設計されたパターン動
作の効率よい適応手法を提案する．大きく二つの手法を提案した上で，シミュレー
ション実験により提案手法の有効性を確認する．
第  章では，外部環境変化に対する動作適応手法を検討する．動作環境に内在する
環境パラメータの違いにより達成できなくなる歩行タスクにおいて，ロボットが観
測可能なセンサ値に基づく動作の自己評価法を提案する．提案した自己評価値を用
いて動作を試行錯誤的に最適化することで，動作環境に適した動作の自律生成を試
みる．シミュレーション実験により提案する自己評価システムの有効性を確認する．
第  章では，提案した内部環境変化，及び，外部環境変化への適応手法を受け，
各々の手法での課題点に対する一解決案を示す．内部環境変化に対しては，サービ
ス用ロボットの冗長な自由度を活かした手法の拡張を考え，可能な限りタスクを達
成する動作の自律生成を目指す．一方外部環境変化においては，提案した自己評価
値を解析することで，動作適応の必要性を自律判断するシステムへの拡張を試みる．
第 章では，本研究で得られた成果と今後の課題をまとめ，本論文を締めくくる．

 本論文で用いる用語・変数・定数の定義
本論文中では，以下の用語を定義する．
タスク

： ロボットが達成すべき作業．

サービス用ロボット ： 本研究で対象とするロボットであり，人間に対して
様々なサービスを提供することを目的に研究・開発・販売されているロボット．
動作環境

： ロボットを含めた周辺の状態．

環境パラメータ ：

動作環境内に内在するパラメータ．

環境変化 ： ロボットの移動などに伴い動作環境が変化すること．論文中で
は，動作環境そのものが大きく異なる場合と，環境に内在する環境パラメータ
が異なる場合に分け，大域的な変化と局所的な変化としている．
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内部環境変化 ：

ロボット内部の機械的構造の変化に伴う環境変化．

外部環境変化 ：

ロボット外部の動作環境そのものの環境変化．

利用環境 ： ロボットが実際にユーザーに利用される時の動作環境．論文中
では，設計時の動作環境とは環境パラメータが異なる局所的な外部環境変化と
して分類している．
基準動作

： ある特定の動作環境においてタスクを達成する動作．

基準関節角
適応動作

： 基準動作を実現するためにロボットに指令する関節角度．
： 環境変化後に生成される動作．

適応関節角

： 適応動作を実現するためにロボットに指令する関節角度．

目標軌道

： 構造が変化しても実現すべき軌道．

適応軌道

： 構造変化後に生成された動作による軌道．

客観評価値

： タスクの達成に直結する評価項目．

自己評価値

： ロボットが観測可能な情報から計算するタスクの評価値．

本論文中で用いる主な変数・定数の定義を以下に示す．


：



：

% 番目の関節の関節角．
設計者が用意した基準関節角．



： 適応手法で生成される適応関節角．

££

： 環境変化後にタスクを達成する適応関節角の真値．



： 一つの動作中に含まれる制御点の数．
： 初期のロボットの機械的構造を表す関数．







：

内部環境変化後のロボットの機械的構造を表す関数．

：

自己評価値．

：

% 番目の客観評価値．

第章
問題設定
本章では，本研究で取り扱う具体的な問題設定を明確に述べる．



内部環境変化に対する問題設定

内部環境変化に対しては，実時間での動作適応を実現するため，試行回数を抑え
た効率のよい動作適応手法を考える．センサからタスク達成度が直接評価できると
いう仮定に基づき，タスクの達成度の評価がエンドエフェクタ   の位置観測から
容易に計算可能な軌道制御に基づくタスクを対象とし，位置観測回数を低減した効
率的な動作適応の実現を目指す．なお，エンドエフェクタとは，産業用ロボットや
マニピュレータ分野を中心に広く用いられてきた用語であり，ロボットのアーム先
端に取り付ける効果器を意味する．ロボットの中でも，タスクを達成するために対
象に直接作用する部位をさし，産業用ロボットではグリッパや溶接器などが，惑星
探査ロボットでは工具やサンプル取得器などがある．軌道制御は，ロボットがタス
クを達成するために，エンドエフェクタの軌道を所望の軌道に制御することを目的
としている．また，軌道制御はロボットの基本的な制御方式であり，力制御や歩行
制御など別の制御方式の要素としても利用される場合がある．カメラや磁気センサ
などのロボットに搭載されたセンサにより，ロボットはエンドエフェクタの位置を
直接観測する．実現すべき軌道（目標軌道）とは異なる軌道を観測することで間接
的に構造変化を検出する．目標軌道と観測した軌道の位置誤差をタスク達成度の評
価とすることで，構造変化後に目標軌道からの位置誤差を最小にする軌道（適応軌
道）を実現する．ここでは，適応軌道となる動作を生成することを動作適応とし，動
作適応に必要となるエンドエフェクタの位置観測回数の低減を目指す．内部環境変
化に適した動作の生成までに要した位置観測回数と，目標軌道と適応軌道との位置
誤差から手法を評価する．なお，ロボットの制御遅れなどの制御に起因する問題や，
力・速度・安定性などの他の制御方式に起因する問題は，本論文の主題ではなく，制
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御理論そのものの課題，または，他の制御理論と組み合わせて解決すべき課題と考
え，本論文では対象としない．

 

軌道制御に基づくタスクと内部環境変化

内部環境変化がタスクに与える影響を説明する．ここでは軌道制御に基づくタス
クに着目するため，予期せぬ機械的な構造変化がロボットに生じても，所望の軌道
（目標軌道）に可能な限り一致する軌道（適応軌道）を実現する動作を高速に生成す
ることを目的とする．
エンドエフェクタの位置座標系において目標軌道を実現するため，軌道中に  個
の目標位置を設定する．目標位置   を  から   まで順に辿ることで，目標
軌道を実現する．なお  は目標位置間を移動する際に許容される位置誤差に基づき
設計者が事前に与える．前章で定めたサービス用ロボットの前提条件より，ロボッ
トには専門家によって目標位置   を実現する関節角       


（基準関節角）が事前に設計されている．なお はロボットの自由度を表す．軌道制
御においては，一般的にロボットの機械的な構造を数式モデル でモデル化し，逆
運動学を用いて基準関節角を計算する  ．すなわち，事前に用意された逆運動学
モデル  に基づき，目標位置   を実現する基準関節角   を式   のように
計算する．


 





 

 

式   は位置座標系から関節角座標系への  による写像と考えられる．図  の
ようにロボットの順運動学が と一致する場合には，基準関節角   により式 
に従って目標位置   が実現される．


 

 



ここで構造変化によりロボットの順運動学 が予期せぬ  へ変化したとする（図
）．事前に用意可能な順運動学モデル と変化したロボットの順運動学  は異な
るため，基準関節角   では目標位置   とは異なる位置   が観測される（式
）．

   



事前に設計された基準関節角では，ロボットは目標軌道を実現できなくなり，タス
クが達成されない．
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図   構造変化前のロボットの目標位置と基準関節角
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図  構造変化状態のロボットと制御系
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内部環境変化に対する具体的な問題設定

既存のモデル同定手法では変化後の逆運動学   のモデルを同定することで，構
造変化後に目標位置   を実現する新たな関節角  ££ （適応関節角の真値）を式
 で計算していた ．変化後の逆運動学   が精度よくモデル同定できれば，
式  のようにロボットのエンドエフェクタは目標位置   を実現する．




££   



 



    ££ 





予期せぬ構造変化を考慮する必要があるサービス用ロボットでは，ギアの破損のよ
うに，破損部を境に不連続な関節指令値が必要となる場合がある．その場合，変化
後の  を数式でモデル化する場合，場合分けして表現する必要が生じる．モデル自
体の構造も含めた同定が必要となるため，容易にモデル化ができない．我々は，そ
のような構造変化であっても，場合分けやモデル切り替えを必要としない適応手法
を検討する．更に，事前情報としてロボットに埋め込まれた基準関節角  や初期の
モデル の情報を有効に利用することで，より少ない位置観測から目標軌道を実現
する適応関節角  の生成を試みる．すなわち，変化後の逆運動学   のモデルを
求めることなく，事前に用意可能な情報に基づき，実時間で  を生成する問題と
設定する．


 外部環境変化に対する問題設定
外部環境変化においては，専門家やユーザーを介さない自律的な動作適応を実現
するために，ロボットが試行動作を自己評価する手法を考える．すなわち，試行錯
誤的なアプローチにおいてこれまで考慮されていなかった，試行動作のタスク達成
度をロボットが自己評価するシステムを検討する． 章の前提条件を受け，ある特
定の動作環境ではタスクを達成する動作（基準動作）が専門家により事前に設計さ
れているとする．提案した自己評価システムを用い，環境パラメータの異なる動作
環境において動作を最適化することで，動作環境に適応した動作（適応動作）の生
成を試みる．
これまでの手法とは全く異なるコンセプトであるため，基準動作と適応動作を様々
な観点で比較することで，適応動作の性能を確認し，提案する自己評価システムが
動作適応に有用であることを示す．具体的には，ロボットは観測可能なセンサに基
づいて提案する自己評価システムにより自己評価値  を算出する．この  が試行動
作のタスク達成度を表し， を最適化することで適応動作を生成する．そのように
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生成された適応動作のタスク達成度を客観的に評価することで，自己評価システム
そのものの評価が行えると考え，本研究では，基準動作と適応動作の性能を客観評
価値に基づいて比較し，提案システムの有効性を示す．
まず，対象とするロボットとタスク，及び，事前に設計した基準動作を説明する．
次に，対象としたタスクにおける動作の性能が様々な観点から評価できることを説
明した上で，本研究で着目する評価項目（客観評価値）を述べる．環境パラメータの
変化により，着目したタスクに対する動作性能が変化することを確認した上で，外
部環境変化に対する問題設定を明確にする．



対象とするタスク及びロボット

サービス用ロボットには様々なタスクが要求されるが，ここではパターン動作に
基づくタスクとして四脚歩行ロボットの前進歩行タスクに着目する．歩行タスクに
おける歩行環境の違いに対し，自律的に歩行動作を適応する．とはいえ，歩行環境
の違いには，歩行平面の摩擦係数や傾斜角度などの環境パラメータが異なる場合の
みならず，階段などまったく異なる動作パターンが必要となる場合や，砂利道など
のパターン動作では対応できない場合など，様々なケースが考えられる． 章で述
べたように外部環境変化への自律的な適応アプローチは，あくまで事前に専門家に
よって設計された動作を参考に動作適応させることを目論むものであるため，ここ
では動作パターンそのものが異なる場合は対象とせず，環境パラメータが異なる範
囲での環境変化を対象とする．具体的には，家庭で利用されるホームロボットを想
定し，歩行環境としてフローリングや畳，カーペット，絨毯，スロープなどを考え
る．平面であることを仮定した，設計時とは環境パラメータの異なる動作利用時の
環境を，本論文中では利用環境と定義し，利用環境への適応を試みる．
対象とするロボット
本論文では，人間の生活環境に入ったロボットの つであるソニー株式会社製
の     を対象とする．  の四脚に代表される多脚ロボットは，
ホームロボット，アミューズメントロボットのみならず，レスキューロボット
や惑星探査ロボットなど，広く用いられている．56! 6"%&3 社のシミュレー
タ 7!6"3   を用いて，  を図  のようにモデル化した．駆動系とし
て，各脚  自由度と首に  自由度の計  自由度を持つ．センサ系として  個
のセンサがあり，胴体中心の  軸加速度センサ，胸部の距離センサに加え，各
脚先にタッチセンサ，各関節に負荷トルクセンサが搭載されている．実ロボッ
トの  ではソニー株式会社より提供されている開発環境 8 1 を
利用することで，搭載されたセンサや駆動系を利用した任意のプログラムを
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図  対象とした四脚歩行ロボット

YW Xw
  

 に実装することができる．7!6"3 上でも，実機と同様にプログラムす
ることが可能であるため，実機を想定したシミュレーションが行える．
動作設計時の動作環境と事前設計された基準動作
設計時の動作環境として標準的な歩行面である水平面を用意した．シミュレー
タ上に傾斜角度 度，摩擦係数  となる基準水平面を設計した．歩行平面を
図  の   平面とする．乾いた状態のガラスや金属間の摩擦係数が 
〜  程度，乾いたアスファルトとタイヤの摩擦係数は  程度であることが
知られている．おおよそ標準的な摩擦係数として  を用いた．
基準水平面においてタスクを達成する基準動作を設計した．四脚歩行ロボット
の前進歩行動作として，安定性の高いクロールをベースとした台形軌道に基
づく歩行動作を用いる． 周期の歩行で歩行平面の  軸方向に
 前
進するタスクを設定し，歩行動作を設計した．設計した歩行 周期分の左脚の
脚先軌道を図  2〜 9 に示す．各軸は図  のロボット身体座標
 
である．図  2， 6 が前脚，図  &， 9 が後脚の軌道を示す．接地脚時
と遊脚時の軌道をそれぞれ実線と破線で表す．歩行動作 周期を フレーム

  により構成した．歩行動作は左右対称とし，右脚と左脚で位相を



 度ずらした．図中の 
 および 
 は脚先軌道の動作設計パラ
メータであり，前脚と後脚併せて  個のパラメータとなる．これらを決定す
ることで フレームの脚先位置が決まる．ロボットはフレーム  から  ま
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図  事前に設計された歩行パターン（基準動作）の脚先軌道
での脚先位置を順に辿り前進歩行を実現する．上述した脚先軌道を歩行タスク
における基準動作とする．脚部  個の関節に与える角度指令値は脚先位置よ
り逆運動学を用いて求める．首関節は歩行動作に陽に影響がないとして初期位
置で固定した．
前述の通り，ここでは試行回数には陽に着目しない．単純に関節角座標上で角
度域を元に探索を行うと，膨大な組み合わせが存在するため探索空間が爆発す
る．そこで，ある程度平面で歩行可能であることを前提に，脚先軌道は台形軌
道・左右対称とすることで，  個の設計パラメータ空間上へと探索空間を減
少させている．



歩行タスクに対する様々な評価指標

本論文ではタスク達成に直接寄与する評価項目を客観評価値として計測し，ロボッ
トが観測可能な自己評価値と観測不可能な客観評価値の関係を分析する．これによ
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り，動作設計時とは異なる利用環境への動作適応に提案する自己評価値が有用とな
ることを示す．あくまで自己評価システムそのものの評価のために客観評価値を導
入しているため，ロボットは客観評価値を得ることはできない
歩行タスクは，前進距離だけでなく，直進性や歩行リズム，身体のバランスや同一
歩幅の維持など，様々な指標によって歩行性能を評価することができる．専門家が
どの評価指標を優先して動作を設計するかによって厳密には動作性能が異なり，こ
こに専門家の知識や経験が反映されると考えられる．本研究では，先に設定した前
進歩行タスクに対して，歩行動作による前進距離，歩行動作の直進性，歩行時の身
体の振動量を歩行動作の定量的な評価項目とした．動作性能を評価するために，表
 および図  に示す  つの客観評価値を導入した．
 は歩行動作による前進距離を表す．   平面上におけるロボットの移動距
離とした．世界座標系     においてロボットが始点      から終
点      に移動した時， は式   のように定義される．


   

 

は歩行パターンを 周期行った後の位置である．設計者は前進距離  が意図し
た大きさになるように歩行動作を設計する．利用環境でも設計時の  を実現する
ことが望まれる．
 は歩行動作の直進性を表す．前進距離に対する左右方向の移動量の比を用いて
式   で定義した．
  
  

 




が に近いほど左右への変位がない直進性の高い前進歩行となる．仮に設計者が
斜めに移動しながら前進する基準動作を意図的に設計する場合， は意図した大き
さを持つ．設計者の意図した動作性能を維持するために，利用環境において設計時
の  に近づく動作を得ることを目的とする．
歩行動作中の身体の振動量として，身体重心の回転角の振動幅を   により表
す．   平面において世界座標系の  軸に対する身体座標系の 軸の傾きを
 とし，   平面において
軸の傾きを  とした． および  の
 軸に対する
最大値と最小値を     および     とする．動作中の最大チルト角  と
最大パン角  を式 ，  で定義する．
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表   前進歩行タスクにおける客観評価値
49!; < !=2>$2"%4

+ ?2 9 9%3"24&!3
% !&"%4 < ?2>'
(2;%$ < 695 "%>" 24@>! 6!"?!!4 < 4" 249 !2
(2;%$ < 695 A24 24@>! 6!"?!!4 < 4" 249 !2

Yw

Pe
θ
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E2≒100 tan -1 θ
Xw

E1


設定した



と



E4

E3
Yw
Xw

Zw
Xw


設定した





設定した

図  本論文で用いた客観評価値の概要図
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と  は，身体の前部と後部のバランスを測る指標となる．前後のバランスが取れ
ていれば  ， が低い値となる． ， が小さい程身体の揺れが少なくなり，四
脚歩行ロボットが荷物を運搬する際やカメラなどが搭載されている際の安定性の指
標となる．直感的には  及び  は小さいほうがよい動作と考えられるが，ロボッ
トが脚を運ぶために必ずある程度の大きさが必要となる．基準動作を基準水平面上
で行なった際の  と  は，設計者が想定した身体の振動量と考えられるため，利
用環境においても設計時の   に近いことが望ましい．
上記の  つの客観評価値はロボットにとっては直接観測不可能な量であり，実世界
の任意の利用環境で得ることはできない．本研究では，設計時の客観評価値と一致
する動作が，設計時の動作性能を維持したタスク達成の可能性が高い動作とし，客
観評価値の回復性により，自己評価値の有用性を評価していくこととする．




歩行タスクの性能と外部環境変化

設計時の動作環境と異なる利用環境として，傾斜角度と摩擦係数の環境パラメー
タの異なる利用環境を考える．設計時の動作環境と類似性を仮定した利用環境であっ
ても，環境パラメータの違いにより動作性能が維持されないことを確認し，動作適
応の必要性を述べる．
  平面の傾斜角度及び摩擦係数の異なる様々な歩行環境を用意して基準動
作実行し，動作性能の指標となる客観評価値を計測した結果を図  及び図  に示
す． 横軸が環境パラメータ，縦軸が客観評価値を示し，細線が基準水平面での客観
評価値を，太線が環境パラメータに対する客観評価値の変化を示す． つの客観評
価値はそれぞれ環境パラメータの変化に対する変化量が異なった．傾斜角度の変化
に対して特に変化の大きかった  と  を，摩擦係数に対して大きな変化が見られ
た  と  に着目する．
傾斜角度に対しては比較的小さな角度の変動でも  や  が大きく変動した．傾
斜角度は  度異なるだけで動作性能に大きく影響し，基準動作では設定した前進歩
行タスクが達成できなくなる．設計時の動作環境と類似性を持つ利用環境において
も動作適応が必要となる．一方，摩擦係数の変化に対しては  〜  の範囲ではほ
とんど客観評価値に影響がなく，動作性能が維持されている．摩擦係数が  を下
回った辺りから  や  が悪化し始め，   より低い摩擦係数では急激に客観評価
値が悪化し，動作性能が維持できなくなった．本論文で設定したタスク，そして，設
計した基準動作においては，傾斜角度が  度以上，摩擦係数が  未満になる場合
にタスクが達成できなくなると考えられる．これらは，家庭環境内でも十分に想定
される環境パラメータの変化である．環境パラメータの変化による局所的な動作環
境変化ではあるものの，歩行タスクにおける動作性能が維持できないために，動作
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適応を必要とすることが確認された．



外部環境変化に対する具体的な問題設定

タスク達成時の動作環境と環境パラメータが異なる利用環境においては，事前に
設計された基準動作は正しく機能しない場合があることが確認された．これまでは，
タスク達成に寄与する評価指標を専門家が用意し，ロボットが直接観測可能なセン
サをロボットに搭載することで，外部環境変化に適応してきた．用意された評価指標
を観測可能なセンサをロボットに搭載できない場合や，搭載されていた評価のため
のセンサが故障して評価ができない場合，複数の評価軸があり評価指標を事前に用
意できない場合を想定し，本研究では，専門家が事前に設計した基準動作とロボット
が観測可能なセンサ値に基づいて試行した動作を自己評価するシステムを提案する．
対象としたロボットに搭載された  個のセンサ値は，ロボットが直接観測するこ
とが可能である．設計時の動作環境でタスクを達成した際のセンサ値にタスクを達
成するための要因が内在すると考え，観測可能なセンサ値に基づいた動作の自己評
価システムを提案する．自己評価システムを利用して試行した動作に対する自己評
価値  を計算する．利用環境に対して自己評価値  を最適化する動作を探索するこ
とで，利用環境に適した動作の自律生成を試みる．基準水平面でタスクを達成する
基準動作の客観評価値（ 〜 ）と利用環境下で  を最適化して生成する適応動
作の客観評価値（ 〜 ）とを比較することで，自己評価システムの有効性を検証
する．

第章
内部環境変化に対する動作適応
本章では内部環境変化に対する自律的な動作適応を考える．  での問題設定に
より，構造変化後に目標位置  を実現する適応関節角  を効率よく生成する問題
とした．まず  で適応関節角の真値  ££ に可能な限り一致する適応関節角  を効
率よく生成するための我々のアプローチを説明する． で事前に設計された基準関
節角の分布に応じた探索点の削減手法を提案し，  でその有効性を確認する． 
では， の手法の問題点を明確にした上で，観測回数を更に低減する手法を提案す
る． で  の手法の有効性を確認する． で，内部環境変化に対する適応手法
の考察を述べ，本章をまとめる．



関節角座標上での写像関数に基づく動作適応法

前述の通り，既存の故障補償法やモデル同定法では変化後の構造モデル  及び  
を求めて内部環境変化への適応を試みていたが，求めるべき  が複雑なサービス用
ロボットへの適用は困難であった．また，既存の単純な探索手法では  を求める代
わりに，全ての   に対応する適応関節角の真値  ££  を個別に探索し，可能な限
り一致する適応関節角 
 を発見していた． の数や動作数の増加に伴って探索
量が爆発するため，実時間での適応は困難であった．
そこで我々は，基準関節角   と適応関節角の真値  ££  に依存関係があること
に着目する．式  ，  から式   が得られる．


££   







 

 

適応関節角の真値  ££  は基準関節角   の    による写像と見なせる．一方で，
ロボットがタスクを達成するためには， 空間全体の写像を求める必要はなく，有
限の  個の基準関節角   にそれぞれ対応する適応関節角  ££  が求まればよい．
関節角座標上において   を  ££  へと変化させるベクトルが求まればよく，その
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ベクトルは関節角座標上に離散的に存在する各  に依存する．そこで，写像   
を基準関節角  に依存する差分ベクトル と  との和で近似し，式  として定
義する．


££   







 

 :





これにより，  に対する差分ベクトル   を求める問題となる．差分ベクトル
 は，関節角座標上でのある点  において構造変化を補正するベクトルとなる．
関節角座標上において，大域的には   は独立であるものの，局所的にみると  
には類似性が成立すると仮定できる．ただし，ギア破損部の境など，モデルの場合
分けが必要となる境界をまたぐ場合，類似性は成立しない．まずは構造変化が動作
に及ぼす大域的影響を補償することが重要と考え，事前に設計された  個全ての基
準関節角  に対する差分ベクトル   を局所的な類似性に基づき効率よく求める．

 関節角座標上の基準関節角の空間分布に基づく探索
点の削減法
 に対する差分ベクトル

  を効率よく求める手法として，ここでは既存の探索

手法を有効利用するための探索点の削減手法を提案する．構造変化によって崩れた
目標位置   と基準関節角   との対応関係を補正する関節角の差分ベクトル  
を探索に基づき求める．従来手法では， に対して個々に探索を行っていた．提案
手法では，関節角座標上での  の分布に基づいて実際に探索する点（代表点）を選
択し，探索すべき点数そのものを削減することで，探索量の低減を目指す．
提案手法の概要を図  に示す．図  2〜 & の左側はロボットの関節角座標系
を，右側は世界座標系を示す．探索量を抑えるため，基準関節角  に基づき幾つか
の関節角を代表点として選択（図  2）し，選択された点でのみ探索する．これら
選択された点を代表点   とする．選択された   において，式  で計算される
目標位置  を実現する関節角   を探索し，関節角の修正量  （差分ベクトル）
を得る（図  6）．得られた  から全ての   に対する関節角の差分ベクトル
*  （推定差分ベクトル）を推定により求め，
 を得る（図  &）．
以下， で  から   の選択法を， で   の探索法と  の算出法を，
で * の推定法と  の算出法を説明する．



代表点の選択

動作数や動作ごとの  に対する探索量を減らすために，ロボットが持つ全ての基
準関節角  から実際に探索を行う      個の代表点   を選択する．提案法で
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探索結果に基づく推定差分ベクトルの推定と適応関節角の生成

図   探索点の削減と推定手法に基づく効率的な適応関節角の生成法
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は代表点での探索結果に基づき，全ての基準関節角に対応する推定差分ベクトルを
推定する．そのため，全ての基準関節角  に対する関節角の推定差分ベクトル * を
精度よく推定できる代表点の選択が必要となる．サービスロボットは作業現場で目
的を達成する新たな動作を逐次生成する場合がある   ため，基準関節角  は動的
に変化する可能性がある．そのため，事前に有用な代表点を設計者が決定すること
はできない．また，ロボットの作業目的により動作は多数存在し，動作に応じて使
用される関節や角度範囲が変化する．そのため，単に全ての関節ごとに可動域を均
等に分割して得た代表点では，基準関節角の修正に不要な代表点が多数存在し探索
数の低減が見込めない．
本研究では，関節角座標上での基準関節角  の空間分布に基づき， B# B!&"
#$24"%C2"%4D ベクトル量子化  を用いて代表点を決定する．B# は空間に分布
する多数のベクトルを少ないベクトルで代表する手法であり，B# で得られるベク
トルは周辺の分布を集約したベクトルになる．B# によりロボットの全ての基準関
節角  の分布に対して均等に分割する代表点   を決定することで，動的に変化す
る  を集約した最小の  個の   が選択されると期待できる．
ロボットの全ての基準関節角  を入力とし，E) アルゴリズム   を用いて B#
を行う．まず代表点数   とし，初期のコードベクトル     を  の重心として
生成する．'!243 法によるクラスタリングを行い，量子化歪み  を計算する．




%4       



量子化歪み  が閾値  以下であれば， 個のコードベクトル     を出力して終
了する．そうでなければ，
 として  番目のクラスをクラス内分散が最大の
方向に分割し，再度 '!243 法を適用する．
 になるまで，分割と '!243
法を繰り返す．B# により出力される量子化歪みが閾値以下になる  個のコードベ
クトル     を代表点     とする．量子化歪みの閾値  は基準関節角が代表点に
集約された率を示す指標であり，これはロボットの関節数や関節の可動域，目標軌
道の精度に応じて設計者が事前に設計できる．与えられた  により，ロボットは設
計された動作に応じて代表点数  と代表点   を自律的に決定する．



代表点における差分ベクトルの算出

既存の探索手法を用いて代表点   にて，構造が変化した状態（ の状態）で目標
位置  を実現する関節角   を発見する．構造変化によって，ある代表点    
における目標位置    と実際に実現される位置    との間に位置誤差が生じる．
本研究では，位置誤差を最小化するような構造変化後の関節角     を，山登り



 関節角座標上の基準関節角の空間分布に基づく探索点の削減法

法に  %$>2"!9 44!2>%4@D 焼きなまし 法   の考え方を簡易的に実装した探
索手法によって発見する．大域的最適化問題の汎用手法である  法は，金属加工
の焼きなましを模擬した探索法である．温度パラメータを数式に組み込み確率的に
解を更新することで，探索初期は温度パラメータを高く設定して広域で解探索を，
ゆっくりと温度パラメータを減少させることで収束解を得る． 法は十分な探索時
間を設けることで最適解に収束することが数学的に証明されている．しかしながら，
十分な時間を設けることは内部環境変化において解決すべき実時間性に反する．一
方，最急降下法の代表手法である山登り法は，非常に高速であるものの局所最適解
に収束する問題がある．可能な限り高速かつ，実時間で最適解に近い探索解を得る
ために，山登り法に  法の温度パラメータの概念を加えた探索法を実装し，関節
角     を探索する．
我々は以下のように探索手法実装し，代表点   における   を取得する． 
 
  を中心に角度域  を持たせ，ランダムに  個の近傍サンプル  
を生成する．ここで， の最初の解（初期解）は代表点   とし，近傍を決める角度域
 が温度パラメータに相当する．生成されたそれぞれの 
 を試行して実現された
位置       を計測する．このとき，評価値        を最小
化する近傍の最適解   を選定する．また， を  における評価値とし，初期値
として代表点での初期の位置誤差    を与えておく．ここで，%4   
の場合，%4   を満たす   により評価値と解を更新し，再度近傍サンプルを
生成する．














































一方で       の場合，温度パラメータ  を冷却率 
再度近傍サンプルの生成を行う．




  

 で減少させ，
 



もしくは  が十分減少するまで繰り返し近傍探索を行うことで， が最適解  
へと収束する．
上記アルゴリズムは，段階的に角度域  を減少させることで，探索初期は広い範
囲でのサンプルを試行して大域的な解の探索を，時間経過と共に山登り法と同等の
探索になり最適値への収束が期待できる．上述の探索手法を用いることで     に
対応した     が得られる．代表点     における関節角の差分ベクトル    
は式   で求める．




全ての 





   





    

 に対し式   を適用して  個の差分ベクトル

 


を得る．
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適応関節角の算出

代表点   と対応する差分ベクトル  を用いて，全ての基準関節角  に対応する
推定差分ベクトル * をクリギング  -   により推定する．クリギングは地球統計学
で用いられる空間予測法の一つである．空間上の幾つかの観測点での標本値に基づ
き，任意の点での値を予測することができる．($'2% ら   は複雑な ) 動作の補
間にクリギングを用い，限られたサンプル動作から多くの類似動作を生成した．B#
は空間のベクトル分布を集約する手法であり，クリギングは空間のベクトル分布を
補間する手法と考えられる．代表的な補間手法であるスプライン補間はスカラー量
の補間が基本であるため，B# で集約した情報を正しく補間できるとは限らない．ま
たクリギングは空間上の近傍サンプルを使って予測を行うため，外挿においてもス
プラインより精度がよくなると期待できる．空間上の観測点を関節角座標上の代表
点   ，標本値を代表点での  とし，関節角座標上の任意の点  での推定差分ベク
トル * を求める．
関節角座標上の  個の代表点     とその差分ベクトル      を用いて，任
意の基準関節角   における関節角の推定差分ベクトル *   を式  により推
定する．


*   







 











なおここでの定義により，これまでの   は   に依存する式  ，     も
     を簡略表現したものとする．ここで重み  は， 個の観測点   と標本
値  から算出されるバリオグラム  から求める．バリオグラム  は空間的自己相
関がどの距離にどれだけ関連を持つかを与える指標である．任意の  点の観測位置
   !  !
  の関連性を示す   は式  となる．
" #          ! 


ここで         !  とすると，サンプルから計算される標本バリオグラム雲
 は  の関数となり式 
 として計算される．
 





" #     !  :      ! 
!
 
 

標本バリオグラム雲をモデル化したものがバリオグラム  となる．モデルには幾つ
かの種類があるが，ここでは地球統計学で一般的に用いられる球型モデルを採用す
る．球型モデルは式   となる．
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ここで  はモデルパラメータ       であり，標本バリオグラム雲  に
最も当てはまるよう最小二乗法を用いて決定される．関節角座標が局所二次定常性
を満たすと仮定し，クリギングの推定分散 $  を式   により得る．


$







 

*







  

  



    !  : 





 



    

 

ここでの  は平均を表す．重み係数の制約条件（    ）の下，推定分散 $  を
最小化する  の組合せをラグランジュの未定乗数法で得る．得られた  と式 
により，構造変化を補正する推定差分ベクトル *  を得る．
任意の基準関節角   と，  に対して上記手順で算出した推定差分ベクトル
*   により，適応関節角 
 を式   で求める．



    : *  

 

ロボットの持つ全ての基準関節角  に対して式   を適用し，構造が変化した状
態で目標軌道を実現する適応関節角  を得る．
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 探索点削減手法における実験
探索点の削減手法の有効性を示すため，構造変化に対する動作適応の実験を行っ
た．まず人型ロボットにおいて円軌道を描くタスクを設定した．道具の変更に伴う
フレーム長の変化，関節の固着を予期せぬ構造変化とし，動作適応のシミュレーショ
ン実験を行った．次に四脚歩行ロボットのクロール歩行タスクを設定した．現在歩
行タスクは，一般的に F( に基づき制御   されるが，ここではパターン歩行の
脚先軌道にのみ着目する．一脚のフレーム変形を予期せぬ構造変化とし，設計され
た歩行パターンが実現した脚先軌道の回復を試みた．最後に実機への適用可能性を
調べるため，ゼネラルロボティクス社の小型ヒューマノイド  "!" と，
応用計測研究所の三次元計測システム #$%&' ( ) 53"!  を用いて実機実験を
行った．



人型ロボットにおける動作適応シミュレーション

物理演算エンジン  を用いてシミュレーション環境を構築した．図  のよ
うな人型ロボットの上半身モデルを構築した．腰の位置を世界座標上の原点，エ
ンドエフェクタは右手先とし，右手先で円軌道を描くことをロボットのタスクとし
た．肩関節ピッチ角を  ，肩関節ヨー角を  ，肘関節ヨー角を  で示し，全ての
関節は      〜
:    の可動域を持つ．世界座標上の  -
-  を中心とした GF 平面上の半径   の円軌道を目標軌道とす
る．理想的な円軌道とロボットが辿る軌道との最大誤差を  以下に抑えるため，
 
とし，軌道中に
個の目標位置  
 を設定した．右腕部の
 自由度で目標位置   を実現する基準関節角   を逆運動学を解いて事前に設計
した．
手先位置での最大量子化歪みが  となるように関節角座標上での B# の量
子化歪み  を設定した．B# により，
個の基準関節角  
 から
   個の代表点    

 が得られた．探索方策とし，初期の角度域は
   ，角度域内に  個（   ）のサンプルを生成して近傍探索を行った．
近傍探索後に最適解が更新されない場合に，冷却率    として近傍の角度域を
半分にした． が   以下か， が
  以下になった場合に探索が収束
したとみなした．統計解析ツール  を用いて球型モデルを用いた通常クリギン
グを行い，
個の適応関節角 
 を得た．



 探索点削減手法における実験
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図   上にモデル化した人型ロボットの上半身モデル

 

道具の変更に対する動作適応

円を描く動作の設計時には手先位置で軌道を教示し，再現時には目標軌道をペン先
位置で再現させる場合を想定する．道具の利用に伴うエンドエフェクタの位置変化を
構造変化とし，ペンを装着した場合のエンドエフェクタの位置を   及び

伸張した．これは図  のロボットの前腕長が   から   または   に
変化したことになる．
  の道具を利用した際の実験結果を図  に示す．図  の軸は世界座標を示
し，実線が目標軌道，点線が変化後に基準関節角で実現されるペン先の軌道，破線が
適応関節角で実現される適応軌道を示す．丸印は代表点で探索されたエンドエフェ
クタの位置を示す．提案手法で得られた適応軌道が目標軌道と重なることが確認で
きる．
個の目標位置に対する平均位置誤差は   から   に低減された．
設計時に許容した理想的な円軌道からの最大位置誤差  を十分下回っている．
提案手法により得られた適応軌道は目標軌道と一致したと言える．
 の道具を利用した時の実験結果を図  に示す．図  の軸は図  に準
ずる．
個の目標位置に対する平均位置誤差は
 から   になり，提案
手法を用いることで目標軌道に近づくことが確認できた．得られた適応軌道は目標
軌道と一定距離離れたところで円軌道を描いている．道具の長さが
 と腕長
に対して大きく変更されたため，設計時の  自由度では目標軌道と一致する関節角
の組合せが発見できなかった．道具の利用により全ての目標位置が可達範囲外にな
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Designed trajectory
Changed trajectory

Explored typical points
Adapted trajectory

[mm]
500
400
300

Z
200
100
0
400350
300

250200
150
X [mm] 100 50 0 200

図 

-400
-300
-200
-100
0
Y [mm]
100

 の道具利用時に観測されたエンドエフェクタの軌道



 探索点削減手法における実験

り，ロボットが実現可能な範囲内で目標軌道に最も近い適応軌道が得られた．これ
は
点全ての目標位置を全探索した結果から確認しており，全探索によって得ら
れた軌道が提案手法で得られた適応軌道と一致したことを確認した．構造変化に伴
う可達範囲の制約により完全に一致する軌道が得られない場合でも，全探索時と同
程度まで誤差を低減した軌道を実現できた．

 

関節固着に対する動作適応

ロボットに生じる関節故障として，図  の肘関節  を   で固着させた．実
験結果を図  に示す．各軸は図  に準ずる．
 の道具への変更の場合と同
様に，得られた適応軌道は目標軌道と一定距離離れたところで円軌道を描いている．
提案手法を用いると
個の平均位置誤差が   から    へと大幅に減少

した．また位置誤差の分散は   
と非常に小さく，一定誤差を持つ適応軌道
が得られた．関節固着により 自由度減少し，腕を曲げることができなくなったた
め，ロボットの胴体に近い位置が可達範囲外になった．
点全ての目標位置が可
達範囲外になっており，利用可能な  自由度で実現できる範囲で目標軌道に近い軌
道を実現している．これも
点全ての目標位置を全探索して得た軌道と適応軌道
が一致したことから確認した．予期せぬ構造変化によりロボットがタスクを完全に
達成できない場合でも，可能な限りタスクを達成する動作が生成されたと言える．
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図  肘関節の関節固着時（   ）に観測されたエンドエフェクタの軌道



 探索点削減手法における実験
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図    上にモデル化した四脚歩行ロボット



四脚歩行ロボットにおける動作適応シミュレーション

レスキューロボットや惑星探査ロボットとして応用が期待される四脚歩行ロボッ
トに着目し，基本的なタスクの一つである歩行タスクに対して提案手法を適用する．
本来歩行タスクを精度よく実現するために，バランスや F( を考えて歩行パター
ンを生成するが，ここでは歩行タスクそのものではなく生成された歩行パターンが
実現する脚先軌道にのみ着目する．ここでは，設計された脚先の目標軌道を構造変
化後に回復することを目指す．予期せぬ障害物との衝突により一脚のフレームが変
形したとして，変形した脚の脚先軌道を回復する．
 上に図  に示す四脚ロボットをモデル化し，H 軸方向に進むクロール歩行動
作を設計した． 関節は      
:        :  
の可動域を持つ．胴体中心を原点とし，各脚に対し目標軌道を設計して逆運動学を
解き，一周期分の歩行パターンを
個の基準関節角（ 
）で設計した．なお，
設計された歩行パターンを 周期行うことで， 上にて H 軸方向に   前進
することを確認した．構造変化として右後脚のフレームの変形を仮定し，図  6
のようにフレームを変形させた．
脚先位置の量子化歪みが  になるように
個の基準関節角から代表点を選
択すると， 点の代表点が選択された．初期の探索範囲は     とした．そ
の他の探索方針とクリギングのモデルは人型ロボットのシミュレーションと同様と
した．
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実験結果を図  に示す．図  は世界座標上での右後脚の脚先軌道を示す．実線
が目標軌道，点線が構造変化後の軌道，破線が提案手法で生成された適応軌道を示
す．設計された軌道が歩行動作のような複雑な軌道であっても，提案手法で得られ
た適応軌道と目標軌道はほぼ一致した．探索量と軌道の誤差を評価するために，目
標軌道からの誤差と探索に要した脚先の観測回数を表  に示す．適応軌道と目標軌
道との平均位置誤差は   に抑えられており，全ての目標位置に対して全探索し
た場合と同様の位置誤差となった．探索量を観測回数に基づいて比較する．全ての
基準関節角で個々に 
 を見つける全探索では，約 
回の位置観測を要した．
一方で提案手法では約 
回の観測で適応軌道が生成されており，約 分の の探
索量に抑えることができた． 秒間に  回の位置観測が可能と仮定すると，全探索
には
分の時間が必要になるが提案手法により  分での軌道回復が見込まれる．
本来の歩行動作では，F( などによりロボットの動作を再設計する必要がある
が，ここでは回復された脚先軌道による歩行性能を検証した．歩行性能の中でも前
進距離に着目すると，構造変化前に基準関節角を 周期繰り返すことで，ロボット
は   前進した．構造変化後に基準関節角を 周期繰り返すと，前進距離は 
となった．提案手法で得られた適応関節角を 周期繰り返すと，構造変化した状態
でも   前進することが確認された．四脚歩行ロボットの安定したクロール歩行で
あったため目標軌道を回復するだけで前進距離も回復できたと考えられる．センサ
から F( が取得できない場合や構造変化により F( が正しく計算できない場合で
も，軌道を回復することで歩行性能の回復が期待される．特に惑星探査ロボットな
どのメンテナンスが困難なロボットにおいては，基本的な軌道制御を回復すること
で，歩行タスクに代表される他の様々なタスクの達成も期待できる．
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図   右後脚のフレーム変形時に観測された脚先軌道

表   目標軌道との平均位置誤差と脚先の位置観測回数
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実機実験

ゼネラルロボティクス株式会社，株式会社ムービングアイ，有限会社ピルクス・
ロボティクス，株式会社大日本技術の  社で共同開発された実ロボット 
 !"- （図 ）において動作適応実験を行った． は，片腕  自
由度，片脚 自由度の計  自由度を持つ小型ヒューマノイドロボットである．実時
間 E%4$; が搭載されており，自作したプログラムにより実時間タスクを実行でき
る． の右手先をエンドエフェクタとしてマーカーを装着し，応用計測研究
所の #$%&'( ) 53"!  により手先位置を取得した．#$%&'( ) は  台のカメ
ラを用いてリアルタイムでマーカーの  次元位置データを取得することができる．な
お，実験環境での #$%&'( ) を用いた位置取得誤差は  であった．#$%&'( )
で取得した  次元位置データは，サーバーを介して  からリアルタイムで取
得可能である．なお，問題設定で記述したとおり，制御遅れやロボットの安定性は
本論文では対象としないため，ロボットの胴体は固定された状態，かつ，制御周期
を長くした静的な状態で，ロボットは右手先での軌道の実現・位置の観測を行う．
 拍子の指揮の動きを模した図  の実線（緑）を目標軌道とした．動作は図 
の右腕部  自由度  〜  により設計した．肩ピッチ角は 
     ，
肩ロール角は       ，肩ヨー角と肘ピッチ角は     
   の可動域を持つ．構造変化前，ロボットは
個（ 
）の基準関節角
を順に指令することで緑の目標軌道を実現する．ここで，肩関節ヨー角に関節固着
が生じたとし，固着関節      とした．構造変化後，ロボットは基準関節角
によって図  の点線（赤）の軌道を実現した．#$%&'( ) での位置観測によって，
目標軌道とは異なる軌道と検出されたため，ロボットは提案手法に基づいて動作を
適応する．探索方針とクリギングのモデルは人型ロボットのシミュレーション条件
と同様にした．基準関節角から B# により得た 点の代表点において，目標位置を
実現する関節角   を探索した．探索結果に基づきクリギングを用いて適応関節角
を生成した．
実験結果を図  に示す．図  の破線（青）が適応関節角で実現された適応軌道
を示す．目標軌道に対する平均位置誤差が，固着直後の    から提案手法適用
後の  に減少した．所々でずれは見られるものの，目標軌道にほぼ一致する適
応軌道が確認された．位置誤差は実験環境構築時の位置取得誤差と同程度となって
おり，これは #$%&'( ) による位置取得誤差に起因するものと考えられる．関節固
着に対して，少ない点での探索結果に基づき，目標軌道と類似する適応軌道を実ロ
ボットで実現できた．実ロボットにおいて提案手法が実装可能なことを示した．
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 初期の構造情報に基づく差分ベクトルの逐次学習法
ここでは事前に用意可能なロボットの初期モデル を用いた   の逐次学習手法
を説明し，その有効性を確認する． の手法は，代表点において   を探索した．
今回実装した探索手法に限らず既存の探索手法を用いる場合，一般的にロボットの
自由度の増加に伴って探索空間の次元数が増加する．そのため，多自由度が想定さ
れるサービス用ロボットにおいては， の手法を用いても探索空間が爆発し，実時
間での適応が困難となる場合が考えられる．本節では，一般的な探索手法では利用
されずに破棄されていた各試行における情報を，ロボットの初期モデル を通して
利用することで，無駄な試行を抑えたより効率的な動作適応手法を提案する．



半逐次型動作適応システムの概要

事前に用意可能なロボットの逆運動学モデル  を利用した動作適応システムを
図  に示す．本研究では  で述べたとおり，  に対する差分ベクトル   を
求める問題として考える．変化後の逆運動学   を同定せず，実ロボット  と事前
に用意された運動学モデル との相違に基づいて推定差分ベクトル *   を推定し，
適応関節角  を得る．エンドエフェクタの位置を観測しながら動作を実行すると，
指令した関節角と観測される位置データが取得できる．観測した位置データに対し
て変化前の逆運動学モデル  を適用して関節角に変換すると，指令した関節角と
位置データから算出した関節角から差分ベクトルのデータが得られる．得られた差
分ベクトルのデータに基づいて基準関節角に対する推定差分ベクトルを推定するこ
とで，全ての位置観測結果を動作生成に反映させる．なお，構造変化によっては位
置観測から算出する差分ベクトルからでは推定差分ベクトルを正しく推定できない
場合がある．そこで，動作の実行と推定差分ベクトルの更新を繰り返し行い，適応
関節角  を真値  ££ に収束させる．








差分ベクトルの算出と基準関節角に対する推定差分ベクトル
の推定

図  に，観測した位置データからの差分ベクトルの算出と， に対する *   の
推定手順を示す．左図は関節角座標を，右図はエンドエフェクタの位置座標を表し，
 のよう
それぞれの座標系における点は運動学により対応付けされる．図  中の
に，基準関節角  は，構造変化前にはロボットの順運動学 により目標位置  を実
 のように変化後のロボットの
現する．構造変化後に基準関節角  を指令すると，
順運動学  により位置  が実現される．この場合，のように構造変化後に目標位



 初期の構造情報に基づく差分ベクトルの逐次学習法
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 初期の運動学モデルに基づく動作適応システム
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 位置観測から計算可能な差分ベクトル

s´
s
Y
  に基づく *  の学習

置  を実現する  ££ を見つける必要がある．ここでロボットが観測した  に着目す
る．既知の逆運動学モデル  を用いると，構造変化前に  を実現する関節角  が
 ）． から  への差分ベクトル
計算できる（図  
  を用いると，構造変化前
に関節角  で実現された  は，構造変化後に  :      で実現できると言え
る． と  ， と  とに十分な近傍関係があれば，      と近似できる．ある
一つの基準関節角   を実現すると，位置   の観測から   がサンプルとし
て得られる．我々は，構造変化が関節角座標に与える大域的な変化を把握すること
が，動作全体の適応に有効と考える．一度動作を実行して得られる  個の大域的な
 ）．
  のデータから各々の   における *  を近傍学習で求めていく（図  


以下，具体的な近傍学習法を説明する．動作を一度試行して得られる  個のサン
プルから任意の  に対する *   を学習する．ここでは  を学習ステップ， を総学



第  章 内部環境変化に対する動作適応

習回数として，式   で *   を更新する．


*





  *  : % &






   * 


 

ここで，%   は学習係数を表し，式   で定義する．
% 

&





  %






 

 は近傍関数を表し，ガウス関数に基づき式 
&



   

  ' 

$  

 で定義する．







 は目標位置   と観測位置   との位置誤差が少ないほど大きな重みを与
える．さらに学習ステップ  の増加に伴い標準偏差 $   を減少させ，重みの影響範
囲を小さくする．単調減少関数 $   は初期値 $ と最終値 $ を用いて式   で定
義する．
&



$ 



  $

$
$







  で学習終了とし，近傍学習後の推定差分ベクトル *   を式   で与える．
*   *  


 

上記の学習手順は自己組織化特徴地図（(） の学習法に類似する．獲得され
るものが  次元マップ上の重みではなく多次元の関節角座標上の差分ベクトルである
という違いはあるものの，ここでの近傍学習のアルゴリズムは ( と同様である．



基準関節角に対する推定差分ベクトルの繰り返し更新

構造変化によっては，実現すべき目標位置  に対して十分近傍の  が観測されず，
図  のように学習後の *   から求めた  と真値  ££ が異なる場合がある．そこ
で，*   の学習と学習後の  の試行・位置の観測を繰り返し行い， を真値  ££
 のように，
へと収束させる．図   に，*   の繰り返し計算の概要を示す．図  
££
回目に求めた   と真値  に誤差が存在すると，  を指令値としてロボットが
 で実現する位置 
 と目標位置  にも誤差が生じる．そこで位置 
 を観測し，

¼
 のように既知の基本モデル
図  
を用いて   を計算する．指令した   と
¼
観測から計算した   から差分ベクトル  ¼   を計算する（図  ）． 回目の
 のよ
動作の試行結果から得られる  個の差分ベクトル  ¼   を用いて，図  
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図   推定差分ベクトル *   の繰り返し更新
うに *    を再度学習し， : 回目の      : *    を生成する．   
が十分小さくなるまで動作の試行と学習を繰り返す．
動作の試行と繰り返し学習の具体的なアルゴリズムを， 回目の動作試行からの推
定差分ベクトル *  の算出に基づいて説明する．近傍学習の初期値を式   で与
える．

*  






* 



前述の近傍学習法で *    を計算し， : 回目の推定差分ベクトル *
で計算する．


*



  * 


 


を式  

 

動作の試行と推定差分ベクトルの近傍学習を繰り返し行い，真値  ££ への収束を試
みる．以上手順により，全ての位置観測情報を動作適応に利用することで，無駄な
試行を省いた半逐次的な動作適応を実現する．
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 半逐次学習における実験
提案手法の有効性をシミュレーションにより検証する．ここでも，家庭用のペッ
トロボットや医療用のセラピーロボット，災害対応用のレスキューロボットとして
の応用が期待される四脚歩行ロボットの歩行タスクを対象とする． と同様に，歩
行タスクそのものではなく，パターン化された脚先軌道にのみ着目して実験を行う．
予期せぬ障害物との衝突によるフレーム変形，及び，ギアの破損による構造変化を
対象とし，変化した脚の脚先軌道を回復する．
フレーム変形では  と同様の変形（図  参照）を仮定することで，適応軌道の
精度，および，動作生成に有する位置観測回数を既存の探索手法や  で示した探
索点の削減手法と比較する．なお，ロボット脚先座標系に対する脚先までの順運動
学を  パラメータ  で表す． パラメータはマニピュレータの構造を表す際に
よく用いられる表現である．図  2 の右後脚座標系における脚先位置までの 
パラメータは表  となる．HGF が右後脚座標系の原点位置，( 〜( が各々関節を
表す．各脚の軌道は各々独立に計算されるため，以降右後脚にのみ着目する．
歩行動作の中でも安定したクロール歩行パターンを設計した．歩行パターン 周
期の軌道中に
個の目標位置を設定した（ 
）．設計した右後脚の脚先軌道
を図   に示す．図   の横軸が
，縦軸は右後脚座標系における脚
先位置を示す．脚先位置の H 成分，G 成分，F 成分をそれぞれ赤色，青色，緑色で
示す．また実線が目標軌道，破線が構造変化前のロボットが実際に実現した軌道を
示す．目標軌道を実現するために，ロボットは逆運動学モデル  に基づき計算さ
れた基準関節角を指令値する．実ロボットを想定したシミュレーションであるため，
ロボットは地面を歩きながらエンドエフェクタの位置観測を行う．そのため歩行時
の外乱やモデル化誤差によって，目標軌道と観測された初期の軌道に僅かながらも
誤差が見られた．この誤差は，実際に動作を実行して初めて現れる誤差であり，動作
設計段階では不可避な誤差である．場合によっては調整も必要となるが，図   を
見る限り十分に目標軌道と一致している．加えて，前進距離にのみ着目した歩行タ
スクと仮定すると，初期の軌道と目標軌道との誤差は歩行タスクには影響しないこ
とが確認された．以降，初期の軌道における誤差を，動作適応時の比較基準とする．

近傍学習に用いるパラメータは，     ，$   
，%   とした．
なお $ は目標位置   と観測した位置   との位置誤差に基づき式   とした．
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表  構造変化前のロボットにおける右後脚の  パラメータ
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図   目標軌道と構造変化前に観測された初期の脚先軌道
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フレーム変形に対する動作適応

構造変化として， と同様の右後脚の下腿フレームの変形を仮定し，下腿フ
レームの中心で H 軸負方向に 度変形させた（図  6）．変形後のロボットの関
節 ( からエンドエフェクタまでの  パラメータは表  となる．ただしロボット
にとって表  の情報は未知である．
構造変化後に実現された右後脚の脚先軌道を図   に示す．実線が目標軌道を，
破線が観測された軌道を示す．軸・線色は図   に準ずる．構造変化により，事前
に用意可能な初期のモデルと実ロボットとの対応が取れなくなり目標軌道とは異な
る軌道が観測された．また観測された軌道では身体のバランスが崩れ，正しく前進
歩行できないことが確認された．観測された軌道に基づき動作適応を行い，目標軌
道の実現を目指す．
脚先位置を観測しながら歩行パターンを実行することで， 周期で
点の位置
情報が得られる．提案手法を用いて 周期ごとに適応関節角を更新し，更新ごとに
観測された脚先軌道と目標軌道との位置誤差を図   2 6 に示す．横軸は位置観
測回数，縦軸が目標軌道との位置誤差      の HGF 各成分を示す．HGF 各
成分ごとの誤差をそれぞれ赤線，青線，緑線で示す．図   2 では初期の誤差の減
少を， 6 では誤差の収束をそれぞれ確認するために縦軸のレンジを変えている．構
造変化直後の 
回目の位置観測（  ）に基づき適応関節角を求め，得られた
適応関節角を利用し，動作を実行した結果が
 回目のデータとなる．また同
様に，
 回目の観測（  ）を基に適応した結果が   回目のデータと
なる．このように，直前の
回の観測に基づき動作を適応した結果を示している．
H 軸成分の誤差を見ると，構造変化直後 
回の観測（  ）では正方向の誤差
が観測されたが，その情報に基づき修正した
 回（  ）では負方向の誤差
になった．観測した
点全ての位置が目標位置に対して一方向に偏っていたため，
偏りを過度に補正する推定差分ベクトルが学習されたと考えられる．一方で誤差の
絶対値は減少しており，繰り返し修正することで段階的に位置誤差が に収束する
ことが確認できる．G 軸成分の位置誤差でも，修正する毎に正負に誤差が変化して
いるものの， 回の観測後に位置誤差は 収束している．F 軸成分でも同様の結果
が得られた．
目標軌道と初期の軌道との位置誤差，及び，目標軌道と適応軌道との位置誤差を
図  に示す．横軸が ，縦軸が各 における目標軌道との位置誤差を示す．細線
が構造変化前に基準関節角を実行して観測された初期の軌道における位置誤差，太
線が  回の観測後に生成された適応軌道における位置誤差（  ）を示す．前述
の通り，基本モデル のモデル化誤差や歩行に伴う予期せぬ外乱によって，歩行タ
スクへの影響はないものの，構造変化前の初期の軌道においても細線のような誤差
が発生していた．細線の誤差は動作設計時には不可避な誤差であり，この誤差を比

 半逐次学習における実験

表  構造変化後のロボットの変化部の  パラメータ
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図   フレーム変形後に観測された右後脚の脚先軌道
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図   フレーム変形後に生成された適応軌道と目標軌道との位置誤差
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較基準として適応軌道の誤差を議論する．図  より，全ての において初期の軌
道での位置誤差を十分下回る誤差になった．また，最大で  生じていた位置誤
差が  まで低減され，より目標軌道に近づいた軌道となっている．数式では表
現できなかった，モデル化誤差や外乱により元々存在していた誤差も併せて低減さ
せたと考えられる．構造変化前のモデル化誤差も含めた  に対して，十分に適応し
たと言える．また歩行タスクの実現性を，歩行距離の回復性から評価する．フレー
ムの変形によって構造変化前の . 程度まで歩行距離が減少した．提案手法により
歩行距離が約 . まで回復され，歩行性能の面でも十分に適応ができたと考えられ
る． と同様に，安定したクロール歩行動作では，脚先軌道の回復により歩行タ
スクの実現が見込まれる．
適応動作の生成に必要な位置観測回数に基づき手法の高速性を議論する．脚先位
置の観測回数と平均脚先位置誤差を表  に示す．関節角と脚先位置をつなぐ  の情
報を得るには，実際に関節角を指令してロボットを駆動させ，エンドエフェクタの
位置を観測する必要がある．提案手法では，動作の周期毎に学習して適応関節角を
算出するため，
回の位置観測毎に歩行パターンが更新される．一方で，一般的
な探索手法では全ての目標位置に対する探索が終了して初めて歩行パターンが更新
される．時間的連続性を考慮した全探索手法では探索終了までに 万回の観測回数
が必要であった． で提案した推定手法を用いて探索点数を減らした手法   でも
約  万回の観測回数を必要とした．これらは，実際にロボットを駆動させて位置観
測するには膨大な数であった．ロボットが 秒間に  回関節角の実現と位置の観測
が可能であると仮定すると， 万回の位置観測には  時間以上， の手法（文献
 ）では  時間半の時間が必要になる．半逐次学習による適応手法では，既存手法
よりも  桁少ない  回の位置観測により目標軌道に対する平均位置誤差が 
となった．初期の平均位置誤差   を下回り，目標軌道と十分一致した軌道が得
られたと言える． 回の観測回数で十分に位置誤差を低減することができ，全探
索に対して観測回数を
分の に，従来法に対して
分の に抑えることが出
来た．前述の時間の仮定で考えると， 分程度で構造変化に適した動作が生成され
ると見込まれる．複数の動作を適応する場合でも，数時間での適応が見込めるため，
実時間での自律的な適応が期待できる．
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 構造変化前の初期の軌道と構造変化後の適応軌道との位置誤差の比較

表  目標軌道に対する平均位置誤差と脚先位置の観測回数
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ギアの破損に対する動作適応

構造変化としてギアの破損を想定し，不連続な関節角指令値を生成する必要がある
場合を考える．具体的には右後脚の膝関節 ( におけるギア欠けを仮定し， が
〜  で空転する変化を取り扱う．ロボットに与える指令値を  ，関節角指令
値に対して実際にロボットが実現する関節角（実効値）を  とし，ギア欠けに伴う
空転を式  のようにモデル化した．



 
 
 : 


















 

 
 
    












ギア欠けに伴う  の指令値と実効値を図  に示す．横軸が ，縦軸が関節角，網掛
け部が空転範囲を示し，実線が各 における基準関節角の指令値  を，破線が実効値
 を示す．ギア破損前は関節角指令値通りの関節角をロボットは実現していた．基
本の逆運動学モデル  で計算される基準関節角の  は，図  の細線ように 
〜   の角度域で指令されており，仮定したギア欠けによる影響を大きく受け
る．ロボットは地面に接地しているため，地面からの反力により
  より大き
い場合に空転部が縮退し，構造変化後には破線のような実効値となった．基準関節
角がそのまま利用可能な箇所と修正すべき箇所が混在し，不連続な差分ベクトルの
生成が必要となる．ギア欠け時の実効値により，図   のように脚先の軌道が変化
する．軸，線種，線色は図   に準ずる．空転範囲に当たらない網掛け部分では目
標軌道が実現されているが，空転範囲を境に関節角指令値と関節角の実効値にずれ
が生じ，その結果として観測された軌道は目標軌道からずれた．
提案手法を用いて， 周期ごとに適応関節角を更新しながら観測した脚先軌道と
目標軌道との位置誤差を図   2 6 に示す．軸，線種， 2 6 の位置付けは図  
に準ずる． 
回目（  ），
 回目（  ），  回目（  ）と周
期毎に誤差を比較していくと，周期ごとで誤差が減少する部分（ ）が異なるものの
段階的に誤差が減少していることが確認できる．前述のフレーム変形では周期毎に
各成分の位置誤差が全体的に減少していったが，ギアの破損では空転範囲を境に不
連続な差分ベクトルが必要となり，推定差分ベクトルの学習が部分的に進んだと考
えられる．繰り返し学習により  回の観測回数（  ）で目標軌道に対する平均
位置誤差が  となり，十分に小さい位置誤差に抑えることが出来た．
初期の軌道と目標軌道との位置誤差，及び，適応軌道と目標軌道との位置誤差を
図  に示す．軸及び線種は図  に準ずる． が  〜 の間に誤差の大きな部分
が  箇所ある．これらが空転範囲の境界になる箇所であり，境界の前後に存在する
近傍サンプルから学習したため丁度中間値の適応関節角が学習されていた． を増
加させて の間隔を細かくすることで誤差の低減も見込まれるが，構造変化前の初
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図   構造変化前の初期の軌道と構造変化後の適応軌道との位置誤差の比較
期の軌道に存在した位置誤差と同程度の誤差に収まっており，問題はないと考えら
れる．他の でも初期の軌道より誤差を低減することができており，場合分けが必
要な構造変化に対しても，最大でモデル化誤差と同程度までの誤差に抑えることが
できた．歩行距離を計測したところ，ギア欠けによって構造変化前の . 程度に減
少した歩行距離が，提案手法により . まで回復されており，歩行タスクの実現が
見込める．
基準関節角  と  回の観測から生成された適応関節角  での  の時系列変化
を図  に示す．横軸が ，縦軸が関節角，網掛け部が空転範囲を示し，細線が各
における基準関節角の  を，太線が適応関節角の  を示す．網掛け部に含まれて
空転の影響を受けていた基準関節角が，縮退を考慮して空転の影響を打ち消すよう
な適応関節角となった．関節角を不連続に修正する必要がある場合でも提案手法は
有効に機能したと考えられる．初期のモデル を有効利用することで，実時間での
適応とモデル化が困難な内部環境変化への適応を実現した．
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 内部環境変化に対する考察
提案手法を用いた内部環境変化に対する動作適応の到達点と課題について考察
する．



内部環境変化に対する提案手法の適用範囲

内部環境変化に対しては，探索点の削減法と初期モデル を利用した半逐次動作
適応法により，既存の探索手法に比べて少ない探索量での動作適応を実現した．こ
こでは，既存の探索手法と比較したときの手法の適用範囲を考える．
 の手法では，手法の性質上，一般的な探索手法と比較して，適用可能な範囲
が限定される．これは，既知の逆運動学モデル  を利用して構造変化前に  を実
現する関節角  ¼ を求める過程に起因しており，逆運動学計算時に解が存在すること
が前提となるためである．すなわち， が の値域に含まれている必要がある．こ
れが満たされない場合， が計算できないため，差分ベクトルのサンプルが得られ
ない．解が存在する範囲でのサンプルのみから学習することも可能ではあるものの，
学習の収束性に対する検討は十分に行えておらず，現時点では収束性が保証できな
い． が の値域に含まれている前提が成立することで，高速な動作適応が期待で
きる．なお， では， が数式に基づく運動学モデルであることを前提に説明して
いたが， に対する  ¼ が計算可能なモデルがあれば，数式以外のモデルであっても
適用できる．加えて，制御すべき変数と関節角を繋ぐモデルがあれば，軌道制御以
外に対しても適用できると考えられる．他のタスクへの適用も期待できる一方で，
が の値域に含まれるという条件から，既存の制御手法と同様の制限を受けること
となる．実ロボット  とモデル との差分を更新しながら制御を行う観点で見ると，
一種の適応制御の手法として見なすこともできるため，現在適応制御が利用されて
いる範囲であれば適用可能と考える．構造変化の観点から見ると，離散的に差分ベ
クトルを学習することで，不連続な関節角指令値が必要になる構造変化に対しても，
事前に設計された基準動作を適応することが可能になったと考えられる．
一方で  の手法は既存の探索手法に基づいており， は利用しないため， が
の値域に含まれている必要はない．また，構造変化後に目標軌道が可達範囲内に
存在しない場合であっても，可能な限り目標軌道に近い適応軌道となる動作を生成
した．すなわち， の値域に  が存在しない場合でも，ロボットが表現可能な範囲
で  に近い位置を実現することができる． の手法ほどの高速性は見込めないもの
の，既存の探索手法と同様に適用でき，既存手法より高速な適応が実現できる．今
後，これら手法を組み合わせて利用することで，実時間での動作適応が実現可能に
なると考える．
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目標軌道が可達範囲外になる場合への対応方策

目標軌道が構造変化によって可達範囲外になった場合， の手法では対応が困難
である．一方  では，サービス用ロボットの特徴を考慮しながら提案手法を拡張
することで対応が可能と考えられる．サービス用ロボットは一般的に多くの関節を
持つ．動作には陽に利用されていない冗長自由度を利用することで可達範囲を拡大
し，目標軌道と一致する適応軌道が得られると考えられる．例えば図  のロボッ
トでは腰関節は円を描く動作に陽には用いられておらず，設計時，探索時共に固定
されている．このような冗長関節を代表点での探索時に利用して探索すると，自由
度が拡張された差分ベクトルが得られる．拡張された自由度での差分ベクトルを基
に，基準関節角での推定差分ベクトルが推定できれば冗長自由度を利用した適応関
節角が得られると考えられる．今後，冗長自由度を利用して可達範囲を拡大可能な
動作適応法へ拡張する．



不連続な差分ベクトルを要する構造変化に対する適用性

既存の探索手法では，個々の基準関節角に対応する適応関節角を独立に発見する
ため，結果として不連続な差分ベクトルが得られる．一方提案手法では，どちらの
手法においても，基本的には関節角座標上での近傍の差分ベクトルは類似すること
を前提に推定・学習を行っている．そのため，一見するとギアの破損のような不連
続な推定差分ベクトルを必要とする場合には適用できないように見える． の手法
では，動作の実行と学習を繰り返すことで，近傍の情報を利用しつつも  個の基準
関節角それぞれに対して離散的な推定差分ベクトルが学習されることになり，問題
にならない．
一方で， の手法では，クリギングによる空間的な補間により推定差分ベクトル
を算出するため，内挿する空間において不連続な差分ベクトルを要する場合は，正
しく推定ができない．関節角座標上での近傍を一定値として扱っているため，ステッ
プ的な差分ベクトルの変化には対応できないことになる．大域的な変化と局所的な
変化を区別し，関節角座標上で階層的に差分ベクトルを算出することで，不連続な
構造変化にも対応可能と考える．適応後に動作を実行し，大きい位置誤差が観測さ
れた関節角座標の部分空間において，再度  の手法を適応することで，局所的な
変化にも対応ができると考えられる．このように，近傍の定義を階層的表現するこ
とで，不連続な差分ベクトルのモデル化に対応していく必要がある．
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動作が追加される場合に対する考察

動作を自律的に追加するロボットに対し提案手法を適用する場合，新たに追加さ
れた基準関節角の関節座標上での位置を考慮することで，効率よく動作適応ができ
る可能性がある．特に  の手法で用いられるクリギングは，関節角座標上の代表
点との距離に応じた推定誤差を見積もることができる．すなわち，新たに追加され
た基準関節角に対する推定差分ベクトルが，既知の代表点とそれに対応する差分ベ
クトルから少ない誤差で算出可能かを事前に計算できる．誤差が少ないと見積もっ
た場合，既知の情報から追加された基準関節角に対する推定差分ベクトルを推定す
る．そうでない場合は，追加された基準関節角の分布に対して B# を適用し，追加
された基準関節角に対する代表点を選択する．既知の基準関節角は既知の代表点に
基づいて適応関節角が求まるため，追加された基準関節角に対する必要最低限の探
索から，適応関節角が生成できると見込まれる．

第章
外部環境変化に対する動作適応
本章では外部環境変化に対する自律的な動作適応を考える． 章での問題設定を
受け，ロボットが観測可能なセンサ情報を利用した試行動作の自己評価システムを
提案し，自己評価に基づいた自律的な動作適応を実現する．ロボットに様々なセン
サが搭載されている場合，タスク達成時のセンサ情報に，タスク達成に寄与する要
素が内在する可能性が高いと考えられる．そこで本論文では，ロボットが観測可能
なセンサ情報にタスク達成に寄与する要素が内在する場合を考え，試行時に観測さ
れるセンサ情報とタスク達成時のセンサ情報との類似性からタスク達成度の指標と
する自己評価値を生成する．この自己評価値を，既存の学習・探索手法により最適
化することで，設計時とは異なる利用環境において自律的な動作適応を実現する．



タスク達成時のセンサ値に内在する要素

章で説明した通り，ロボットが動作を実行すると，動作に応じた反作用をロボッ
ト外部の動作環境から受ける．外部環境が変化すると，動作環境から得られる反作
用が変化すると考えられ，それはロボットが観測可能なセンサ値にも影響する．そ
こで，対象としたロボットに搭載されたセンサにおいて，歩行タスクを達成した際
のセンサ値を解析する．
基準水平面において基準動作を行った際にロボットが観測したセンサ値の代表例
を図  及び図  に示す．以後，得られたセンサ時系列データを基準センサ値と呼
ぶ． これら基準センサ値は，基準水平面にて前進歩行タスクを達成した時の動作環
境から受けた反作用を表していると考えられる．もしタスクを実行する動作環境が
異なるとしても，前進歩行に必要な反作用を得られる動作を生成することで，設計
時と同様の前進歩行の実現が期待できる．例えば，図  2 の H 軸方向の加速度は
前後方向の加速度を示し，これが正の領域にある時にロボットは前向きの加速度を
持つ．動作環境が異なる場合に基準センサ値に合わせることで，設計時と同様の歩
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左前脚タッチセンサ
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右後脚タッチセンサ

図   基準水平面で基準動作を実行した時に観測されたセンサ値（加速度・距離・
タッチ）
行速度と前進距離の実現が期待できる．距離センサはロボットの H 軸方向の前方床
面に照射されるセンサである．一般的には障害物の検出に利用されるが，歩行動作
におけるロボットの身体の振動が間接的に検出される．タッチセンサは脚の接地タ
イミングを検出でき，歩行における前後や左右の接地バランスがわかる．トルクセ
ンサは，各関節のサーボにかかる負荷を表し，動作環境によって変化する関節間の
負荷バランスをそろえる目安になると考えられる．
以上の点から，動作環境の環境パラメータの変化に対しては，ロボットに搭載さ
れたセンサを基準センサ値に一致させる自己評価システムが有効と考えられる．な
お，対象とした    は   年に発売されたロボットであり，現在はデバ
イス技術の発展を背景に，より多くのセンサをロボットに搭載することが可能と考
えられる．多数のセンサが搭載されていることを前提として自己評価システムを提
案する．



 タスク達成時のセンサ値に内在する要素
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左前脚  のトルクセンサ値
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図  基準水平面で基準動作を実行した時に観測されたセンサ値（トルク）
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 動作環境の類似性に基づく試行動作の自己評価法
同一タスクにおいて動作環境の類似性が仮定できれば，ロボットとロボット外部
の動作環境との相互作用を維持することで，外部環境が変化してもタスクの達成が
見込まれる．動作を実行すると動作環境からの反作用としてセンサ値が得られるこ
とに着目し，タスク達成時の基準センサ値を利用環境下で再現することで，利用環
境に適した適応動作が生成できると考える．そこで，基準水平面におけるタスク達
成時の基準センサ値と利用環境で観測したセンサ値との誤差から自己評価値を生成
する．



センサ毎の誤差の算出

基準動作を基準水平面で行った際に，ロボットに搭載された全センサのセンサ値
を基準センサ値として取得する．設計時とは異なる利用環境において取得したセン
サ値と，事前に取得した基準センサ値との誤差をセンサ誤差  とする．これが各セン
サでの類似性を表すことになる．全センサのセンサ誤差  を最小にすることで，基
準水平面での相互作用と類似した相互作用を行う歩行パターンが生成できる．
まず，歩行パターンを実行した時に観測されるセンサ値から，各センサにおける
センサ誤差  を求める．ロボットのセンサは，センサごとに取得される標準値やレ
ンジが異なる．異なるセンサのセンサ誤差に基づき自己評価値を算出するため，セ
ンサ値を標準化してセンサ誤差を求める．
以下，具体的なアルゴリズムを説明する．基準水平面で基準動作を実行すると，あ
るセンサの基準センサ値 *  が得られる．ここで， はフレーム番号を示す．本
研究では，複数存在する標準化手法の中でも最大・最小基準による標準化を行う．
*   2; *
 と *   %4 *  を用いて式   により標準化された基


準センサ値





 を得る．




*
*

*
  *



 



評価する歩行パターンを実行して得たセンサ値 *  を，設計時の標準化基準 *  ，
*  により標準化する．評価対象となる歩行パターンの標準化したセンサ値

を式  より得る．
*
  * 


*   * 
基準水平面で得た *  ，*  を用いて利用環境下で得られる *  を標準化するた
め，
 は   に収まるとは限らない．
 と   とのフレームごとの二乗誤



 動作環境の類似性に基づく試行動作の自己評価法
差から，センサに対するセンサ誤差  を式  で計算する．




+











ここで，+ は歩行パターン 周期に含まれるフレーム数である．パターン化された
動作を対象とするため， 周期のパターン全体の誤差をセンサ誤差とした．



センサ値に基づく自己評価値の生成

ロボットは，全てのセンサにおいて計算したセンサ誤差  の足し合わせにより自
己評価値を求める．一方で，ロボットに搭載されたセンサの中には類似した値を出
力するセンサも存在する．単純加算で自己評価値を生成すると，類似したセンサ出
力を持つセンサから計算されるセンサ誤差が自己評価値に大きく反映される．また，
同一脚のトルクセンサのようにセンサ出力の波形は異なっていても，脚に負荷がか
かった際に類似したセンサ誤差が計算されるセンサがあると，それらのセンサ誤差
が自己評価値に大きく影響する．そこで，基準動作を基準水平面で複数回実行して
センサ誤差  を解析する．センサ間のセンサ誤差の相関に基づく重み付け加算によっ
て自己評価値  を生成する．相関性のあるセンサ群において計算される重みの和が
となるように重みを計算することで，常に同様な誤差を出力するセンサ群全体で
つのセンサと見なして自己評価値に反映させる．
以下，具体的なアルゴリズムを説明する．基準動作を基準水平面で 回実行し

 を前述の手順により得る．得
て，センサ , におけるセンサ誤差    
られた 個のセンサ誤差データを基に，全ての - 個のセンサ間で相関係数行列を

と
求める． 組のセンサ % % -  と . . -  に対し，センサ誤差  



 がある．センサ % . 間の相関係数  を式  で算出する．


 

 

         







ここで，Jは






 

    





 



    

  を表す．全てのセンサ対の相関係数を求めることで，対称行

 


列の相関係数行列が求まる．なお，ここでは互いに自己評価値を大きくするセンサ
間の影響を抑えるために重み付けを行なっているため，負の相関は考慮しない．負
の相関係数は とし，任意のセンサ , に対するセンサ重み  を式  により算出
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する．












他のセンサと類似性の高いセンサほど相関係数の和も大きくなるため，その逆数に
より類似性を抑える重みとなる．試行時に得られるセンサ , のセンサ誤差  と，算
出した重み  から自己評価値  を式   より算出する．








 

 

設計時と試行時のセンサ値が近いほど高い評価値を生成するために符号を反転させ
る．上記手順により，基準センサ値との誤差を全センサでバランスよく評価する自
己評価値  が計算される．



自己評価値を利用した自律的な動作適応の実現

ロボットは基準環境下でタスクを達成することで，基準センサ値と重みを事前に
取得する．すなわち，対象とした  モデルに基準関節角の指令，及び，基準セ
ンサ値の取得プログラムを実装して基準環境下で複数回歩行させ，基準センサ値の
データを取得する．得られた複数のデータからセンサごとの重みを計算しておく．利
用環境においてタスクが達成できない場合，既存の探索手法に基づき自己評価値 
を最大化する歩行パターンを探索する．なお動作探索には， 章で実装した探索手法
を用いる．歩行動作を一度試行すると自己評価値  が計算できる．既存の探索手法
を利用して，歩行パターンを変化させながら繰り返し歩行動作を試行し，自己評価
値  を最大化する歩行パターンを適応動作として得る．上記アルゴリズムを 
に実装することで，利用環境下で自己評価値を計算しながら様々な歩行動作を試行
し，自己評価値が最適となる動作設計パラメータを探索する．
ただし，上記手順で得られる適応動作は，直接的には自己評価値を最適化する動
作であるため，自己評価値の最適化により動作の性能が客観的に回復されることを
確認する必要がある． 章で歩行タスクの性能を客観的に評価する指標とした客観
評価値  〜 の回復性から，自己評価値  の有効性を検証する．

 外部環境変化への適応シミュレーション



 外部環境変化への適応シミュレーション
 章で示したシミュレータを用いて，設計時とは異なる利用環境に対して自律的な
動作適応を行う．まず，基準水平面にて基準動作を複数回実行し，センサ間の相関
係数行列から各センサに対する重みを決定する．利用環境において，提案した自己
評価値を最適化する動作を探索し，動作環境に適した動作を自律的に生成する．生
成された適応動作を解析し，外部環境変化に対する動作適応において自己評価値が
有用となることを示す．
歩行パターン 周期分からセンサ値を取得すると，ロボットの初期状態やセンサ
ノイズのため，動作環境からの反作用としてのセンサ値が正しく取得できない．そ
こで，歩行パターンを  周期行い，その中の最初の  周期分のデータを除くことで
初期状態への依存性をなくす．更に得られる 周期分のセンサ値のフレームごとの
平均を取ることでノイズの影響を抑える．以上の手順で得たセンサ値を歩行パター
ン 試行のセンサ値とした．なお，今回の歩行動作では 試行あたり実時間で約 
秒必要であった．



センサ重みの算出

シミュレータでは実環境と異なり，同一の動作を行った際に観測されるセンサ値
のばらつきが少ない．実機でのセンサ値のばらつきを考慮し，シミュレータ上で基
準動作と類似する歩行パターンを生成する．動作を微小変化させることで，観測さ
れるセンサ値にも変化が生じる．これらばらつきを持ったセンサ値と基準センサ値
とのセンサ誤差の相関からセンサ重みを算出する． 章で示した  個の動作設計パ
ラメータを各々独立に   の範囲でランダム変化させ，基準動作と類似する
個の類似動作を生成した．
個の類似動作を基準水平面で実行し，観測されたセンサ値から求めたセンサ
重みを表  に示す．各脚の負荷トルクは互いに相関が高いため，  〜   程度の
比較的小さい重みとなった．特に同一の脚にある関節間，及び対角に位置する脚に
ある負荷トルクセンサの相関係数が高くなっており，歩行時の重心移動によって対
角の脚に同様のセンサ誤差が出たと考えられる．左前脚の , の負荷トルクセンサと
他のトルクセンサの相関係数を見ると，同脚の , と , の負荷トルクセンサとの相
関係数は共に ，対角の右後脚の , ，,，, との相関係数は各々 ， ，  と
なり，高い相関係数が確認された． つのトルクセンサの重みの和は約  となり，
つのトルクセンサで つのセンサ誤差として自己評価値に影響する重みとなった．
もう一組の対角脚の負荷トルクセンサの重みの和は約  であり，同様の結果が確
認された．タッチセンサは多数ある負荷トルクセンサとの相関が低く，結果として
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比較的大きな重みとなった． つのタッチセンサは各々  程度の重みが計算され，
それらの和は約  になり， つのタッチセンサで つのセンサ誤差として計算され
る．今回の歩行動作ではロボットの身体座標の H 軸，及び，F 軸加速度センサの重
みが比較的大きくなっており，歩行時の前後および上下のゆれが他のセンサでは観
測し難い情報となった．得られた重みを用いると，歩行時の H 軸と F 軸の加速度，
及び，各脚のタッチ状態を基準センサ値に合わせることに重点が置かれる．また負
荷トルクは互いに対角の脚に存在するセンサ群を，全体的に基準センサ値に合わせ
ると考えられる．
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適応を試みる利用環境と客観評価値の変化

設計時の動作環境と異なる利用環境として，傾斜角度と摩擦係数の環境パラメー
タの異なる利用環境を考える． 章の図  と図  の結果を受けて，本研究で適応
を試みる利用環境をシミュレータ上に用意した．動作環境の環境パラメータを表 
に示す．日本のバリアフリー新法   によると，車椅子のスロープは約  度以下の
傾斜角度が用いられる．車椅子における比較的急なスロープをロボットが上り下り
することを想定し，上り坂平面と下り坂平面の傾斜角度を設定した．低摩擦平面で
用いた摩擦係数   は氷の摩擦係数と等しい．用意した上り坂平面，下り坂平面，
低摩擦平面では，客観評価値が大きく変化して動作性能が維持されていないことが
図  ，及び，図  から見て取れる．実際に人間の生活環境に見られる利用環境の
中でも，動作性能の大きく変化した利用環境に対する適応を試みる．
基準水平面，上り坂平面，下り坂平面，低摩擦平面の各々の動作環境において，基
準動作を試行して計測した客観評価値を表  に示す．シミュレーション環境であっ
ても実環境を想定したノイズ成分により，歩行の初期状態に微小な変動が現れる．試
行ごとで客観評価値にばらつきがでるため，基準動作を各動作環境下で
試行し
て算出した平均と分散を表  に示す．また， でセンサ重みを決定する際に生
成した
個の類似動作における客観評価値の平均と分散も併せて載せる．
まず，動作性能の比較基準となる基準水平面上で基準動作を行なった際の客観評
価値を確認する．設計者が設計した基準動作では，シミュレーション上での初期状
態の違いにより  は
， は .  になった．また歩行動作の振動を示
す  と  は各々   と   となった．タスクを想定して設計された歩行動
作では以上のような客観評価値が計測され，設計外の利用環境でこれらの動作性能
を維持する動作の生成を試みる．ここで基準動作に対して客観評価値が維持されて
いる範囲を設定する．本研究においては， は
 に対して 割の変化を許
容して  〜
 を， は . 以下の直進性を保つことを考え  〜  . 
を， と  は設計時  度を許容して各々  〜  ，〜  を，それぞ
れの客観評価値の目標範囲と経験的に設定した．
次に，類似動作の客観評価値に着目する．類似動作の客観評価値  の分散が非常
に大きくなっている．歩行パターンのわずかな動作設計パラメータの変動で  は大
きく変動することがわかる． の平均が大きくなり，動作設計パラメータの変動に
より平均的に直進性が変化した．前進距離は大きく変化したものの， は . 未満
の変化量に収まっている．
上り坂平面では特に  と  が悪化した．歩行面の傾斜角度により進行方向に対
するロボットの前後のバランスが崩れ，身体の最大チルト角  が大きくなったと考
えられる．また脚を前に運ぶ際に脚先が斜面にぶつかり，床面からの予期せぬ反力
が発生したため，前進距離が  . 程度まで悪化したと考えられる．直進性  は設
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表  適応を試みる利用環境の環境パラメータ
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表  各々の利用環境下における基準動作を試行した際の客観評価値の平均と分散
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計時より悪化しているが，類似動作における平均値を下回っているため大きな変化
ではなかったと考える．また  は設計時よりも小さくなったが，動作環境の違いに
よる偶発的なものと考えられる．上り坂平面では  ， を維持しつつ， と  を
回復することが望まれる．
下り坂平面では  ， ， に着目する．上り坂平面ほど大きくは変化していな
いものの， つの評価指標が目標範囲から外れた．進行方向と同じ向きに加速度が
発生するために  は
 よりも  . 程度長くなった．同様に進行方向へ進
みやすくなったため左右への振動が減り， が減少したと考えられる．一方で，傾
斜角度があることで上下の振動は  は増加した．下り坂平面ではこれら  つの客観
評価値を全体的に回復することが望まれる．
低摩擦平面では  ， ， が悪化した．歩行面が滑りやすくなったため，左右
の身体バランスが維持できず，身体の最大パン角  が大きくなったと考えられる．
それによって前進方向に対する左右への移動量が増加し，直進性  が悪化したと考
えられる．低摩擦平面では  を維持しつつ，悪化した客観評価値を回復するとこが
望まれる．



自己評価値に基づく動作適応

基準動作に基づいて，上り坂平面，下り坂平面，低摩擦平面に対する動作適応実
験を行った． の探索手法を実装し，利用環境ごとに自己評価値を最大化する歩
行パターンを探索した．  個の動作設計パラメータを独立に変化させ，探索範囲内
に ステップ辺り  個の歩行パターンを生成して最適解を探索する．温度パラメー
タをステップ数とし，ステップ数に応じて探索範囲を  N ステップ数 と減
少させ， ステップ後に自己評価値が最大となった歩行パターンを適応動作とした．
ステップ  個の歩行パターンを試行し，それを  ステップ行なうため，
回
の試行により探索が終了する．なお， 試行辺り  秒必要となるため，
試行を
要する 探索には 時間程度必要となる．人間の生活環境内で利用される実ロボッ
トが利用時間外に適応することを想定し，実時間探索の実用範囲から
試行まで
で探索を打ち切った．
各々の利用環境下で探索により得られた適応動作の客観評価値を表  に示す．
シミュレーション環境のノイズ成分により試行毎に客観評価値が変動するため，表
 と同様に，自己評価値を最大化した適応動作を
試行して平均と分散を求め
た．上り坂平面での前進距離  は，設計時の前進距離
 に対して . の
 から . の  となり，経験的に設定した目標範囲には届かない
ものの，大幅に回復できた．   以上に悪化した最大チルト角  も，   と
大幅に回復されて目標範囲内に収まった．最大パン角  は . 悪化したものの，
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表  適応動作を試行した際の客観評価値の平均と分散
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目標範囲内に収まっている． と  を維持しつつ， と  を大幅に回復できた
と言える．下り坂平面での適応動作では，前進距離  が  に回復され，目
標範囲内に収まった． と  も同様に目標範囲内に収まり，基準水平面と同等の
動作性能が実現できたと考えられる．低摩擦平面では前進距離  と直進性  が大
幅に回復された．前進距離は
 の . まで回復され，目標値に非常に近づ
いた．前進距離に対して .  あった左右への移動量が .  に抑えられ，目標
範囲には届かないものの直進性  が大幅に回復された．自己評価値を用いて動作
を探索することで，意図せず大きく変化した客観評価値をほぼ設計時の値に回復で
きたと言える．
特に大きな変化が見られた上り坂平面と低摩擦平面における歩行動作の様子と歩
行軌跡をそれぞれ図  と図  に示す． 図中の 2 がシミュレータ上でのロボット
の歩行の様子を表し， 6 が   平面上での歩行パターン 周期分の身体中心
の軌跡を示す．緑の実線が基準水平面上で基準動作を実行した時，赤の点線が利用
環境で基準動作を実行した時，青の破線が利用環境で適応動作を実行した時の軌跡
を示す．上り坂平面で基準動作を実行した場合，  方向の移動距離が大幅に減少
し， 方向の振幅が大きくなった．歩行動作では左右の脚を安定して上げるため，
床から空中に上げる脚（遊脚）側とは反対側に身体の重心を移動させる．上り坂平
面と基準水平面では動作環境からの反作用が異なるため，重心の変位幅が意図せず
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に大きくなったと考えられる．適応動作を実行した時の軌跡は，設計時の軌跡に類
似した．低摩擦平面では， 方向への移動量が提案手法により大幅に減少し，設
計時の軌跡に類似することが確認できる．自己評価値を用いて動作を探索すること
で，設計時の軌跡を回復できた．



自己評価値と客観評価指標の相関性

探索過程で自己評価値を最大化することで客観評価値が回復することを確認する
ために，動作探索時の探索空間における自己評価値と客観評価値の大域的な相関性
を分析する．  個の動作設計パラメータを独立に変化させた時の自己評価値と客観
評価値の分布と相関を求める．探索時に試行される可能性を持つサンプルを広く得
るために， ではステップ数に応じて減少させていた動作設計パラメータの探索
範囲を   で一定とした．その他の条件は  の探索と同じ条件にした．
試行の探索を 回行って
サンプルを得た．一方で，基準動作の自己評価値を大
きく下回る自己評価値となるサンプルは，探索における最適解の更新により試行さ
れない．そのようなサンプルを除去した 
サンプルを用いて，探索時に取りうる
広いサンプルの自己評価値と客観評価値との相関性を求めた．
上り坂平面における自己評価値と  つの客観評価値の分布を図 〜 に示す．
図の各軸は，得られた評価値に対して基準水平面での評価値との絶対差をその最大
最小値で正規化した値を表し， に近いほどよい．密度が高い場所の色は濃くなっ
ている．実線は分布を近似する直線を示す．  の相関を示す図  を見ると，全
，
 付近は密度が比較的低いことが確認
体的に分布が広がっているものの
できる．相関係数は  であり，弱い相関が確認できた．図  及び図  では 
と  の相関係数となり自己評価値と客観評価値の相関があった． との相関を示
す図  の分布を見ると， の値に関わらず  が となる解が得られている．この
図では特に解が現れなかった領域に注目する． が小さいと  は  を下回る解を
多く得る．一方で， が大きくなるにつれ  を劣化させる解は少なくなった．計算
された相関係数は  であった．今回用いた全ての客観評価値において自己評価値
と小さいながらも相関性を確認できた．自己評価値を最大化することで客観評価値
が大域的に回復できると見込まれる．
ここで，自己評価値に基づく動作探索は，図 〜 の横軸において から へ
と進む．図  と図  では，横軸が に近づくにつれて縦軸も に近づくサンプル
が増加し，自己評価値の最適化によって客観評価値も改善されることが見て取れる．
一方で，図  では，サンプルの密度変化から，自己評価値が に近づくにつれて
客観評価値も に近づくサンプルが増加する傾向が見えるものの，自己評価値が最
適となる 付近であっても，客観評価値が低いサンプルが確認されており，探索の
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収束性が見えない．次項で，探索収束時のサンプルのばらつきに対する分析を行う．



探索時の局所的な客観評価値の分布

前項で自己評価値を大きくすることで，客観評価値が大域的にタスク達成時の値
に近づくことを示した．一方探索の収束時において，同一の自己評価値でありなが
らも異なる客観評価値を取ることが確認された． の上り坂平面での探索におけ
る，探索収束時の自己評価値と客観評価値を図  に示す．図  2 の軸は図  の
軸に，図  6 の軸は図  の軸に準ずる．自己評価値が十分大きい収束領域を拡
大すると，同一の自己評価値に対して複数の客観評価値となる分布が層状に得られ
た．提案手法による自己評価値は，ロボットに搭載される全てのセンサ値を基準セ
ンサ値にバランスよく近づけるように設定されている．統合的には有用な解であっ
ても単一の客観評価値に着目すると幅を持った分布となることがわかる．
探索収束時に類似した自己評価値となった歩行パターンを分析する．図  の破
線で囲まれた層において，自己評価値の上位
個に対する客観評価値の平均と分
散を表  に示す．上り坂平面における
個の類似動作に対する客観評価値の平
均と分散も併せて示す．動作設計パラメータの類似する歩行パターンに対する客観
評価値の変動量と，自己評価値の類似する歩行パターンに対する客観評価値の変動
量を比較する．
自己評価値の類似する歩行パターンの客観評価値の平均は表  の結果と同等と
なり，収束解とみなせる．ここでは客観評価値の変動量を示す分散に注目する．全
ての客観評価値の分散が類似動作から求めた分散を十分下回っていることが確認で
きる．局所的にみると分布を持つ客観評価値であっても，実機への適用を考慮して
ばらつきを持たせた類似動作と比較して十分に小さいばらつきとなった．自己評価
値を十分収束させることで，客観評価値も微小な変動に抑えることができた．



 外部環境変化への適応シミュレーション
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図  探索収束付近での自己評価値  と客観評価値の分布
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表  収束付近で層状に存在した
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 外部環境変化に対する考察
提案手法を用いた外部環境変化に対する動作適応の到達点と課題について考察
する．



提案手法の適用範囲

 章での問題設定の範囲では，提案した自己評価システムは有効に働き，ロボット
による自律的な動作適応が可能になったと考えられる．人間の生活環境などのサー
ビス用ロボットの動作環境を想定すると，環境パラメータが異なる利用環境が多種
多様に存在する．そのような動作環境においてもロボットが自律的に適応できる可
能性を示した．専門家の知識や経験に基づいて設計されたパターン動作や，人間の
動作を模倣して得られるパターン動作では，タスクを達成する要素を見つけること
自体が研究になる．また，ロボットが直接タスクの達成度をセンサから観測できず，
既存の制御手法が適用できない動作もある．そのような動作に対して，ロボットが
観測可能な様々なセンサに基づいて動作を自己評価し，自己評価値を最適化するよ
うな動作を生成することで，局所的な動作環境の変化に対する自律的な動作適応が
見込まれる．



動作適応の必要性の自己判断

動作環境の局所的な変化によってタスクが達成されない場合に，自己評価値に基
づいて動作適応を行っていた．実験では，環境パラメータが変化した利用環境にお
かれたロボットは無条件で自己評価値に基づいて動作探索を行う．一方で，実際の利
用環境を想定すると，ロボットはまずタスクが達成できているか否かを判断し，タ
スクが達成できていない場合に，動作適応を開始することになる．タスク達成の有
無だけであればユーザーが外部から情報として与えることも可能とは考えられるが，
ロボットが自律的に動作適応の必要性を判断できることは，ロボットの自律性向上
に繋がる．今回我々が提案した自己評価値はタスクをどの程度達成しているかをロ
ボットが自己判断する目安となる．自己評価値に基づいた動作適応の必要性の自己
判断が可能になると考え，今後検討を進めていく．



環境パラメータの動的な変化に対する考察

今回は利用環境において，環境パラメータの動的な変化は考慮していない．環境
パラメータが動的に変化する場合は，パターン動作での適応が困難となり，現在の
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提案手法では対応できない．一般的な適応制御の手法では，軌道やトルクなどの制
御すべき変数をセンサから取得し，それを目標値に追従させることで，動的な環境
変化に適応している．本手法で用いた自己評価値を制御すべき変数としてみること
で，動的な環境変化にも適応できる可能性がある．今後更なる検討が必要である．



タスクの評価項目が直接観測可能な場合への考察

今回の自己評価値は，ロボットの全センサのセンサ値をバランスよく基準センサ
値に一致させる自己評価値になっている．もし仮に専門家によって最適化すべきセ
ンサが事前に解るのであれば，そのセンサ値に大きな重みを与えた自己評価値を用
意することで，重要視すべきセンサ値を優先的に最適化しつつ，他のセンサ値も可
能な限り維持するような動作の生成が見込まれる．歩行タスクの前進距離を最適化
したい場合に前進距離のみから評価すると，匍匐前進のような歩行とならない動作
が生成される場合がある．前進距離を測るセンサと他のセンサに対して，事前知識
に基づく重みを与えておくことで，初期の動作の特徴を残しながら前進距離が最適
化された動作の生成が期待できる．既存の探索・学習手法の評価値として利用可能
になるよう，重み付けの手法を検討していく．

第章
環境適応のための提案手法の応用
本章では，内部環境変化と外部環境変化における課題点を踏まえ，提案手法を応
用した一解決策を述べる．内部環境変化に対しては，目標軌道が可達範囲外になる
構造変化にも適応する手法を考える． 章で説明したサービス用ロボットの特徴か
ら，一般的にサービス用ロボットは多自由度で構成されている．人間と同様に冗長
な関節を有しており，その関節をうまく利用することで，ある特定の軌道を複数の
姿勢や動作で実現できる．初期の自由度では目標軌道が可達範囲外になる場合でも，
冗長な関節を活用することで目標軌道を実現可能になると期待できる．サービス用
ロボットの自由度を活用するために，提案した動作適応手法を拡張し，実験により
有効性を検証する．外部環境変化に対しては，環境適応の必要性をロボットが自律
的に判断する手法を考える．環境パラメータを変化させながら自己評価値と客観評
価値を取得して解析することで，自己評価値に基づき環境適応の必要性が自己判断
できる可能性を示す．今後提案手法を拡張していくことで，サービス用ロボットの
自律的な環境適応法の実現に繋がることを説明する．



内部環境変化に対する冗長関節を利用した手法の拡
張

図  のロボットの腰関節を冗長関節として利用し，可達範囲を拡大することで，
可能な限り目標軌道に近い軌道の再現を目指す． の手法を拡張した，一般的なロ
ボットに対する冗長関節の利用法を説明する．その後，図  のロボットの腰関節
に着目した実験結果から提案手法の可能性を述べる．
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図   ロボットの可達範囲と関節自由度の拡張

 

冗長関節を利用した動作適応法

構造変化後に可達範囲外になる目標軌道を実現するために，動作設計に利用され
なかった冗長関節を用いてロボットの可達範囲を拡大する．可達範囲拡大の概要を
図  に示す．もともと肩ヨー関節・肩ピッチ関節・肘ヨー関節の  自由度で円を描
く動作が設計されており，構造変化前は可達範囲に含まれる目標軌道を実現してい
た．ロボットにフレーム変形が生じることで，エンドエフェクタの可達範囲が縮退
し，目標とする円軌道が描けなくなる場合を想定する．このときに，関節としては
存在しながらも制御や動作設計を容易にするために陽に用いられていなかった腰関
節を利用することで，縮退した可達範囲が広がる可能性がある．冗長関節を利用し，
目標軌道が収まるようにエンドエフェクタの可達範囲を拡大することで，ロボット
は構造変化後でも目標軌道を実現できると考えられる．
提案手法を利用して自由度を拡張した状態で動作適応を実現する．設計時に利用
していた関節自由度を  とする． 個の冗長関節を利用して，自由度を拡張した
代表点  
 を式   で表す．

  



 









 

 内部環境変化に対する冗長関節を利用した手法の拡張



ここで，設計された基準動作には陽に考慮されていなかったものの，構造変化前も
関節   〜  はある初期値を持つ．よって，代表点での探索結果から，自由
度が拡張された差分ベクトル 
 が得られる．クリギングは，利用するモデルを適
切に選択することで関節自由度に依存しない推定が可能になる．すなわち，拡張さ
れた自由度での推定差分ベクトル *  が得られ，拡張された自由度での適応関節角
  が求まる．代表点での探索時に利用する冗長関節を指定すれば，拡張した自由
度での適応関節角が容易に求まる．

 

冗長関節を利用した動作適応実験

 の人型ロボットでのシミュレーション実験の中でも，構造変化後に十分に目標
軌道が実現できなかった
 の道具の利用と関節固着に対して実験を行う．対
象ロボット，タスク，構造変化は  と同様である．冗長関節は図  の腰関節ヨー
角  とした． はロボット正面方向を   として，     :   
の可動域を持つ．なおクリギングには，多次元に対応可能な指数型モデルを採用し
た．その他の条件は  と同様にした．
 の道具利用に対する実験結果を図  に示す．図  の軸は図  に準ず
る．太線（緑）が目標軌道，点線（赤）が構造変化後に基準関節角で実現される軌
道，丸付き実線（水色）が設計時の  で生成された適応軌道，四角付き実線（青）
が腰関節も含めた  自由度で生成された適応軌道を示す．冗長自由度の腰関節も利
用して動作を生成することで，目標軌道により近い適応軌道が生成された．設計時
の  自由度では目標軌道が可達範囲外になり，十分に適応できなかったが，腰関節
を利用することで可達範囲が拡大され，目標軌道が実現可能になった．
ここで  自由度と  自由度の誤差を比較，分析するために，各 において  ，
 ，  が実現する位置と目標位置との誤差分布を見る．横軸を目標位置との
位置誤差の対数軸としたヒストグラムを図  に示す．点線（赤）が道具利用時の位
置誤差のヒストグラム，細破線（水色）が （ 自由度）での，太破線（青）が 
自由度での位置誤差のヒストグラムを表す．長い道具を利用した直後は，道具分伸
張された一定の位置誤差が見られる． 自由度での動作適応により誤差は大幅に低
減されたものの，  程度の一定の誤差が確認された．道具が長すぎて設計時の
 自由度では身体に近い目標軌道が可達範囲外になったため，可達範囲の境界面で
の適応軌道が得られていると考えられる． 自由度で生成された適応軌道の誤差は
〜  の範囲に存在し，全て  自由度での誤差以下に分布している．利用した冗
長関節に応じて，自由度を拡張した時に誤差が大幅に減少した点と，自由度を拡張
しても誤差があまり減少しない点とが観測された．誤差の分布にばらつきはあるも
のの，最大でも拡張前の誤差範囲内に収まることが確認された．ロボットに更なる
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 内部環境変化に対する冗長関節を利用した手法の拡張
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   に観測されたエンドエフェクタの軌道

冗長自由度がある場合，更に冗長関節を利用して自由度を拡張することで，目標軌
道と一致する適応軌道の生成が期待できる．
関節固着に対する実験結果を図  に示す．軸及び線種は図  に準ずる． 
の道具利用と同様に， 自由度に拡張して得られる適応軌道ではほぼ目標軌道と一
致した．実際にロボットが軌道を描く様子を図  に表す．各図の横軸は時刻 を示
す．肘関節が固着して腕が曲がらなくなるため， 自由度では身体に近い位置を右
手先が表現できなくなった．冗長自由度の腰関節をうまく利用して身体に近い位置
を表現することで， 自由度で生成された適応軌道はより目標軌道に近づいている
ことが確認できる．
 自由度と  自由度で誤差を比較するため，誤差のヒストグラムを図  に示す．
軸は図  に準ずる． 自由度では，可達範囲の境界面で可能な限り近い軌道を再現
したため，  程度の一定誤差が確認された． 自由度に拡張した場合，

の道具利用と同様に全ての誤差が  自由度で確認された誤差以下に存在している．利
用する冗長関節の位置やロボットの構造によって拡大される可達範囲が異なるため，
誤差の分布にばらつきが生じたと考えられる．自由度の拡張手法を検討し，目標軌
道を実現するための関節組み合わせの決定法が確立できれば，サービス用ロボット
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図   肘関節の関節固着時に観測された目標軌道との誤差のヒストグラム
の有する冗長な自由度を最大限に活用することができると考える．動作に利用する
関節組み合わせの自律的な決定法を今後の検討課題とする．
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 外部環境変化における動作適応の必要性の自己判断
ここでは  で挙げた考察の中でも，動作適応の必要性を自己評価に基づきロボッ
トが自己判断する手法を考える．先に述べた通り，提案した自己評価値はロボット
がタスクの達成度を判断する指標となりうる．実際に環境パラメータが変化した際
の自己評価値を解析し，動作適応の必要性の自己判断に利用可能かを検証する．
 章において，基準動作を利用した時の環境パラメータの変化に対する客観評価
値の変動を確認した（図  ・ ）．同様の実験を自己評価値に着目して行い，環境
パラメータの変化に対する自己評価値の変動を確認する．結果を図  に示す．図
 2 6 はそれぞれ傾斜角度と摩擦係数の変化に対する自己評価値  の変動を示
す．実線が基準水平面での自己評価値の大きさを表し，太線が環境パラメータの変
化に伴う自己評価値の変動を表す．図  2 の傾斜角度の変化では，比較的小さな
角度変化であっても自己評価値が大きく低下している．一方， 6 の摩擦係数の変化
を見ると，摩擦係数の低下と共になだらかに自己評価値も低下していくことがわか
る．これらは図  ・ で見た客観評価値の変化に近い．傾斜角度の場合は  度
の角度変化で自己評価値が  を下回り，摩擦係数の場合は係数が
以下で自己評
価値が  を下回る．例えば，自己評価値の閾値として  を採用し，  を下回る
自己評価値になった時に動作適応を開始するようにロボットを設計することで，自
己評価値に基づく動作適応の必要性の判断，及び，自己評価値に基づく自律的な動
作適応が実現できると考えられる．
一方で，自己評価値の閾値が設計パラメータとして残る．今回の歩行動作であれ
ば経験的に  と設定することになるが，そのための指針を決めることが必要とな
る．事前に基準動作を基準水平面で実行しながら自己評価値の変動を解析すること
である程度の指針が立つと考え，今後検討を行っていく．環境適応の必要性の自己
判断，自己評価に基づく自律的な動作適応の実現により，外部環境変化に自律的に
適応するロボットの実現可能性が見えた．



 外部環境変化における動作適応の必要性の自己判断
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図   環境パラメータの変化に伴う基準動作実行時の自己評価値の変化

第章
結論
本章では，本研究で得られた成果をまとめ，今後の課題について述べる．



まとめと課題

本研究では汎用のサービス用ロボットへの適用を想定した，自律的な環境適応手
法の確立を目指している．しかしながら，様々な問題が入り組んでいる汎用サービ
ス用ロボットに対し，統一的な環境適応問題を解くことは一般的に不可能と言える．
実用化を目指したサービス用ロボットにおいては，局所的な動作環境変化に対する
基準動作の汎化問題を解決することで，実用性が高まる点に着目した．環境適応手
法を解決する第一歩として，サービス用ロボットの特徴に基づく局所的な動作環境
変化に対する基準動作の汎化問題に取り組んだ．環境変化の性質から環境適応問題
を内部環境変化と外部環境変化に大別した．環境適応には，制御に基づく手法・試
行錯誤に基づく手法・見まねに基づく手法の大きく  つのアプローチがあることを
説明し，サービス用ロボットへの適用性から試行錯誤に基づいた動作適応手法の提
案を行った．試行錯誤的なアプローチにおいて，試行回数が膨大で実時間での適応
が困難な点とロボットによるタスク達成度の自律評価がなされていない点が主要な
問題と捉え，それぞれ先に大別した内部環境変化と外部環境変化の問題に落とし込
んで解決手法を検討した．内部環境変化と外部環境変化に対して設定した問題に対
する到達点を述べる．
内部環境変化に対する成果
内部環境変化に対しては，タスク達成度が自己評価できるという制約の下，試
行錯誤の回数を減らした実時間での動作適応の実現を目指した．タスク達成度
が位置センサから評価可能な軌道制御において，安定性や制御そのものに起因
する課題を排除した静的な状態を仮定し，探索点を削減した適応手法を提案し
た．人型ロボットと脚型ロボットでシミュレーションを行い，既存の全探索手
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法と同精度で適応可能なことを示した．サービス分野での実用が期待される四
脚歩行ロボットを用いた歩行軌道の適応実験を行い，既存の全探索手法に対し
て 分の 程度の試行回数で動作適応を実現した．しかしながら，多自由度
が想定されるサービス用ロボットにおいては，十分な削減効果が見込まれず，
実時間での適応には更なる改良が必要であった．
一般的な探索手法では，探索結果の最適解のみが利用され，探索途中の解が利
用されないため，自由度に対して指数関数的に試行回数が増える問題が発生す
る．実時間での適応を実現するために，専門家が事前にロボットに埋め込むこ
とが可能な初期モデル を用いて，半逐次的に動作を適応する手法を提案し
た．前と同様の四脚歩行ロボットを用いた歩行動作の適応実験において，既存
の探索手法や探索点を削減した手法に対して
〜
分の の試行回数に抑
えた．これにより，実時間での動作適応の可能性が見えた．また，ギア欠けを
想定した適応実験により，これまで扱えなかった不連続な関節指令値が必要と
なる構造変化に対しても，提案手法は適用可能なことがわかった．しかしなが
ら，初期モデル を有効利用できる範囲は非常に狭く，既存の適応制御法と同
程度の適用範囲しか持たないことも判明した．
適用範囲の広い探索点の削減手法と非常に高速な半逐次型学習手法の特徴を
組み合わせる事ができれば，内部環境変化に対して設定した問題が解決できる
と考える．今後， つの手法の特徴や適用範囲を解析してメリットを活かして
組み合わせることで，内部環境変化に幅広く適用可能な実時間動作適応手法の
確立を目指す．
外部環境変化に対するまとめ
ロボットに搭載されたセンサ情報に基づく試行動作の自己評価法を提案し，ロ
ボット外部の動作環境変化に対して自律的な動作適応を行った．設計時と利用
時の動作環境の類似性を前提条件に，タスク達成時のロボットと動作環境との
相互作用を利用環境で再現することで，タスク達成が見込まれるとした．ロ
ボットが観測可能な全てのセンサにおいて，タスク達成時の基準センサ値と動
作試行時に観測したセンサ値との差から，センサ値の相違度をセンサ誤差とし
て計算した．全てのセンサ間で相関に基づいて重みを計算し，センサ誤差の重
み付け加算により，試行動作に対するタスク達成度をロボットが自己評価する
システムを提案した．四脚ロボットの  のモデルを用いた歩行動作の適応
実験を行い，自己評価値を既存の探索手法で最適化することにより，外部から
ロボットに客観評価値を直接与えることなく，動作環境に適した動作の自律生
成を実現した．また先のロボットを用いた探索過程の解析から，動作探索にお
いて提案した自己評価値は客観評価値と大域的な相関性があることを確認し，
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自己評価値の最適化により直接観測できない客観評価値も回復されることを
確認した．これにより，ロボットによるタスク達成度の自己評価が実現でき，
試行錯誤的なアプローチの一つの課題が解決されたと考える．
一方で，様々な客観評価値を内包する自己評価値では動作環境に最適な動作と
して評価することは困難である．動作設計時と動作利用時では動作環境自体が
異なるため，最適な動作を決定する評価基準が異なることに起因する．現在は
センサ誤差の相関に基づいた重み付けを行うことで，全てのセンサをバランス
よく基準センサ値に一致させる自己評価値となっている．動作環境ごとに着目
すべきセンサの選択法を検討し，環境に応じてセンサ重みを変える手法を検討
することで，動作環境に最適な動作の自律獲得が見込まれる．
以上より，試行錯誤的なアプローチの  つの主要な問題の内，自律的なタスク達
成度の評価はある程度実現できる見込みが立ったと考える．一方で，実時間での動
作適応に対してはまだまだ検討課題が多く存在する．多自由度のサービス用ロボッ
トに適用することを想定し，自由度の多さに依存しない試行錯誤手法の確立が必要
と考えられる．それが実現できれば，多自由度のサービス用ロボットの特長を活か
した冗長自由度の拡張を行っても，実時間での動作適応の実現が期待できる．本論
文においては，冗長自由度の拡張を一段階しか行っておらず，拡張した自由度であっ
ても十分な可達範囲が得られなかった．更なる自由度の拡張を行い，完全に軌道の
一致した動作適応を実現する．また，単純に試行錯誤手法のみにこだわるのではな
く，タスクや目的に応じて切り替え可能な適応システムそのものの構築も検討する
必要がある．これら問題を解決し，試行錯誤的なアプローチを発展させることで，局
所的な動作環境変化に対する基準動作の汎化問題を解決する．その後，自律的な動
作適応問題を解決するために，ロボットによる特化動作の自律生成に取り組みたい．

付録 
クリギング
本研究の中で，任意の基準関節角  に対応する推定差分ベクトル * の算出に用い
たクリギングについて説明する．



クリギングとは

クリギングは，地球統計学の中心的手法であり，鉱床の空間分布則の記述と空間
予測を行う鉱山学の手法として確立された．現在では，地質分野にとどまらず，環
境科学，水文学，気象学などに広く応用されている．
クリギングは，一種の観測位置での標本値の加重平均である．予測の前処理とし
て，確率場の  次特性であるコバリオグラム，セミバリオグラムを得られた全ての
標本値を用いて推定する．これらの特性値は，目的変量の空間内での小規模変動に
関する情報を捉える道具であり，平均二乗予測誤差の導出に用いられる．幾つかの
代表的なクリギング法を列挙する．
単純クリギング：既知の期待値を持つ  次定常確率場に対する最良線形予測
通常クリギング：本質的定常性を持つ確率場に対する最良線形不偏予測
普遍クリギング：確率場の期待値が，既知の関数の線形結合で表される場合の
最良線形不偏予測
ブロッククリギング：ある領域の平均鉱量の予測

 コバリオグラムとバリオグラム
地球統計学では，観測される標本値は確率場からの実現値と見なす．領域   *
上の確率場  O  D    を考える．観測位置 
  における確率変
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数   
   の実現値   
   が標本値として観測される．
確率場が  次定常性を持つとき，任意の位置     に対し以下の関係を満
たす．
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相対位置    のみに依存する関数 0 をコバリオグラムを呼ぶ．
確率場が本質的定常性を持つとき，任意の位置    に対し，式
 の性質を満たす．
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式  は   と同値である．相対位置のみに依存する関数  をバリオグラム，
また， をセミバリオグラムを呼ぶ．セミバリオグラムを単にバリオグラムと呼ぶ
文献もある．
  
   が与えたれたとき，コバリオグラムの推定量は式
 となる．
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ここで，J      ，  O
! D     ，そして 
 は，その
ような対の総数である．一方，セミバリオグラムは式   となる．

*  












     

 

 セミバリオグラムモデル
セミバリオグラムが距離のみに依存する等方性を仮定すると，式


 







  となる．
 

さらに，  は広義単調増加関数とする．典型的なセミバリオグラムは図  となる．
セミバリオグラムの原点でのジャンプ量 >%     を示すナゲット効果は，測定
誤差やデータから把握不可能な微視規模変動により生じる．セミバリオグラムの値

  が一定値以上の  で定数になるとき，その値をシルと呼び，そのときの最小
の  をレンジと呼ぶ．
セミバリオグラムを表現する典型的なモデルの例を以下に示す．


 モデルパラメータの導出
ナゲット効果モデル
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ガウス型モデル
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モデルパラメータ   
存在する．
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線形モデル








1  

  
  
 

 

 ' 1 



 
 

 

:    '  1  

 

 
 

 ，及び次元  に対して，各々のモデルに制約範囲が

 モデルパラメータの導出
式   は，固定した  に対する推定量であるが，実際には  を一つの値に固定
すると，対応するデータ対
 が激減し，推定が不安定になる．これを回避する
ためにクラス分けを行う．



    * を決め， 個の区間 2 
*  を考える．
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# 

O    

となる

2

に属する対
値とする．

!

!

，その元の数を 

 の対の集合を

 に対する #  の算術平均を & とし，それを区間 2 の代表

 第  区間における経験バリオグラムを，#  2 となる対

P  O
     1 の算術平均とする．
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 全てに対する

 で表す．

のもとでは，式


 とする．
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区間幅が小さすぎると推定が不安定になる．逆に大きすぎると空間従属性が把握で
きなくなる．
得られた経験セミバリオグラムに対し，諸処のパラメータ推定手法を用いて，パ
ラメータ  を推定する．

 クリギングによる予測
ここではクリギングの中でも通常クリギングによる予測を行う．確率場  は本質
的定常を満たし，セミバリオグラム  を持つ． 次元ユークリッド空間内の 3 箇所
の観測位置 
 において，標本値   
   が得られたとき，位置  に
おける値    の最良線形不偏予測を行う．
セミバリオグラム及びそのパラメータは観測データから推定されているものとす
る．地球統計学では推定されたセミバリオグラムを真のバリオグラムと同一視する
ことが通例であるため，セミバリオグラムは  D   とする．最良とは平均二乗予
測誤差 $      *        を最小化するものとする．以上を踏まえると，
線形予測は適当な重み  
  を用いて式
 となる．

*   

不偏性条件  *   
誤差は，       
となる．
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 となる必要がある．平均二乗予測
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 クリギングによる予測

図

  典型的なセミバリオグラム
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