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冗長関節アームの協調動作のためのUCM参照フィードバック制御法
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あらまし 本研究では人間の関節間協調を参考にし，冗長な関節を協調的に制御する方法を提案する．手先の
目標軌道があらかじめ与えられる軌道追従問題を設定し，肩，肘，手首からなる 3 リンクアームでモデル化した
人腕の制御方法を考える．本研究で提案する “UCM参照フィードバック制御法”では，手先の軌道に影響を与え
ない関節角度の組からなる UCM空間上に目標点を時々刻々選び続ける．この提案法と比較するために，あらか
じめ一意な関節角軌道を生成し，それを追従する “冗長性除去制御法” を設定し，シミュレーション実験を行っ
た．その結果，UCM参照フィードバック制御法は，冗長性除去制御法と比べて外乱へのロバスト性が向上した．
また，信号依存ノイズを付加し，人間の関節間協調を定量的に評価する UCM解析を行った結果，冗長性除去制
御法は UCM空間とは関係なく全方向にばらついたのに対し，UCM参照フィードバック制御法は UCM空間に
沿って大きくばらついた．このことは，UCM 参照フィードバック制御法が人間に見られるような関節間協調を
実現できることを示している．
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1. ま え が き

人間の身体には多くの冗長な自由度が階層的に存在

している．腕の単純な随意運動である 2点間到達運動

を例にとっても，手先軌道の冗長性，関節角の冗長性，

筋肉の冗長性がある [1]．例えば，始点と終点を結ぶ

手先軌道は無数に存在し，また手先軌道が一意に決定

したとしても，その手先軌道を実現する関節角の組み

合わせは無数に存在する．更に関節角の組み合わせが

決まったとしても，その関節角を実現するための筋肉

の張力の組合せは無数に存在する．これらの冗長性問

題は全て不良設定問題であり，一般的には容易に解く

ことができない．しかしながら人間は，何らかの方法

でこの冗長性問題を解き，巧みな随意運動を遂行して

いる．

2点間到達運動においては，軌道の冗長性について

†名古屋大学大学院工学研究科，名古屋市
Graduate School of Engineering, Nagoya University, Furo-

cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, 464–8603 Japan
∗日本学術振興会特別研究員

a) E-mail: s togo@nuem.nagoya-u.ac.jp

よく調べられてきた．そこでは人腕は関節角の冗長性

がない，水平面内を運動する 2リンクアームとして扱

われてきた．手先の軌道に関して，運動開始前に軌道

計画をしているモデル [2]～[4]と，計画していないモ

デル [5]～[7]が提案されている．軌道計画をしないモ

デルにおいては，手先の運動の滑らかさを表現するた

めに，弾性要素をもつ筋肉のモデルが導入されること

が多い．例えば 2リンクアームに六つの筋肉を付着さ

せた，2関節 6筋モデルが到達運動の研究に広く用い

られてきた [8]．このモデルでは軌道の冗長性と筋肉の

冗長性を同時に考えることができる．

関節角の冗長性に関しては，計算論的神経科学の分

野よりもロボティクスの分野においてよく研究され，

幾つかの解決法が提案されてきた．ヒューマノイドロ

ボットのような多自由度の関節角を制御する方法とし

ては，擬似逆行列 [9] や適当な評価関数の最適化を適

用することによって，あらかじめオフラインで各関節

角軌道を設計する方法が一般的に用いられてきた．し

かしながら，このような方法で冗長性を除去してしま

えば，全身は一意な関節角軌道を追従するだけである．

一方，人間の運動を観察するとそのような一意に定め
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られた関節角軌道ではなく，特定の運動タスクを達成

しつつ，様々な軌道が見られる [10]．すなわち，人間

は関節角軌道のばらつきを許容する柔軟な制御を行っ

ていると考えられる．では人間はどのようにして関節

の冗長性問題を解決し，そのような多様な運動を実現

しているのだろうか．

Bernstein は “人間は関節間協調を用いて冗長な身

体を制御している” と指摘した [10]．関節間協調とは

具体的には，冗長性をもった要素（運動要素：関節角

度，筋張力等）がばらついたとしても，タスクを達成

させるために制御しなければならない変数（性能変

数：手先位置，重心位置等）はばらつかないような制

御方策のことである．この関節間協調を定量的に評価

する方法としてUCM (UnControlled Manifold)解析

が提案された [11]．UCM解析では，性能変数と運動

要素の関係を表す UCM 空間を定義し，運動要素の

空間上のばらつきを，UCM空間に沿った成分 (UCM

成分)と，それと直交する成分 (ORT成分)に分割す

る．UCM成分は性能変数に影響を与えない成分であ

り，ORT 成分は性能変数に直接影響を与える成分で

ある．UCM成分が ORT成分より大きいほど，関節

間がより協調していることを表す．このUCM解析は，

これまでに様々なタスクに対して用いられてきており，

人間の運動制御の協調構造を明らかにしてきた [12]～

[14]．

本研究では UCM空間の考え方を用いて，人間のよ

うな冗長関節間の協調を実現できる，制御法を提案す

る．具体的には，関節の冗長性問題のみに着目するた

め，手先の目標軌道が指定されている軌道追従問題を

考える．目標軌道から目標 UCM空間を生成し，この

目標 UCM空間を時々刻々と参照して，目標 UCM空

間上の最適な点（関節角度の組合せ）を決定する．こ

のように時々刻々と目標 UCM空間上から最適な点を

選び続けることによって，柔軟な冗長関節の運動が達

成できる．本研究で提案するこの制御法を “UCM参

照フィードバック制御法”と呼ぶこととする．

以下，2.では，提案する UCM参照フィードバック

制御法の概要と実装のためのアルゴリズムについて説

明する．3.では，本論文で扱う到達運動のタスクの説

明とシミュレーション実験の詳細について説明する．

4. では，シミュレーション実験の結果を示す．5. で

は，シミュレーション実験で得られた結果の考察と他

の制御法との比較を行う．最後に 6. では，本論文の

まとめと今後の課題を示す．

2. UCM参照フィードバック制御法

本章では提案する UCM参照フィードバック制御法

の概要と，それを実装するためのアルゴリズムについ

て説明する．これ以降は多関節アームの到達運動を例

とするため，UCM解析における運動要素を関節角度，

性能変数を手先位置とする．

2. 1 制御法の概要

UCM空間とは性能変数に対して運動要素が冗長性

をもつ場合に定義できる空間である．この空間上の点

ではどの点をとっても，性能変数の値は一定であるの

で，運動要素の組が UCM空間上にさえあれば，タス

クを達成できる．例として肩，肘関節からなる 2リン

クアームによる到達運動において，手先の軌道を一次

元で指定した場合の UCM空間を図 1Aに示す．手先

軌道の始点と終点はそれぞれ xd(t0)，xd(tf )で指定さ

れる．座標軸はそれぞれ肩，肘の関節角度（運動要素）

図 1 UCM参照フィードバック制御法の概要．A：到達運
動の始点と終点における UCM 空間．B：冗長性除
去制御法の手先軌道の追従．C：UCM 参照フィー
ドバック制御法の手先軌道の追従

Fig. 1 Schema of UCM reference feedback control

method. A：Example of UCM space at initial

and end positions in tracking task. B：Track-

ing manner of redundancy elimination control

method. C：Tracking manner of UCM refer-

ence feedback control method.
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である．実線が運動開始時の UCM空間であり，点線

が運動終了時の UCM空間である．手先の目標軌道が

与えられているので，この UCM空間は実線から点線

へと時々刻々変化する．初期姿勢は，図中の黒点のよ

うに初期の UCM空間上の一点で与えられ，何らかの

方法で次のステップの UCM空間上の目標点を次々と

選び続けることによって，終了時の UCM空間に至る

運動が生成される．

図 1B に従来の冗長性を除去して行う制御法によ

る手先軌道の追従を示す．この方法では，各関節はあ

らかじめ評価関数によって最適化された一意な目標関

節角軌道を追従する．図中の太い実線が一意な目標関

節角軌道である．UCM空間は通常，陽には考慮され

ないが，あえて表示すると細い点線のようになり，手

先軌道を追従するので，UCM空間上のある一点を通

る．よって例えば，時刻 t − 1でノイズや外乱などが

入り，時刻 tにおける関節角度が目標関節角軌道から

外れたとすると，現在の状態をフィードバックするこ

とにより，時刻 t + 1には再び元の一意な関節角軌道

に戻るように制御される．このように従来の方法では，

各関節のばらつきを少なくすることで，タスクを達成

させる．

図 1C に UCM 参照フィードバック制御法による

手先軌道の追従を示す．この方法では，一意な関節角

軌道を用いずに，時々刻々と手先の目標軌道から目標

UCM空間を生成する．現在の時刻の UCM空間上の

点から，次の時刻の目標 UCM空間上の点の中で，評

価関数を最小にするような点を選択する．人間の滑ら

かな運動を再現するために，評価関数として入力が小

さく（トルク最小），入力が滑らか（トルク変化最小）

になるものを設定する．ここで例えば，時刻 t−1でノ

イズや外乱が入り，時刻 tにおける関節角度が目標関

節角軌道から外れたとすると，時刻 t + 1には対応す

る目標 UCM空間上から，トルクとトルク変化を最小

にするような，最適な一点（関節角の組）が選択され

る．そして従来の方法と同様に現在の状態をフィード

バックすることによって，その最適な一点に到達する

ように制御される．よって，UCM 参照フィードバッ

ク制御法では UCM空間上でのばらつきは許容したま

ま，タスクを達成することができる．

2. 2 アルゴリズム

前述した UCM参照フィードバック制御法を実装す

るためのアルゴリズムを説明する．タスクとして，図 2

に示すような肩，肘，手首関節からなる 3リンクアー

図 2 タスクの設定と関節角の定義
Fig. 2 Schematic of task condition and joint angles.

ムによる，水平面内の到達運動において，手先の目標

軌道を一次元として指定するタスクを設定する．この

3リンクアームの運動方程式は以下のように表される．

M (θ)θ̈ + V (θ̇, θ) + Dθ̇ = τ (1)

ここで，M は慣性項，V は遠心力・コリオリ力の項，

Dθ̇ は粘性項である．水平面内の運動を想定している

ので重力項は無視した．状態変数としては，関節角度

と関節角速度を用いる．

運動要素である関節角度と性能変数である手先位

置は以下のキネマティクスの式で関係づけることがで

きる．

xd(t) = l1 cos(θs) + l2 cos(θs + θe)

+l3 cos(θs + θe + θw) (2)

ここで，θs, θe, θw はそれぞれ肩，肘，手首の関節角度

である．この式 (2)を満たす θs，θe，θw が UCM空

間を成す．左辺の xd(t)は，時刻 tの目標手先位置で

ある．よって，時々刻々と手先の目標軌道が変化すれ

ば，UCM 空間も変化する．この UCM 空間の式 (2)

を満たしながら，入力トルクと入力トルク変化が最小

になるような各関節角度を決定する．すなわち，UCM

空間上の一点を決定するための評価関数を次式のよう

に定める．

E = τ T W τ +
dτ

dt

T

Q
dτ

dt
(3)

W = diag[Ws, We, Ww], Q = diag[Qs, Qe, Qw] は

重み行列である．

腕の運動方程式 (1)から，以下のようにして評価関

数の式 (3)に用いる入力トルクと入力トルク変化を計
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算する．式 (2)の UCM空間上の点 θs，θe，θw を変

数としてトルクとトルク変化を表現する．そのために，

逆ダイナミックスを用いたいが，状態変数に関節角加

速度が含まれていないため，運動方程式 (1)をそのま

ま用いることはできない．そこで，式 (1)をオイラー

法によって近似する．ある時刻 t の入力 τt と，目標

UCM空間上の点である未来の関節角度の関係を記述

するために，時刻 tから 2ステップ先まで書き出すと，

以下のようになる．

θt+1 = θt + Δtθ̇t (4)

θ̇t+1 = θ̇t + ΔtM−1(τt − Dθ̇t − V ) (5)

θt+2 = θt+1 + Δtθ̇t+1 (6)

式 (6)に式 (4)，(5)を代入することによって，2ステッ

プ先の目標関節角度 θd
t+2 と現在の入力の関係を一つ

の式で表現することができる．

θd
t+2 = θt + 2Δtθ̇t

+(Δt)2M−1(τt − Dθ̇t − V ) (7)

この順ダイナミックスの式 (7)を用いて，時刻 tの状

態において，入力に 0を与えた場合に実現する関節角

度 θ†
t+2 と，1 ステップ前の入力トルクを与えた場合

に実現する関節角度 θ‡
t+2 を以下のように求めること

ができる．

θ†
t+2 = θt + 2Δtθ̇t

+(Δt)2M−1(0 − Dθ̇t − V ) (8)

θ‡
t+2 = θt + 2Δtθ̇t

+(Δt)2M−1(τt−1 − Dθ̇t − V ) (9)

ここで，制御器は腕の順ダイナミックスを獲得してい

ると仮定する．式 (7) から，式 (8)，(9) をそれぞれ

引いて変形すると入力トルク (τt) と入力トルク変化

(τ̇ = (τt − τt−1)/Δt)を以下のように求めることがで

きる．

τt = M
θd

t+2 − θ†
t+2

(Δt)2
(10)

τt − τt−1

Δt
= M

θd
t+2 − θ‡

t+2

(Δt)3
(11)

式 (10)，(11)を式 (3)に代入することで，目標 UCM

空間上の関節角度の組を変数として評価関数を表すこ

とができる．この評価関数に UCM空間を表す式 (2)

を代入することによって，最適解は目標 UCM空間上

の点として表されるので，手先の目標軌道の追従を保

証する．計算を簡単化するために，本研究ではヤコビ

アンにより線形化した以下の式を用いる．

xd − x† = J†(θd − θ†) (12)

xd − x‡ = J‡(θd − θ‡) (13)

ここで J は，式 (2)を偏微分することで得られるヤコ

ビアンであり，x†，x‡ はそれぞれ θ†，θ‡ に対応する

手先位置である．トルクの項である式 (10) に代入す

る際には θ†
t+2 周りで線形化した式 (12)を，トルク変

化の項である式 (11)に代入する際には θ‡
t+2 周りで線

形化した式 (13)を用いた．本研究では θ†
t+2，θ‡

t+2 が

2ステップ後の目標 UCM空間上に近いと仮定して線

形化した．θd
s を消去する形で代入すると，評価関数の

式は θd
e と θd

w を変数とする関数となる．その他必要

な情報は，腕の運動方程式の慣性項，手先の目標軌道，

順ダイナミックスによる θ†
t+2 と θ‡

t+2 であり，それら

を定数項 Aにまとめると，以下の式が得られる．

E = A1(θ
d
e )2 + A2θ

d
e + A3θ

d
eθd

w + A4θ
d
w

+A5(θ
d
w)2 + A6 (14)

極値を求めるために式 (14)を θd
e と θd

w でそれぞれ偏

微分する．腕が特異姿勢でない限り，評価関数は極小

値をとる．関節の組がUCM空間上の点となるように，

E が極値をとる θd∗
e , θd∗

w を式 (2)に代入して θd∗
s を求

める．以上の計算により，最適解を解析的に求めるこ

とができるので，繰り返し計算を行わずに評価関数を

最小とする UCM空間上の点を時々刻々と求めること

ができる．そして，式 (7)に対する逆ダイナミックス

の式 (15) に，得られた目標関節角度の組 θd∗ を代入

することによって，実際の入力トルク τt を得る．

τt = M
θd∗

t+2 − θt − 2Δtθ̇t

(Δt)2
+ Dθ̇ + V (15)

今回提示したアルゴリズムは運動要素が三次元，性

能変数が一次元の場合であるが，一般に運動要素が n

次元，性能変数がm次元 (m < n)の場合でも，制御

対象のダイナミックスが既知であれば，本提案法をそ

のまま適用できる．ただし，次元が高くなると解析解

はかなり複雑な式で表される．

3. シミュレーション実験

3. 1 問 題 設 定

本研究では，図 2 に示すような肩，肘，手首関節
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表 1 アームのパラメータ
Table 1 Arm parameters.

Link1 Link2 Link3

mi [kg] 1.68 0.96 0.36

li [m] 0.32 0.25 0.18

lgi [m] 0.14 0.11 0.13

Ii [kgm2] 4.93 ×10−2 1.64 ×10−2 0.76 ×10−2

表 2 シミュレーションで用いた粘性行列
Table 2 Viscous matrix for simulation.

Joint viscosity D [Nms/rad]

Ds 1.5 Dse 0.5 Dsw 0

Dse 0.5 De 1.0 Dew 0

Dsw 0 Dew 0 Dw 0.4

からなる 3リンクアームを制御対象として，水平面内

における一次元の手先軌道追従の問題を考える．運動

要素である三つの関節角度に対して，より大きな冗長

性をもつように，手先の目標軌道を一次元として指定

した．作業座標と各関節角度を図 2 のように定義し

た．アームの物理パラメータは，身長 1.7 [m]，体重

60 [kg] の人間を想定し，平均の割合から表 1 のよう

に算出した [15]．また各関節の粘性の値は，表 2 の値

を設定した．一次元の目標軌道は手先の左右方向 (X

軸) について与えられ，始点，終点において速度が 0

の躍度最小軌道 [2] を用いて作成した．一方で前後方

向 (Y 軸)に関してはどのような値をとってもよいとい

う冗長なタスクである．原点は肩の位置とし，始点は

X 軸方向に−0.3 [m]であり，終点は−0.6 [m]である．

運動時間は 1 [s] とした．初期姿勢は，図 2 のような

姿勢をとるように，θs = 1.36 [rad]，θs = 1.06 [rad]，

θs = 0.63 [rad]とした．シミュレーションのステップ

幅は 0.01 [s] (100Hz)とした．運動方程式の積分計算

には 4次のルンゲクッタ法を用いた．

3. 2 各制御法の適用

UCM参照フィードバック制御法の評価関数である

式 (3) の重みはそれぞれ，Ws = 1/I2
1，We = 1/I2

2，

Ww = 1/I2
3，Qs = Qe = Qw = 1とした．慣性モー

メントによる重みがない場合には，それぞれの入力ト

ルクが同程度の大きさになるように最適化されてしま

う．その場合，慣性モーメントが小さく，動かしやす

い手首に大きなトルクが発生してしまい，特異な挙動

を示す．よって，慣性モーメントで重み付けをするこ

とにより，適切に入力トルクの和を最小化できる．ま

た，各関節の滑らかさは同程度であることが望ましい

ので，入力トルク変化の項には重みを付けていない．

従来法として，あらかじめ冗長性を除去した一意な

関節角度軌道を設計し，それを追従するように各関節

を制御する冗長性除去制御法を考える．その際，あら

かじめ指定する一意な関節角軌道として，外乱やノイ

ズの入っていない場合に UCM参照フィードバック制

御法で得られる目標関節角軌道 θd∗ を用いた．外乱や

ノイズが入った場合には，この目標関節角軌道を追従

するように，毎ステップ逆ダイナミックスの式 (15)を

用いて，各関節の修正トルクを決定した．

3. 3 解析・評価方法

本研究では，冗長性除去制御法に対して UCM参照

フィードバック制御法の有効性を示すために，外乱に

対する応答，関節間協調について比較を行う．外乱は，

tdis = 0.25 [s]，0.5 [s]，0.75 [s] のいずれかの時刻に，

瞬間的に手先に外力を与える．外力の大きさは X 軸

方向，Y 軸方向にそれぞれ 1.0 [N]であり，τ = JT F

の式を用いて関節トルクに分配した．

3. 3. 1 UCM解析

関節間協調を定量的に評価するために UCM解析を

用いた [11]．以下のような信号依存ノイズを仮定し，

各関節にばらつきをもたせた．

τin = (1 + e · N (0, 1))τt (16)

ここで N (0, 1) は平均 0，分散 1 の正規分布であり，

τt は逆ダイナミックスの式 (15)により得られるトル

クであり，τin は実際に入力するトルクである．ノイ

ズの強度を表す eを 0.1とした．この信号依存ノイズ

条件でのタスクを 100 回行い，ノイズが付加されて

いない場合の関節角度軌道からの偏差を UCM成分と

ORT成分に分割する．UCM空間は X 軸方向の手先

速度と関節角速度を関係付ける，ヤコビアン J の零空

間によって定義される．時刻 tの零空間の基底ベクト

ル εi,t は，0 = J · εi,t を解くことによって得られる．

関節角度の組の次元を n (n = 3)，性能変数である手

先位置の次元を d (d = 1)とすると，零空間は n − d

次元となる．よって，各関節角度の偏差を UCM空間

に射影すると以下のような式になる．

θ‖,t =

n−d∑

i=1

εT
i,t · (θt − θ̄t) · εi,t (17)

ここで θ̄t は，ノイズが入っていないタスクにおける，

時刻 tでの関節角度の組である．UCM空間に垂直な

成分は以下のようになる．

θ⊥,t = (θt − θ̄t) − θ‖,t (18)

350



論文／冗長関節アームの協調動作のための UCM 参照フィードバック制御法

自由度で正規化をかけて，各時刻における UCM成分

(VUCM )と ORT成分 (VORT )は以下のようになる．

VUCM,t =
θ2
‖,t

n − d
(19)

VORT,t =
θ2
⊥,t

d
(20)

そして，関節間協調の度合を定量的に評価するために，

以下のように協調度 σt を定義する [14]．

σt =
VUCM,t − VORT,t

VTOT,t
(21)

ここで，

VTOT,t =
(n − d) · VUCM,t + d · VORT,t

n
(22)

である．協調度が高い場合とは，ORT成分が 0，つま

り協調度が σt = n/(n − d) = 1.5に近いほど，UCM

空間に各関節角度のばらつきが大きく分布しているこ

とを示している．

4. 結 果

図 3A に全関節の入力トルクの二乗和の時系列を

図 3 A：全関節のトルクの二乗和．B：手先の目標軌道との誤差の二乗和．C：各関節
角度軌道．

Fig. 3 A：Sum of squared input torque. B：Sum of squared hand trajectory error.

C：Profiles of joint angle.

図 4 外乱を与えた際の全関節トルクの二乗和
Fig. 4 Sum of squared input torque in the task with the perturbation.

示す．外乱やノイズが入っていないので，UCM参照

フィードバック制御法でも冗長性除去制御法でも同じ

入力波形が得られた．図 3Bに手先の目標軌道との誤

差の二乗和を示す．これも両制御法とも入力が同じで

あるので，出力も同じ結果となり，同様の軌道誤差を

示した．また，図 3Cに各関節角度軌道を示す．これ

も両制御法ともに，同じ角度軌道が得られた．

4. 1 外乱に対する応答

図 4 に外乱を与えた際の全関節トルクの二乗和

の時系列を示す．左から順に外乱を入れた時間が

tdis = 0.25 [s]，0.5 [s]，0.75 [s] である．縦の一点鎖

線が tdisの時刻を示している．冗長性除去制御法では，

外乱が加わった直後に入力トルクが大きく振動し，そ

の後収束するのにも時間がかかっている（図 4 点線）

ことが分かった．それと比較して UCM参照フィード

バック制御法は，外乱が入った直後に小さく振動し，

その後素早く収束している（図 4 実線）ことが分かっ

た．また，図 5 に評価関数である式 (3)のトルク変化

の項を除いた場合の結果を示す．冗長性除去法におい

ては図 4 と同様のトルクの振動が見られ，UCM参照

フィードバック制御法においても，トルク変化の項が
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図 5 外乱を与えた際の全関節トルクの二乗和（評価関数 (3) にトルク変化項がない場合）
Fig. 5 Sum of squared input torque in the task with the perturbation (The cost

function (3) does not contain the torque change term).

図 6 両制御方法による実現軌道の違い．A：冗長性除去制御法．B：UCM 参照フィー
ドバック制御法．

Fig. 6 Difference of realized trajectories between two control methods. A：Re-

dundancy elimination control method. B：UCM reference feedback control

method.

ある場合（図 4 実線）と比較すると振動の収束に時

間がかかっていることが分かった．しかし，UCM参

照フィードバック制御法は冗長性除去制御法よりも小

さな入力で，外乱に対応できていることが分かった．

紙面の都合上図は省略するが，各関節のトルクのプロ

ファイルも全て図 4，図 5 と同様の傾向を示した．

4. 2 UCM解析

図 6 に信号依存ノイズを加えたときの各制御法に

よる手先の実現軌道の比較を示す．100回のタスクの

うち，20, 40, 60, 80, 100回目の結果を重ね描きで示

す．縦の一点鎖線が目標手先位置であり，この線上に

手先があればよいというタスクであり，時々刻々この

鎖線は左方向に移動する．縦の実線が終点の手先位置

である．図 6Aの冗長性除去制御法は，信号依存ノイ

ズで関節角が目標から外れたとしても，すぐに元の一

意な目標関節角軌道に戻るので，全ての試行でほぼ同

じ関節角軌道を描くことが分かった．一方，図 6Bの

UCM参照フィードバック制御法は，信号依存ノイズ

の影響を受けて，目標関節角軌道を修正し続けるので，

試行によって異なる関節角軌道を描くことが分かった．

図 7Aに全関節トルクの二乗和の平均と標準偏差の時

系列を示す．灰色で塗りつぶされた面積の部分が標準

偏差を示しており，中心の線が平均値である．図 3A

と比較すると，UCM 参照フィードバック制御法は，

信号依存ノイズが付加されていない場合と似た平均プ

ロファイルをもち，標準偏差も比較的小さいことが分

かった．一方，冗長性除去制御法は，タスク後半にな

るにつれて平均プロファイルは大きくなる傾向があり，

また標準偏差も非常に大きく，トルクのばらつきが大

きいことが分かった．図 7Bに手先の目標軌道との誤
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図 7 A：信号依存ノイズが付加された場合の全関節トル
クの二乗和．B：手先の目標軌道との誤差二乗和の
ノイズが入っていない条件からの増加分．

Fig. 7 A：Sum of squared input torque in the task

with the signal dependent noise. B：Increase

of sum of squared hand trajectory error.

図 8 UCM 成分と ORT 成分の時系列．A：冗長性除去
制御法．B：UCM 参照フィードバック制御法．

Fig. 8 Time series of UCM component and ORT

component. A：Redundancy elimination con-

trol method. B：UCM reference feedback con-

trol method.

差二乗和のノイズが入っていない条件 (図 3B)からの

増加分の平均と標準偏差を示す．冗長性除去制御法の

方が，軌道誤差の平均の増加が大きく，またばらつき

も大きいことが分かった．

図 8 に各制御法における UCM 成分と ORT 成分

の時系列を示す．上段の冗長性除去制御法において

は，入力トルクが大きくなる時刻で ORT成分が大き

くばらつくことが分かった．また，下段の UCM参照

フィードバック制御法では，一貫して ORT成分は小

さく，UCM成分は運動後半になるにつれて大きくなっ

ていったことが分かった．また縦軸のスケールを比較

すると，UCM参照フィードバック制御法の方が，ば

らつきの大きさ自体は大きいことが分かった．図 9 に

各制御法における協調度の時系列を示す．UCM参照

フィードバック制御法では一貫して，1.5 付近，つま

り高い協調度を示していることが分かった．それと比

較して冗長性除去制御法では，ばらつきが大きく，特

に運動後半では関節間協調がないとされる 0の値付近

にまで協調度がばらついていることが分かった．

5. 考 察

本研究では，人間のような冗長関節を協調的に制御

する UCM参照フィードバック制御法を提案した．手

先の目標軌道から関節座標における UCM 空間を生

成し，トルクとトルク変化量に関する評価関数が最小

となる関節角の組を探索するアルゴリズムを提案し

た．計算機シミュレーションの結果，提案した UCM

参照フィードバック制御法は，冗長性を利用すること

により外乱に対してロバストになり，ノイズに対して

も入力トルクを抑えられることを明らかにした．更に，

UCM解析によって高い協調度を示した．

図 4 に示すように，外乱に対する修正トルクは冗

長性除去制御法の場合に大きく振動した．これは外乱

によって逸脱された状態から，あらかじめ定められた

目標関節角度に戻るために過大なトルクが必要となる

ためと考えられる．それと比較して UCM参照フィー

ドバック制御法では，外乱が入ってもその状態から入

力トルクが最小となるように，UCM空間上の点を選

びなおすので，手先の目標を正確に実現しながら，外

乱印加直後の入力トルクは低く抑えられる．更に図 4

と図 5 の比較から分かるように，トルク変化を小さ

くする項があれば収束までのトルクの振動も抑えられ

る．なお，評価関数の式 (3)をトルク変化の項のみと

すると，運動終了時にトルクが 0に収束しない．これ

らの結果から評価関数がトルクとトルク変化の和であ

ることの有効性を確認できる．信号依存ノイズを付加

した場合には，図 6 に示すように，実現する運動が各
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図 9 協調度の時系列
Fig. 9 Time series of index of synergy.

制御法によって異なった．冗長性除去制御法の場合は，

信号依存ノイズによって入力トルクが大きくばらつい

た．これは，関節角が目標から外れても再び一意な軌

道に戻ろうとし，大きなトルクで軌道修正するためで

ある．この入力の増大により，再び信号依存ノイズの

影響を強く受ける．よって実現する運動は，図 6Aに

示すように一意な運動であるが，入力トルクは図 7A

のように平均が大きくなり，ばらつきも大きくなった．

また，この入力トルクのばらつきに対応して，各分散

成分も図 8Aに示すようにばらついた．一方 UCM参

照フィードバック制御法は，信号依存ノイズによって

入力トルクがばらつき，関節角が目標から外れても，

再びトルクが小さく滑らかになるように目標を選びな

おす．よって，図 6Bに示すように試行ごとに異なる

運動を実現した．この目標の再選択の効果によって，

入力トルクのばらつきも図 7A のように小さくなっ

た．UCM 空間上でのばらつきは X 軸方向の手先位

置に影響しないので，運動後半になるにつれて図 8B

の UCM成分のように大きくなった．これらの違いは

図 9 に示す協調度に現れ，UCM参照フィードバック

制御法は UCM 方向へのばらつきを許容しているの

で，高い協調度を維持する．一方，冗長性除去制御法

は UCM空間に関係なく，等方向にばらつくので協調

度が低くなる．これらの結果は，高精度の手先軌道追

従のためには，全ての関節に一意な関節角軌道を追従

させ，各関節のばらつきを小さくするということが，

必ずしも適切ではないことを示唆している．

Yangらは，人間の行う 2点間の到達運動のタスク

に対して UCM解析を用いて，関節間協調について調

べた [16]．性能変数は二次元の手先位置であり，運動

要素は四つの関節角度である．結果としては，全運動

時間に渡って UCM 成分が ORT 成分よりも大きく，

UCM成分は運動後半になるにつれて増加する傾向を

示した．我々が提案した UCM参照フィードバック制

御法は，Yangらが報告した実際の人間の巧みな関節

間協調の特性をうまく表現できる可能性がある．

関節角の冗長性問題を扱った制御法はこれまで幾つ

か提案されているが，UCM空間上で直接目標軌道を

扱う研究はない．例えば Morasso らの提案した全身

リーチングのモデルにおいては，UCM空間での挙動

を決定するために，各関節に対する重みに相当するア

ドミタンス配列を導入している [17]．また，Todorov

らが提案した最適フィードバック制御 [6]は，最小介入

原理 (Minimal intervention principle) [18]という考

えに基づいている．この原理は，性能変数に影響があ

る場合にのみ運動要素に最小の修正を加えるという原

理であり，UCM解析における関節間協調の考え方と同

じである．本研究で提案した UCM参照フィードバッ

ク制御法も基本的にはこの最小介入原理を実現する制

御法である．本提案法と最適フィードバック制御の異

なる点は目標軌道の追従の仕方にある．最適フィード

バック制御の枠組みにおいて，目標軌道との差を評価

関数に組入れることで軌道追従制御を実現できる．高

次元の自由度をもつ人腕のモデル [19]や冗長ロボット

アームの制御 [20]においても最適フィードバック制御

の枠組みを利用する場合は同様の方法で軌道追従を行

う．しかしこの場合には，軌道追従の正確さと入力の

最適性が重みによるトレードオフの関係となり，準最

適解に陥ってしまう．よって重みの値によっては目標

値の近傍でしか追従できないこととなる．一方 UCM

参照フィードバック制御法では，あらかじめ目標軌道

から目標 UCM空間を生成し，その目標 UCM空間上

から入力を最適とする一点を探索する．これにより，

追従精度と最適入力のトレードオフは発生せず，高精

度な軌道追従能力を最適な入力で達成することができ

る．有本らの提案した仮想バネ・ダンパ法 [21]は，手

先に仮想的にばねとダンパを配置することによって，

関節がばらつくことを許容し，各関節のプロファイル

は受動的に決定される．これらの方法でも関節間協調

を表現することはできるが，手先のばね・ダンパの係

数を適切に決定しなければならないという問題がある．

また，一度その値を決定したとしてもタスクが変わる

たびに，新しい値を設定しなければならない．それと

比較すると，本研究の UCM参照フィードバック制御

354



論文／冗長関節アームの協調動作のための UCM 参照フィードバック制御法

法は，そのようなパラメータ調節なしに，関節間協調

を表現できる．上記三つの方法はどれも一般的にトル

ク変化に関しては最適ではないので本提案法が示した

小さなトルクで素早く応答することは難しいと考えら

れ，精度よく外乱に対してロバストな制御を行うには

本提案法が適していると考えられる．

最後にロボティクスの分野で研究されてきた擬似逆

行列を用いた逆キネマティクス変換との関連を考察す

る．擬似逆行列による逆キネマティクス変換では，一

般的に関節角速度を最小にし，入力トルクやトルク変

化に関しては最適でないので，図 4 に示すようなロバ

ストな外乱応答はできない．また，ロボティクスにお

いては self-motion manifold [22] という UCM 空間

に近い概念が提案されているが，幾何学的な解析にと

どまっており，それを陽に扱った制御法の提案やそれ

による関節間協調の定量評価などはなされていない．

また，この self-motion manifoldは主にロボットマニ

ピュレータの研究に用いられてきたため，手先効果器

の状態に対する関節角の空間として定義される．それ

と比較すると，UCM空間は self-motion manifoldよ

りも更に幅広い問題で扱われている．例えば，人間の運

動解析の研究においては，UCM空間を成す運動要素

と性能変数の組合せとして，関節角度と重心位置 [23]，

指先力とその合力 [24]，筋電と圧力中心 [25]，筋電と

重心位置 [26]，関節の角運動量と全身の角運動量 [27]

など様々なものが調べられてきた．これらの UCM空

間は，目標軌道があることが前提であるが，全て本研

究で提案する UCM参照フィードバック制御法へと応

用可能である．よって本研究で提案した UCM 参照

フィードバック制御法は，従来ロボティクスで用いら

れてきた擬似逆行列を用いるよりも外乱やノイズに対

してロバストであり，self-motion manifoldを用いる

方法よりも更に広範囲の問題を扱うことができる．更

に，対象のダイナミックスが既知であれば nリンクの

冗長マニピュレータの制御への拡張も可能である．そ

の際の評価関数としては運動要素の関数として表現で

きる物理量であればどのようなものでも設定できる．

6. む す び

本研究では，人間の関節間協調の方策を参考に，冗

長な関節を協調的に制御する UCM参照フィードバッ

ク制御法を提案した．あらかじめ与えられた手先の

目標軌道から時々刻々と UCM空間を生成し，現在の

状態からトルクとトルク変化量の評価関数が最小と

なる関節角の組を探索するアルゴリズムを提案した．

UCM 参照フィードバック制御法と比較するために，

提案法と同様の評価関数で一意な関節角軌道をあらか

じめ生成し，それを追従する冗長性除去制御法を設定

し，シミュレーション実験を行った．その結果，提案

した UCM参照フィードバック制御法は，手先に外乱

を与えた場合に小さなトルクで応答し，またトルク変

化最小の項の働きによって，トルクの収束性も向上し

た．更に，入力トルクに信号依存ノイズを付加した条

件でのシミュレーションを行い，関節角度のばらつき

を UCM解析によって解析した．その結果，冗長性除

去法は UCM空間とは無関係に等方向なばらつきを示

した一方，UCM 参照フィードバック制御法は UCM

空間に沿って大きくばらつきが分布した．このことは

UCM解析においては高い協調度となって現れ，本提

案法は人間のように多彩で柔軟な関節間協調を実現で

きることを示した．

今後の課題として，様々な UCM空間を組み合わせ

て，より複雑なタスクを達成させることが挙げられる．

また，本研究では関節角の冗長性のみに着目したが，

軌道の冗長性，筋肉の冗長性も全て考慮に入れたモデ

ルへの拡張も今後の課題として挙げられる．
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