
平成 26年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集 

計算システム工学分野 

遺伝的プログラミングを用いたロボットアームの障害物回避 

―順次各軸動作プログラムの自動生成― 
学籍番号 25413537 氏名 佐藤 洋太 

指導教員名 水野 直樹 

 

 

1 はじめに 

 近年，ロボットの活躍の場は生活空間などに広ま

っており，動作を妨げる障害物などが存在するよう

な環境では，ロボットの制御システム自身が自動的

に動作を決定する機能を持つことが望ましい． 

ロボットアームの障害物回避動作を自動生成す

る方法として遺伝的アルゴリズムを用いたもの[1]

があるが，これは軌道計画や回避動作の一つ一つの

数値解を求めるものであり，一度に全ての動作計画

を生成するものではない．そこで，本研究ではロボ

ットアームが順次各軸動作を行う条件下で，障害物

を回避するような動作計画を遺伝的プログラミン

グ（以下 GP と呼ぶ）によって生成する手法を提案

する． 

GPによって動作関数を自動生成することで，より

複雑な障害物配置での回避動作を行うことが期待

でき，各軸の動作のみを指示するため特異姿勢の問

題を回避することができる． 

 

2 対象とするロボットアーム 

 本研究では図 1 に示すよ

うな RPP型 3自由度ロボット

アームを想定する．各リンク

は円柱とし，そのパラメータ

を表 1に示す．また，各関節

は球状としその半径はロボ

ットアームのベースから各

関節を肩，肘としたとき，肩

は Link1，肘は Link2，手先

は Link3と同じ半径とする． 

さらに，ロボットアームが

図 1の x軸方向を向き，q2=q3=0[deg]の状態を基準

とした各関節の可動域を表 2に示す． 

 

表 1：ロボットアームのパラメータ 

 長さ [mm] 半径 [mm] 

Link1 317 148.4 

Link2 450 122.2 

Link3 550 92.2 

 

表 2：各関節の可動域 

q1 ±177 

q2 ±91 

q3 ±137 

 

3 GPによる順次各軸動作プログラムの生成 

3.1 GPの概要 

GP とは遺伝子の交叉や突然変異など生物の進化

のメカニズムを工学的に扱い，自動生成する関数や

プログラム（個体）を木構造で表現する手法である． 

 

3.2 順次各軸動作プログラムの表現 

GP において個体を表現する木

構造は，引数を持つ非終端ノード

と引数を持たない終端ノードに

よって構成される．本研究では図

2 に示すように，引数を順次実行

する Prog2[2]などの非終端ノード

を用いることにより，各個体がロ

ボットアームの各軸を順次動作さ

せるプログラムを表現している．なお，本研究では

動作開始時の姿勢から個体の表すプログラムの動

作を全て行った後に，その姿勢から全軸を同時に動

作させ，動作目標の姿勢へ到達させるものとする． 

 

3.3 各ノードの設定  

木構造を構成する非終端ノード及び終端ノード

を以下に示す． 

 

【非終端ノード】 

(a)引数 2個または 3個を順次実行するノード 

「Prog2, Prog3」 

(b) 1つの軸を動作させるノード 

「q1, q2, q3」 

(c)2つの軸を同時に動作させるノード 

「Simq1q2, Simq1q3, Simq2q3」 

(d)全ての軸を同時にけ動作させるノード 

「SimAll」 

【終端ノード】 

(e)各軸を動作させる角度の値を与えるノード 

「Dm30, Dm29, …, Dm1, D0, D1, …, D30」 

それぞれ-30, -29, …, -1, 0, 1, …,30[deg]を

表す． 

 

(a)のノードは(b)，(c)，および(d)のノードのみ

を引数として持ち，また(b)，(c)，および(d)のノ

ードは(e)の終端ノードのみを引数として持つよう

に設定する． 

 

3.4 適合度の定義  

GPでは適合度を定義し，各個体の評価を行うこと

図 1：RPP型 3自由度

ロボットアーム 

図 2：個体の持

つ木構造 
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で目的の解を得ることができる．本研究では，ロボ

ットアームの障害物回避および目標姿勢に到達す

るまでの手先軌道の最短化を課題とし，これを実現

させるために以下のように適合度を定義した． 

まず，開始姿勢から目標姿勢に到達するまでの手

先軌道の長さを ，開始姿勢の手先位置と目標姿勢

の手先位置の距離を  とし，目標姿勢に到達するま

での手先軌道の長さを評価する最短軌道適合度  を 

                   
  

 
 (1)  

とした．ただし，     は  の最小値を与える 0 から

1 の任意の値であり，この値が小さいほど  が全体

の適合度に与える影響が大きくなる． 

次に，障害物に衝突した場合，最初に衝突した時

の手先位置と目標姿勢の手先位置の距離を  とし，

障害物に衝突した場合の評価を与える障害物衝突

適合度  を 

           

  
  

  (2)  

とした．ただし，  は障害物に衝突した場合の全体

の適合度の最大値となる 0から 1の任意の値であり，

  は任意の係数である．なお，  が負の値となる場

合は    とする． 

 さらに，個体の表すプログラムの動作が全て終了

した時の手先位置と目標姿勢の手先位置の距離を  
とし，目標姿勢にどれだけ近づいたかを評価する終

了時姿勢適合度  を 

      
  
  
 (3)  

とした．ただし，  は障害物に衝突した場合にのみ

適用するものとする． 

 したがって，個体に与える全体の適合度 は，障

害物に衝突した場合， 

            (4)  

となり，障害物に衝突しなかった場合， 

      (5)  

となる．また，各関節の可動域を越えた動作を行っ

た個体は上記の適合度に関係なく   とする． 

 

4 シミュレーションによる検討 

4.1 条件設定 

図 3に示す障害物配置において開始姿勢から目標

姿勢への障害物回避動作を GPによって生成した． 

 

 
図 3：障害物配置 

開始姿勢および目標姿勢は表 3に示す通りである．

障害物は半径 50mm の球であり，肘を大きく引いて

回避するような動作が不可能な背面の壁が存在し，

また手先を大きく上に伸ばして回避することが困

難な天井が存在するとした． 

 

表 3：開始姿勢と目標姿勢 

 開始姿勢 [deg] 目標姿勢 [deg] 

q1 150 30 

q2 30 30 

q3 60 60 

 

4.1 シミュレーション結果 

 GP によって生成された順次各軸動作プログラム

の一例を図 4に示す．さらに，生成されたプログラ

ムによる障害物回避動作を図 5に示す． 

 

 
図 4：生成された動作プログラム 

 

 
図 5：生成された動作プログラムによる回避動作 

 

図 5より，ロボットアームが生成されたプログラ

ムによって障害物回避を行っていることがわかる． 

 

5 まとめ 

本研究では，遺伝的プログラミングによってロボ

ットアームが障害物回避を行うような順次各軸動

作プログラムを自動生成する手法を提案し，シミュ

レーションにより提案手法の有効性を確認した． 
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