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�� はじめに
ヒューマノイド運動制御の研究は，個別の動作を各

論的に講じる段階から，多彩な動作を統一的に実現し，

生身の人間のように躍動的に運動させる技術�アニマト

ロニクス�を展開する段階へと移りつつある．今後，ロ

ボットと研究者双方にとって一層苛酷な運動実験を行

なう場面が増え，小型・軽量なヒューマノイドロボット

が実験を円滑化するプラットフォームとなり得る．筆者

ら ���もこれまでに，全高 ����弱，総重量約 �����と

小型ながら，産業用ロボットと同種の高精度なモータ・

減速器から成る機体を開発し，研究を行なってきた．

小サイズなロボットでは，配線を含む電装系は必然

的に高密度になり，保守性の低下や機構部品との干渉

による故障を招きがちである．また高性能なプロセッ

サの搭載が困難であり，体内ネットワークによる分散

処理系の構築がしばしば望まれるが，十分な通信レー

トを有する媒体はこれまでにあまり提示されていない．

本稿ではこれらに対する提案と，筆者らが新たに開発

したロボットの機構・システム構成について述べる．

�� アニマトロニックヒューマノイド�����

��� 機構

開発したロボットの外観を 	
��� に示す．全高約

����，総重量約 ����，関節数は ��（うち ��が駆動関

節）である．機構設計は初号機の方針を概ね踏襲して

おり，二軸直交関節モジュールをマグネシウム性薄肉

外骨格により連結した軽量・高剛性でかつ保守性の高い

構造としている．	
���に示すような関節配置をとり，

可動範囲の確保や特異姿勢の排除などに努めている．

初号機との機構上の主な差異は，次の �点である．

�� 外殻肉厚の再計画

初号機では，構造部品を �����程度の薄肉外殻と

することを目指したが，部品の加工方法上の理由

で肉抜きが行なえない箇所もあり，重量の増加に
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つながっていた．新たに開発したロボットでは必

要に応じて部品の分割を行い，そのような箇所を

極力排除した．結果，外郭部品の総体積は ������

から ������ に（総重量に対する割合に直すと全

体の ���から ���に）削減された．

�� 股関節部の強化

	
��������� にそれぞれ初号機，次号機の股関節

屈曲伸展軸の構造を示す．ハッチングを施した部

分が出力側可動部である．図のように出力軸を �

点支持から �点支持に変更し，ベアリングのバッ

クラッシュによる胴体の揺動を抑えた．また外内

転軸用駆動モータも，出力を ���から ���のも

のに変更した．

��� ハードウェアシステム

	
���に，�����のハードウェアシステム構成を示

す．システムは，山本ら �!� の開発した ��
������� 

を中核としている．これはアクチュエータおよび各種
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センサを除いた電装系を内包する，ロボットボディか

ら独立したコアユニットであり，
�四肢末端部からの

精密電子回路部品の排除，

�配線の単純化による自己

破断の危険性の低減，


�開発の初期段階における電装

系単体試験の円滑化，
!�センサ・アクチュエータの搭

載個数変更の容易化といった利点がある．

��
������� にはバッテリおよびメインプロセッサ

ボード（"#$
������，% !
� %�
! �&）が搭載されてお

り，無線 '�( を介したリモート操作が可能な自立シ

ステムとなっている．また，小型プロセッサ（)�，ル

ネサステクノロジー）により制御される �軸モータ回

転角制御器および�*%コンバータ �チャンネルを持つ

ボードを，株式会社スリーテックと共同で今回新たに

開発した．	
���にその外観を示す．

メイン �+� ボードと )� 制御ボードは，��� �

（,� -� �.�
��）�#� による体内ネットワーク上のノー

ドをなす．これは，マルチドロップ式に接続したメモ

リチップを高サイクルで同期させて仮想的な共有メモ

リを構成し，複数の �+�間通信を可能にするもので

ある．全メモリの同期サイクルはノード数に依存する

が，�����のシステムでは約 ��/�& �0を要すること

が判っている．

その他，採用した主なコンポネントを��12 �に示す

�� 運動実験
開発したロボットに，
�前屈動作（鉛直軸からの傾

倒角 �� 度），

�シャドウボクシング（手先平均速度

��/��*&0），


�膝屈伸動作（膝最大屈曲角約 ��度），


!�前進歩行動作（歩行速度約 ��/��*&0），!�前屈動作

（鉛直軸からの傾倒角 ��度）などを行なわせた．	
���

はそれらの動作をシーケンシャルに再生した際のスナッ

プショットである．各々の動作軌道は境界条件緩和法

�%�により作成した．

�� おわりに
開発した小型ヒューマノイドの機構および制御ハー

ドウェアシステムについて述べた．

なお本研究は，科学研究費補助金基盤研究 �,��課題

番号：��������� および新エネルギー・産業技術総合

開発機構 �("%3� 平成 ��年度 ��世紀ロボットチャレ

ンジプログラム「次世代ロボット実用化プロジェクト」

の支援を受けた．
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