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Abstract— An autonomous biped controller synthesized from a ZMP manipulation and a pedipulation
is proposed. The former actuates COM under the current supporting state, while the latter deforms the
supporting region to achieve the desired actuation in the future. They run on an identical body without any
confliction, since they originate with the same simulated regulator.
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1. はじめに

二脚ロボットには，複雑な地形を頑健に踏破する能

力が求められる．正確なモデル化の難しい環境で起こ

る様々な事象に対し，柔軟に振る舞うことが必要であ

る．時刻の関数で記述された参照軌道に従って運動制

御する方法 [1] [2] は，概して外因的事象に対する柔軟

性が不足する．制御系は，時刻を陽に含まない自律系

として設計されることが望まれる．

慣性系に直結した駆動器を持たない脚ロボットの制

御は，環境と身体との接点を介した反力の間接操作 [3]

と，支持状態を不連続に切り替える制御 [4][5]の共働に

よって達成される．これらは，同じ運動の異なる二つ

の側面にそれぞれ焦点を当てた，二脚ロボットの機動

力を支える相補的な基盤と言える．両者とも強い非線

形な性格を有するため，参照軌道に頼らずにこれらを

統合することは容易ではない．

本稿では，上記の二者を齟齬なく統合する制御系を

提案する．重心および ZMP[6]に着目したロボットの

近似モデルをもとに，ZMP の存在範囲に関する制約
を無視した模擬レギュレータを構成し，これが要求す

る ZMPと実際の支持状態との間に不整合が生じた際，
実状に整合させる ZMP操作と，将来的に不整合を解
消するよう支持領域を変形する運脚制御を同時に行う．

ZMP操作と支持状態切り替えをシームレスに結合する
方法は大石ら [7] も提案しているが，重心の制動に適用

が限定されている．

2. 重心–ZMP模擬レギュレータ

2·1 線形近似システムと模擬レギュレータ

Fig.1右のような，近似的に全質量が重心に集中し

たモデルを仮定しよう．鉛直上向きに z 軸，ロボット

の進行方向に x軸，それらに直交する方向に y軸をそ

れぞれ設け，重心および ZMPの座標をそれぞれ pG =
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(a)Precise anthropomorphic model (b)Inverted pendulum metaphorized model

Fig.1 Approximately mass-concentrated biped model

[ x y z ]T，pZ = [ xZ yZ zZ ]T とすると，水平方向
の運動方程式は次式で表される．

ẍ = ω2(x − xZ) (1)

ÿ = ω2(y − yZ) (2)

ただし，

ω2 ≡ z̈ + g

z − zZ

(
≥ 0

)
(3)

と定義した．gは重力加速度である．また zZ は地面の

高さであり，既知とする．この式は，ZMPを操作量と
して重心を制御できることを示唆する．しかし，ZMP
と重心の動きの関係はあまり単純でない．たとえば両

脚支持状態から片足を持ち上げる場合，重心の進行方

向への運動を阻害しない範囲で ZMPを素早く軸足に
移すという，一見矛盾した操作が要求される．そこで，

ZMPに顕われるモードを陽に設計できるよう，ZMP
を状態変数に含め，ZMPの変化率を入力とした次のよ
うなシステムを考えよう．

ẋ = Ax + bu (4)



ただし Eq.(1)(2)の対称性より x軸についてのみ考え，

x ≡

 x

ẋ

xZ

 , A ≡

 0 1 0
ω2 0 −ω2

0 0 0

 , b ≡

0
0
1

 , u ≡ ẋZ

である．ここで，重心の鉛直方向の運動が水平方向の

運動と比較して十分緩慢である，すなわち ω ' const.
と仮定した．ZMP変化率は参照状態 ref xまわりの状

態フィードバックによって決定する．

u = kT(ref x − x) (5)

たとえば極配置法などを用いれば，ZMP 移動に速い
モードを与えるようにゲイン kを設計できる．y 軸方

向についても同様に考える．このシステムの ZMPは，
支持領域内に拘束されず，必ずしも実際の支持状態と

整合しない．そこでこれを模擬 ZMPと呼ぶことにし，
SpZ =

[
SxZ

SyZ zZ

]T
で表そう．

SpZ が支持領域の外部に存在することは，現在の支

持状態では所望の加速度を重心に供給できないことを

意味する．このため，次の二つの制御が必要である．一

つは，支持領域上の SpZ の最近傍点
dpZ を目標 ZMP

とし，力学的に可能でかつ所望の値に最も近い加速度

を与える制御である．これは筆者ら [8] によってすでに

提案されている．いま一つは，SpZ を将来的に包含す

るように支持領域を拡大変形する制御である．これに

ついて次節で述べる．

なお，梶田ら [9]も同様のシステムを用いているが，

先験的に与えた ZMP軌道に追従させることを目的と
しており，自律系としての制御系設計とは異なる．

2·2 模擬 ZMPに基づく運脚制御

支持領域の変形は，脚を踏み替えることで達成さ

れる．軸足および遊脚足先の位置をそれぞれ pS =
[ xS yS zS ]T，pK = [ xK yK zK ]T としよう．ここ
では ZMPがすでに軸足内にあるとし，遊脚先目標位
置 dpK =

[
dxK

dyK
dzK

]T
を次のように決める．

模擬レギュレータの要求する重心加速度および実際

の支持状態において可能な重心加速度は，それぞれ模

擬 ZMP および目標 ZMPと重心との位置関係で定ま
り，両者が矛盾したときに踏み出しの必要性が生じる．

ZMPは水平面上の点であるので，実際には x軸および

y軸に分けて考える．dxK は次式で与える．

dxK =

λx
SxZ + (1 − λx)xS (ιx < 0のとき)

xK (ιx ≥ 0のとき)
(6)

ιx ≡ (x − SxZ)(x − dxZ) (7)

ただし λx は踏み出し量を決める定数（λx > 1）であ
る．すなわち，所望の重心加速度と実際に与えられる
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Fig.2 foot location modification function in y-axis
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Fig.3 foot height function in xz-plane

重心加速度が逆向きである場合には，着地時にただち

に向きを揃えられる位置へと遊脚を運び，そうでない

ときは現在の位置を維持する．y軸方向については，同

様の計算によって λy から dy′
K を求めた後，両脚の干

渉を避けるために次のような変換を施す．

dyK = ȳ +
1
2

{
dy′

K − ȳ ±
√

(dy′
K − ȳ)2 + a

}
(8)

ただし複号は，左足は +，右足は − とする．これは
Fig.2のような概形をとる．定数 aが小さいほど，漸

近線の折れ点 (dy′
K , dyK) = (ȳ, ȳ)に変換曲線が近づく．

遊脚足先の初期位置を pK0 = [ xK0 yK0 zK0 ]T と
し，目標遊脚高さ dzK をたとえば

dzK = 2h
√

θ(1 − θ) (9)

θ ≡ min
{

(dxK − xK0)2 + (dyK − yK0)2

|xS − xK0 + s|
, 1

}
(10)

で決定すれば，dyK = yK0が維持される場合に，Fig.3

のような最大高さ hの楕円弧に沿って軸足位置から歩

幅 sで着地するような遊脚の運動が得られる．

このように決めた dpK は時間的連続性は考慮してお

らず，ZMPが軸足に移った瞬間，もしくは重心に対す
る模擬 ZMPと目標 ZMPの位置関係が反転した瞬間に
跳躍する恐れがある．そこで実際には，たとえば 2次
のローパスフィルタなどを通して平滑化する．

以上の制御系をFig.4のブロック線図に示す．図中，

IP Observer は目標 ZMPdpZ と等価な目標重心位置
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Fig.4 Block diagram of the proposed biped control system with the simulated regulator

dpG を出力するサブシステムである [10]．運脚制御器

と ZMP操作による重心制御器が，模擬レギュレータ
から分岐し逆運動学に合流していることが分かる．

3. 目標状態/支持状態遷移の結合による
自律的連続歩行

参照重心位置を ref pG =
[

ref x ref y ref z
]T
とする

と，x軸方向の模擬レギュレータの参照状態は ref x =[
ref x 0 ref x

]T
となる．ref pGを故意に支持領域の外

部に設ければ，前節の制御によって踏み出し動作が生

成される．踏み出しによって支持領域が ref pG を内部

に含むように変形されたら，再度 ref pを支持領域外部

に移動させる．このように，参照状態の遷移と支持状

態の遷移を結合することによって，継続的な歩行が実

現される．具体的には，歩幅 sが与えられたら，x軸

方向の軸足位置 xS に対し次式で ref xを決定する．

ref x = xS + rs (11)

ただし rは適当な正の係数（0 < r < 1）である．また，
方向転換する場合には，x軸，y軸を指定された進行方

向に合わせて改めて設け直し，上式によって目標重心

位置を与えれば良い．

4. シミュレーション

Fig.5に示すロボット [11]を想定して，先端以外に質

量を持たない倒立振子モデルを用いたシミュレーション

を行い，提案する制御を検証した．振子の高さは0.27[m]
とし，両足裏面とも前方に 0.055[m]，後方に 0.04[m]，
左右にそれぞれ 0.035[m] の幅を持つものとした．状
態フィードバックゲインは極配置法により設計し，極

は x 軸方向に関して −3,−6,−10，y 軸方向に関して

−2.5,−25,−30とした．各制御パラメータをそれぞれ
λx = 2，λy = 3，a = 0.001，r = 0.9とし，最大足上
げ高さは h = 0.01[m]とした．また遊脚目標位置には，

2次のローパスフィルタ
1

(0.02s + 1)2
を施した．初期

状態は (x, y) = (0, 0)で静止しているとし，両足の初
期位置はそれぞれ左足 (0, 0.045)，右足 (0,−0.045)と

Name: mighty
Height: 580 [mm]
Weight: 6.5 [kg]
Number of joints: 20 ( 8 for arms,12 for legs )

Fig.5 External view and specifications of the robot

した．6歩目までは歩幅 sを 0.3[m]として 3節の方法
によって参照重心位置を自動更新し，6歩目を着いた
直後に，参照重心位置を両足の中点に固定した．

目標重心位置 (ref x, ref y)，重心（先端質点）(x, y)，
模擬 ZMP位置 (SxZ , SyZ)，目標 ZMP位置 (dxZ , dyZ)
と，両足先の目標位置位置 (dxL, dyL)，(dxR, dyR) お
よびそれらをローパスフィルタに通した (xL, yL)，
(xR, yR)の軌跡を Fig.6に示す．遊脚の着地による支

持領域の拡大と参照状態の変化により，陽に歩行周期

を与えなくても，速度がほぼ一定な継続的歩行が実現

できている．またこの例では，y 軸方向に関して模擬

ZMPと目標 ZMPは常に一致している．Fig.7は，倒

立振子の運動のスナップショットである．図中，赤丸は

参照重心位置，緑丸は模擬 ZMP，赤紫の領域は支持領
域を表す．Fig.8は，上記の結果から逆運動学によって

合成したロボットの運動のスナップショットである．

5. おわりに

ZMP操作と運脚を統合した二脚ロボットの自律制御
を提案した．目標 ZMPと実際の支持状態との間に不整
合が生じたときに，前者は支持状態を優先させる制御

を，後者は支持領域を不連続に変形する制御を行う．両

者は外力の制約を取り外した同一の模擬レギュレータ
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Fig.6 Resulted loci of COM, ZMP and feet

Fig.7 Snapshots of an inverted pendulum motion controlled by the proposed method

Fig.8 Snapshots of a walking motion replayed by mighty

に基づいており，競合することなく不整合を解消する．

本研究は，次世代研究スーパースター養成プログラ

ム（九州大学総長裁量経費）の支援を受けた．
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[3] Miomir Vukobratović, A. A. Frank, and Davor
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