
 

 

 

結果が得られた．しかし，エージェントの性能の違い

により転移の容易さも変わると考えられる．エージェ

ントのヘテロジーニアス性と転移率の関係に関する議

論は今後の課題である． 
 今後は，多台数かつヘテロジーニアスなMARLにお
ける階層的転移学習を実現するために，クラウド上で

知識の抽象化や階層化を実行するサーバシステムを開

発する．さらに計算機実験だけでなく，実エージェン

トを用いた効果の検証も行う． 

 
Fig. 6  Learning curve with condition a-1 and a-2 

 
Fig. 7  Learning curve with condition b-1 and b-2 

 
Fig. 8  Learning curve with condition c-1 and c-2 

Table 2  Evaluation of experimental result 

Condition Jump start 
(Improvement rate) 

Difference of 
convergent value 

a-1 
a-2 
b-1 
b-2 
c-1 
c-2 

-22 ( 10.10% ) 
136.3 ( 25.33% ) 
392.3 ( 52.47% ) 
229.1 ( 45.62% ) 
90.2 ( 24.85% ) 

275.7 ( 54.24% ) 

53.1% 
15.8% 
6.4% 
4.6% 
6.8% 
6.2% 
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A motion design method for humanoid robots is proposed, which concerns dynamical
constraints on the external forces and satisfies them even at the kinematic exceptions such as
singular configurations and joint angle limits. It enables to mimic human’s natural and vigorous
motions, which leverage the limit of kinematics, on robots based on a robust numerical solver
of the prioritized inverse kinematics. The idea of prioritization is to strictly constrain the least
number of contact points to form the minimal support region and to unconstrain the other points
rather than to keep foot-flat. It increases available degrees-of-freedom instead of degenerate
components. Motion continuity in spite of the discontinuous change of a set of constraints is
also taken into account. Knee-stretched walks are demonstrated in computer simulations as
applications.
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1. は じ め に

人型ロボットは，人と似た機構や大自由度を生かし，
人が作業における自らの振る舞いを参考にして直感的
に運動設計することを可能にし得る．しかし現在のロ
ボットには，移動中に膝を深く曲げるなど，人が普段
見せる自然な振る舞いとは異質な動きをするものが多
い．その原因は，主に運動設計における数学的な困難
さにある．
人型ロボットの運動設計は，関節可動範囲の制約や
干渉防止等の運動学的制約，接触力 (垂直抗力・摩擦
力)に関する制約や駆動トルクの制約等の力学的制約
を満たしながら，多数の関節変位の時間軌道を求める
大規模境界値問題である．これまでに,与えられた運
動軌道を,制約を満たすように逐次修正する方法が提
案されてきた(1)∼(3). これらの方法では,計算中に関節
可動限界等の特異点に入ると，局所的にある方向の運
動成分を作ることができなくなり (退化)，計算が不安
定となったり，発散したりする恐れがあった．そのた
め，可動範囲の十分内側に収まるような保守的な動作
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をとらせがちであった．一方で人は，運動中に膝や肘
の関節可動限界を積極的に使用し，それがいわゆる人
らしいのびやかな印象をもたらしている．見た目の印
象の問題だけでなく，人が普段とる自然な振る舞いを
直感的にロボットに投影するという目的からしても，
常に可動限界や特異点の分布を意識し，保守的に運動
設計しなければならない状況は避けるべきである．し
たがって，運動学的制約の限界に至ったとしても力学
的制約を満たせるような運動設計の技術が必要である．
要求されるリンクの位置・姿勢等が運動学的制約を
満たしていなくても，計算を不安定にすることなくロ
バストに逆運動学を解く方法が杉原(4)によって提案さ
れている．例えば図 1(a)のように，ロボットの手先・
足先リンクの目標位置・姿勢が可動範囲内にあればそ
れを達成する関節変位を計算し，また同図 (b)のよう
に可動範囲外の位置・姿勢が要求された場合，すなわ
ち解が存在しない場合であっても，誤差を最小化する
意味で最適な関節変位をロバストに計算するものであ
る．しかし力学的制約まで考慮した場合，同図 (b)の
ように支持領域を失っている姿勢は一般的に解として
成立しない場合が多く，同図 (c)のように地面への接
地を優先した姿勢が求められなければならない．これ
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Fig. 1 Inverse kinematics in a sense of least-squared-error

はロバスト優先度付き逆運動学(5)によって可能になる．
ここにおいて，問題は次の 2つである．

(i) 力学的制約を考慮した場合，要求された運動のう
ちどの優先度を高く設定すればよいか自明でない．
優先度の高い条件を過度に多く設定した場合，優
先度の低い条件に誤差が集中してしまう．　

(ii) 優先度の高い条件が不連続に切り替わる前後や，
可動限界に至る姿勢の前後においては，関節変位
の速度が大きく変化しがちである．これは過大な
駆動トルクを要求したり，動作を不安定にしたり
する可能性がある．

本稿ではこれらの問題に対し，次のような方法を提
案する．まず (i)の問題に対しては，支持領域を構成
する接触点を優先度の高い条件に，それ以外のリンク
の位置・姿勢を優先度の低い条件に設定する．支持領
域は要求された運動に対応する外力を発生させるのに
十分な領域であれば良いので，この支持領域の構成に
関係しない地面との接触点は除外する．不必要な拘束
条件を積極的に除外することで，退化した運動方向を
補い，図 1(d)のような優先度の低い条件の誤差を低減
する効果が得られる．(ii)の問題に対しては，優先度
の低い条件に対して速度の制限を設けることで，条件
の不連続変化や可動限界への移行の影響を抑えて滑ら
かな運動を設計する．この方法と長阪(1)の力学フィル
タを併用し，人型ロボットにおいて，膝を伸展させた
まま踵での接地から爪先での離床を経て歩行する運動
を設計した例を示す．

2. 力学的制約に基づいた拘束条件の優先度付け

人型ロボットは，環境との接触点を介して力を及ぼ
し，その反作用として環境から押し返されることで運
動する．環境から受ける反力には，接触点を押す方向
にしか発生できない，また接触点における摩擦力が最
大静止摩擦力より小さくなければならないという二つ

(a)Maximal support region
with foot flat

(b)Minimal support region
with toe/heel contact

Fig. 2 Minimal support region with respect to the
desired ZMP

の条件が課される．一般的には前者の方がより深刻で
あり，水平面上の運動であれば，これは反力中心であ
る ZMP(6)が必ず支持領域の内部に含まれるという条
件に置き換えられる．したがってロボットのある運動
を設計した時，その間の任意の時刻において，全身の
変位・速度・加速度から逆算されるロボットに加えら
れるべき反力と，その時の支持領域とが整合していな
ければならない．
従来方法の多く(7)では，支持脚を常に足裏全体で接
地させて十分広い支持領域を確保し，その中心付近で
ZMPが操作されるような運動を設計している．爪先
に可動関節をもち，爪先による離床を伴う歩行を実現
した例(8)∼(10)もあるが，ZMPの目標軌道に対して常に
十分広い支持領域が確保されるようにしている点では
違いは無い．
提案方法では図 2のように，目標 ZMP軌道から逆
に，各時刻でそれを包含するのに十分な支持領域を構
成する接触点のみを選択し，それらの拘束を優先度の
高い条件とする．接触を伴わない，例えば体幹や手先
の位置・姿勢は優先度の低い条件として与える．

Fig. 3 Desired ZMP trajectory and Support region

目標 ZMPの設計方法は，次の寺田ら(11)の方法を用
いる．支持領域の決定方法を次に示す．目標 ZMPは
t = 0において蹴足で地面を蹴り t = T までに支持足
裏に ZMPを移すことを意図し，蹴足の足裏中心位置
を xK，支持脚の足裏中心位置を xS として次のような
多項式関数で与える．

xZ(t) = xS − (xS − xK)(t/T −1)N (1)

N は ZMPの変化の度合いを決定するための多項式の
次数であり正の偶数とする．この多項式は 0 ≤ t ≤ T

において単調なので，この期間において目標 ZMP軌
道が支持領域内にあることが保証される．このように
目標 ZMP軌道を設計した場合，目標 ZMPがどの時
刻において足裏のどの方向から支持領域に出入りする
かが予め分かる．よって図 3のように，目標 ZMPが
足裏面内にある時刻においては足裏を面拘束し，足裏
面外にある時刻においては ZMPが出入りする辺を拘
束する．このとき蹴足の拘束は，図 4の様に時刻が経
つことによって不必要になることがある．そのような
場合は，不必要な拘束を削除する．以上のように支持
領域を決めた場合，拘束される点は通常 3点又は 4点
のみであることに注意されたい．それ以外の点を拘束
条件から除外することで，それらの自由運動が，可動
限界において退化した運動方向を補い，優先度の低い
条件の誤差を低減すると考えられる．

3. 低優先度の拘束に対する速度拘束

拘束条件の不連続変化や可動限界への移行の前後に
おいては，ロボットの自由度が不連続に変化し，低優
先度の拘束に対する誤差が不連続に変化し得る．これ
により関節変位の速度が大きく変化し，過大な駆動ト
ルクを要求したり動作を不安定にしたりする原因とな
り得る．この問題に対して，優先度の低い拘束に速度
の制限を設ける事で，滑らかな運動を設計する．
図 5のように，前時刻の位置と目標位置との間に大
きな誤差があるにも関わらず，次時刻で目標にそのま
ま追従すると大速度が要求され得る．そこで，速度に
制限を設けて，徐々に目標値に近づくような軌道を生

Fig. 4 Delete the constraint

Fig. 5 Velocity constraint

成する．時刻 Tk における目標位置を d ppp[k]，実際の位
置を ppp[k]，εεε を ppp[k]から d ppp[k]方向への閾値ベクトル
とすると，

‖(ppp[k]− ppp[k−1])− (d ppp[k]− d ppp[k−1])‖> ‖εεε‖ (2)

となる様な場合に対して，現時刻における目標位置を
次のように修正する.

d ppp∗[k] = ppp[k−1]+ (d ppp[k]− d ppp[k−1])+ εεε (3)

d ppp∗[k]は修正後の目標位置である. この目標位置に対
して再度逆運動学を解く事で ppp∗[k]を得る事ができ,急
激な軌道の変化を防ぐことができる.

4. 運動設計例・評価

提案方法と長阪(1)の力学フィルタを併用し，人型ロ
ボットにおいて歩行運動の設計を行った．目標 ZMP
への追従は，長阪(1)の高速 ZMP補償フィルタを用い
る．以下にその計算方法を示す．
近似的にロボットの全質量が重心に集中していると

し，目標 ZMPを d pppz = (dxz,
d yz,

d zz)，目標 ZMP回り
に発生するモーメントを dnnn = (dnx,

d ny,
d nz)，重心位

置を ppp = (x,y,z)，重心に作用する力を fff = ( fx, fy, fz)
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足裏面内にある時刻においては足裏を面拘束し，足裏
面外にある時刻においては ZMPが出入りする辺を拘
束する．このとき蹴足の拘束は，図 4の様に時刻が経
つことによって不必要になることがある．そのような
場合は，不必要な拘束を削除する．以上のように支持
領域を決めた場合，拘束される点は通常 3点又は 4点
のみであることに注意されたい．それ以外の点を拘束
条件から除外することで，それらの自由運動が，可動
限界において退化した運動方向を補い，優先度の低い
条件の誤差を低減すると考えられる．

3. 低優先度の拘束に対する速度拘束

拘束条件の不連続変化や可動限界への移行の前後に
おいては，ロボットの自由度が不連続に変化し，低優
先度の拘束に対する誤差が不連続に変化し得る．これ
により関節変位の速度が大きく変化し，過大な駆動ト
ルクを要求したり動作を不安定にしたりする原因とな
り得る．この問題に対して，優先度の低い拘束に速度
の制限を設ける事で，滑らかな運動を設計する．
図 5のように，前時刻の位置と目標位置との間に大
きな誤差があるにも関わらず，次時刻で目標にそのま
ま追従すると大速度が要求され得る．そこで，速度に
制限を設けて，徐々に目標値に近づくような軌道を生

Fig. 4 Delete the constraint

Fig. 5 Velocity constraint

成する．時刻 Tk における目標位置を d ppp[k]，実際の位
置を ppp[k]，εεε を ppp[k]から d ppp[k]方向への閾値ベクトル
とすると，

‖(ppp[k]− ppp[k−1])− (d ppp[k]− d ppp[k−1])‖> ‖εεε‖ (2)

となる様な場合に対して，現時刻における目標位置を
次のように修正する.

d ppp∗[k] = ppp[k−1]+ (d ppp[k]− d ppp[k−1])+ εεε (3)

d ppp∗[k]は修正後の目標位置である. この目標位置に対
して再度逆運動学を解く事で ppp∗[k]を得る事ができ,急
激な軌道の変化を防ぐことができる.

4. 運動設計例・評価

提案方法と長阪(1)の力学フィルタを併用し，人型ロ
ボットにおいて歩行運動の設計を行った．目標 ZMP
への追従は，長阪(1)の高速 ZMP補償フィルタを用い
る．以下にその計算方法を示す．
近似的にロボットの全質量が重心に集中していると

し，目標 ZMPを d pppz = (dxz,
d yz,

d zz)，目標 ZMP回り
に発生するモーメントを dnnn = (dnx,

d ny,
d nz)，重心位

置を ppp = (x,y,z)，重心に作用する力を fff = ( fx, fy, fz)
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とすると，目標 ZMP回りでのモーメントの釣合式は
次のようになる．

dnnn = (ppp−d pppz)× fff (4)

上式に対して，ロボットの質量をmとし，重心の水平
方向の運動方程式 fx = mẍ，fy = mÿを用いると，重心
水平方向について次のような ZMP方程式が得られる．

m(z−d z)ẍ− (x−d x) fz =
dny (5)

m(z−d z)ÿ− (y−d y) fz =−dnx (6)

重心水平位置に変更を加え，dnx および dny を補償す
ることを考えよう．このとき，近似的に次の方程式が
成り立つ．

m(z−d z)(ẍ+∆ẍ)− (x+∆x−d x) fz = 0 (7)

m(z−d z)(ÿ+∆ÿ)− (y+∆y−d y) fz = 0 (8)

(7)−(5)及び (8)−(6)を求め ∆xおよび ∆yについて離
散化する．ただし，各離散時刻 iにおける重心水平位置
変更量の加速度 (∆ẍi,∆ÿi)は，スプライン補間式により
近似するものとする．すると，各離散時刻 i(i = 1...S)
の重心位置に与える水平方向変更量 (∆xi,∆yi)とその
速度 (∆ẋi,∆ẏi) を変数とし (合計 4S 変数)，離散時刻
i = 2...S−1における方程式と i = 1,Sにおける境界条
件の合計 4S式からなる連立一次方程式を得る事がで
きる．これを解いて求めた∆x，∆yを，体幹水平位置に
足しこむことで，目標 ZMP回りの水平軸回りモーメ
ントを補償できると期待される．実際にはロボットの
質量は各リンクに分布するため，必ずしも厳密に dnx，
dny を零とできるとは限らない．そこで，次の目的関
数が最小化されるまでこの計算を反復する．

f =
∫
{(dnx)

2 +(dny)
2}dt (9)

以下に，それぞれの方法を用いて実際に直進歩行運
動を設計した例を示す．

(I) 運動全期間において可動限界や特異点を含まず，
逆運動学が常に可解となる運動を設計した場合
(図 6)

(II) 運動中に可動限界や特異点を含む目標軌道に対
し，優先度無しのロバスト逆運動学を用いて設計
した場合 (図 7)

(III) 運動中に可動限界や特異点を含む目標軌道に対
し，優先度付きロバスト逆運動学を用いて足裏接
地歩行を設計した場合 (図 8)

(IV) 運動中に可動限界や特異点を含む目標軌道に対し，
優先度付きロバスト逆運動学によって目標 ZMP
に基づいて決定した支持領域を用いた歩行を設計
した場合 (図 9)

(V) IVに対し低優先度の拘束に対する速度拘束を行っ
た場合 (図 10)

(I)は運動の全期間において逆運動学が可解である．
そのため問題なく運動設計を行うことができる．これ
に対して (II)～(V)は逆運動学が不可解であり，運動
期間中において目標軌道との誤差が生じる．

(II)は拘束条件に優先度が無く，体幹位置と足先位
置両方に誤差が生じる．そのため，運動期間中におい
て支持領域を維持できていない時刻が存在し，力学的
制約を満たす事ができない．

(III)は足先位置・姿勢の優先度が高いため足先位置
には誤差がなく，体幹位置のみに誤差が集中している．
そのため運動の全期間において支持領域を確保する事
ができ，また ZMPも常に支持領域内に存在している
ので，力学的制約を満たすことができる．しかし両足
接地期に高優先度の拘束数が増えるので，体幹位置に
は大きな誤差が生じている．

(IV)は高優先度の拘束数が 3点又は 4点であり，(III)
よりも高優先度の拘束数が少ない．そのため両足接地
期においても，低優先度の拘束に対して誤差が集中し
ない．しかし片足接地期から両足接地期に移り変わる
際に，体幹軌道が不連続になっている．

(V)は低優先度の拘束に対して速度の制限を設けて
おり，軌道が (IV)に比べ滑らかになっている．

(I)の動作のスナップショットを図 11に，(V)の動作
のスナップショットを図 12に示す．また，(V)と同様
の方法で横歩きを設計した例を図 13に示す．以上の
ように，提案方法は運動学的制約の限界においても力
学的制約を満たす運動設計に有効である．また，ZMP
が後足から前足へと移動する過程で，前足の踵着床・
後足の踵離床・前足の爪先着床・後足の爪先離床とい
う流れが，目標 ZMPに対する支持領域に基づいた優
先度付のみで自然と形作られている. 従来(10) (12) (13)の
ように設計者がこの流れを陽に詳細に作り込んだり，
膝伸展時に特殊な付加的関節を併用する(14)などといっ
た発見的工夫をせずとも，膝伸展を伴う運動が設計可
能である．

5. お わ り に

力学的制約に基づいた拘束条件の優先度付けと，低
優先度の拘束に対する速度拘束を行う事で，関節可動
限界や特異点といった運動学的制約の限界においても，
力学的制約を満たした人型ロボットの運動設計ができ
る方法を提案した．膝を伸ばし切ったり，踵・爪先接
地を用いたりなど，より人に近い自然な運動が制約を
意識する事なく自然に設計可能となり，設計者が直感
的に運動を設計できるようになると期待される．
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とすると，目標 ZMP回りでのモーメントの釣合式は
次のようになる．

dnnn = (ppp−d pppz)× fff (4)

上式に対して，ロボットの質量をmとし，重心の水平
方向の運動方程式 fx = mẍ，fy = mÿを用いると，重心
水平方向について次のような ZMP方程式が得られる．

m(z−d z)ẍ− (x−d x) fz =
dny (5)

m(z−d z)ÿ− (y−d y) fz =−dnx (6)

重心水平位置に変更を加え，dnx および dny を補償す
ることを考えよう．このとき，近似的に次の方程式が
成り立つ．

m(z−d z)(ẍ+∆ẍ)− (x+∆x−d x) fz = 0 (7)

m(z−d z)(ÿ+∆ÿ)− (y+∆y−d y) fz = 0 (8)

(7)−(5)及び (8)−(6)を求め ∆xおよび ∆yについて離
散化する．ただし，各離散時刻 iにおける重心水平位置
変更量の加速度 (∆ẍi,∆ÿi)は，スプライン補間式により
近似するものとする．すると，各離散時刻 i(i = 1...S)
の重心位置に与える水平方向変更量 (∆xi,∆yi)とその
速度 (∆ẋi,∆ẏi) を変数とし (合計 4S 変数)，離散時刻
i = 2...S−1における方程式と i = 1,Sにおける境界条
件の合計 4S式からなる連立一次方程式を得る事がで
きる．これを解いて求めた∆x，∆yを，体幹水平位置に
足しこむことで，目標 ZMP回りの水平軸回りモーメ
ントを補償できると期待される．実際にはロボットの
質量は各リンクに分布するため，必ずしも厳密に dnx，
dny を零とできるとは限らない．そこで，次の目的関
数が最小化されるまでこの計算を反復する．

f =
∫
{(dnx)

2 +(dny)
2}dt (9)

以下に，それぞれの方法を用いて実際に直進歩行運
動を設計した例を示す．

(I) 運動全期間において可動限界や特異点を含まず，
逆運動学が常に可解となる運動を設計した場合
(図 6)

(II) 運動中に可動限界や特異点を含む目標軌道に対
し，優先度無しのロバスト逆運動学を用いて設計
した場合 (図 7)

(III) 運動中に可動限界や特異点を含む目標軌道に対
し，優先度付きロバスト逆運動学を用いて足裏接
地歩行を設計した場合 (図 8)

(IV) 運動中に可動限界や特異点を含む目標軌道に対し，
優先度付きロバスト逆運動学によって目標 ZMP
に基づいて決定した支持領域を用いた歩行を設計
した場合 (図 9)

(V) IVに対し低優先度の拘束に対する速度拘束を行っ
た場合 (図 10)

(I)は運動の全期間において逆運動学が可解である．
そのため問題なく運動設計を行うことができる．これ
に対して (II)～(V)は逆運動学が不可解であり，運動
期間中において目標軌道との誤差が生じる．

(II)は拘束条件に優先度が無く，体幹位置と足先位
置両方に誤差が生じる．そのため，運動期間中におい
て支持領域を維持できていない時刻が存在し，力学的
制約を満たす事ができない．

(III)は足先位置・姿勢の優先度が高いため足先位置
には誤差がなく，体幹位置のみに誤差が集中している．
そのため運動の全期間において支持領域を確保する事
ができ，また ZMPも常に支持領域内に存在している
ので，力学的制約を満たすことができる．しかし両足
接地期に高優先度の拘束数が増えるので，体幹位置に
は大きな誤差が生じている．

(IV)は高優先度の拘束数が 3点又は 4点であり，(III)
よりも高優先度の拘束数が少ない．そのため両足接地
期においても，低優先度の拘束に対して誤差が集中し
ない．しかし片足接地期から両足接地期に移り変わる
際に，体幹軌道が不連続になっている．

(V)は低優先度の拘束に対して速度の制限を設けて
おり，軌道が (IV)に比べ滑らかになっている．

(I)の動作のスナップショットを図 11に，(V)の動作
のスナップショットを図 12に示す．また，(V)と同様
の方法で横歩きを設計した例を図 13に示す．以上の
ように，提案方法は運動学的制約の限界においても力
学的制約を満たす運動設計に有効である．また，ZMP
が後足から前足へと移動する過程で，前足の踵着床・
後足の踵離床・前足の爪先着床・後足の爪先離床とい
う流れが，目標 ZMPに対する支持領域に基づいた優
先度付のみで自然と形作られている. 従来(10) (12) (13)の
ように設計者がこの流れを陽に詳細に作り込んだり，
膝伸展時に特殊な付加的関節を併用する(14)などといっ
た発見的工夫をせずとも，膝伸展を伴う運動が設計可
能である．

5. お わ り に

力学的制約に基づいた拘束条件の優先度付けと，低
優先度の拘束に対する速度拘束を行う事で，関節可動
限界や特異点といった運動学的制約の限界においても，
力学的制約を満たした人型ロボットの運動設計ができ
る方法を提案した．膝を伸ばし切ったり，踵・爪先接
地を用いたりなど，より人に近い自然な運動が制約を
意識する事なく自然に設計可能となり，設計者が直感
的に運動を設計できるようになると期待される．
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Fig. 11 Conventional method
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Fig. 12 Proposed method
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Fig. 13 Side stepping(Proposed method)
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筋内力フィードフォワードと視覚フィードバックによる
相補的複合位置制御

松谷祐希 ∗1, 田原健二 ∗2, 木野仁 ∗3, 越智裕章 ∗3, 山本元司 ∗2

Complementary Compound Set-point Control

by Combining a Muscular Internal Force Feedforward and a Visual Feedback

Yuki MATSUTANI∗1, Kenji TAHARA∗2, Hitoshi KINO∗3,
Hiroaki OCHI∗3 and Motoji YAMAMOTO∗2
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In this paper, a stability of our proposed compound position controller for a
musculoskeletal system is analyzed and then a qualitative condition of each gain is also
derived in the analysis. In our previous paper, a compound position control method for the
musculoskeletal system by combining a feedforward and feedback manner has been proposed.
By using this controller, a fast and stable reaching movement can be accomplished using small
muscle forces. But, there has been no stability analysis, and it has been unclear how to choose
each gain to accomplish the desired task stably. Thus, the stability is analyzed using Lyapunov-
Krasovskii method, and a qualitative condition of each gain is given through the analysis in the
paper. Firstly the model and controller are shown, and then stability of the system and the
condition of each gain are given. After that, several numerical simulation results are illustrated
to show the effectiveness of the proposed controller.

Key Words : Musculoskeletal system, Internal force, Feedforward, Visual feedback

1. 緒 言

カメラ等を用いた視覚サーボによる位置決め手法は，
汎用的で正確な位置決めを行うことができる．また，
外部環境の変化を計測可能であることから，未知環境
に対してロバストな制御の実現が期待できる．しかし，
フィードバック情報に画像処理時間や離散化によるむ
だ時間を含むため，安定性の観点からフィードバック
ゲインを大きくすることができず，それは直接制御性
能の低下につながる．むだ時間の影響をほぼ無視でき
る高速視覚サーボ手法も提案されているが(1)，まだ一
般的ではない．一方，人間は視覚情報に数百ミリ秒の
大きな遅れが存在するにもかかわらず，数十ミリ秒以
内の高速な運動を実現している．このような人間の運
動は，遅れを含むフィードバックのみでは困難であり，
フィードフォワード入力との組み合わせによって生成
されていると考えられている．すなわち，フィードバッ
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ク入力のみでは実現できない高速運動をフィードフォ
ワード入力によって補い，逆にフィードフォワード入力
のみでは不可能な未知環境への対応を，フィードバッ
ク入力によって補っていると考えられる．
これまで，フィードバック入力とフィードフォワー

ド入力を組み合わせた制御法について様々な研究が行
われてきた．有本らは，試行を繰り返すことで目標軌
道に沿った運動が実現可能である繰り返し学習制御を
提案した(2)．Slotineらは，実時間でモデル誤差を補償
するモデルベース適応制御を提案した(3)．また片山ら
は，川人らが提案したフィードバック誤差学習(4)を拡
張し，実機において高精度な軌道制御を実現している
(5)．しかし，有本，川人，片山らの手法では試行の繰
り返しが，Slotineらの手法では事前に正確な力学モデ
ルがそれぞれ必要である．
一方，我々はこれまでに，筋骨格システムを対象にし

た筋内力フィードフォワード制御を提案してきた(6) (7)．
本手法は，目標位置で釣り合う筋内力をフィードフォ
ワード入力として筋に与えることで，手先位置を任意
の目標位置へ制御する手法であり，試行の繰り返しや
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