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立位時の人の重心制御系がなす力学系同定と可視化 
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The paper reports a result of dynamical system identification for a human standing control. The whole-body behavior 

is approximated by COM-ZMP (the center of mass and the zero moment point) model, where ZMP is manipulated so as 

to stabilize COM, and a piecewise-linear state feedback control. It is the piecewise-affine system model identification, 

which is a chicken-and-egg problem since the equation of motion has to be known for the parameter identification, 

while the parameters are required for choosing the equation of motion by which the state is ruled. K-means method and 

EM algorithm are applied to this problem. The result supports that COM-ZMP model with a piecewise-linear state 

feedback control well approximates the whole-body motion in stance. It is useful since it helps to evaluate the 

responsiveness and stabilization ability of a subject. 
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1. 緒   言 

人の運動特性を理解する，とりわけ人の制御器の数理モデルを得ることは，科学的観点からだけでなく，医療

診断，スポーツトレーニングやリハビリテーションのメソッド設計，エルゴノミックデザインや Human-in-loop

システムの設計など多くの事柄に知見をもたらすことが期待され，実用的観点からも意義がある．脳神経科学や

解剖学の進歩により，骨，筋肉，神経等の身体部品が各々担う機能は明らかになってきた．また飛躍的に性能向

上した計算機と効率的な運動計算アルゴリズムに支えられ，それらの部品を精密に配置・結合した詳細な身体モ

デルが作られ，運動計測時の筋活動をリアルタイムに推定することさえ可能になっている（Murai et al., 2010）．

しかし，それらの部品間の協調を生み出し全身を操る制御系のメカニズムについては未だ十分な理解が得られて

いない．従来行われてきた人の運動制御器の数理モデル同定に関する研究は，手先の到達運動（Flash and Hogan, 

1985; Uno et al., 1989; Harris and Wolpert, 1998）や，足首・膝・腰関節協調による立位安定化制御（Nashner and 

McCollum, 1985; Mueller et al., 1994; Gatev et al., 1999; Vette et al., 2007）など，いずれも 2～3 個の関節協調を説明す

るにとどまっている．人の全身が大自由度であることに加え，浮遊劣駆動系（Yoshida et al., 1995; Fujimoto and 

Kawamura, 1998），構造可変系（Nakamura and Yamane, 2000）であることで，その振舞が複雑な力学に支配される

ことが理解を困難にしている． 

一方，人型ロボットの分野では全身運動制御に関する数学的議論が進んでいる．特に重心と反力中心(Center of 

Pressure:または Zero Moment Point: ZMP, Vukobratovic and Stepanenko, 1972)の関係（以下，重心-ZMP モデルと呼ぶ）

に注目することの有用性が知られている（Mitobe et al., 2000; Sugihara et al., 2002; Kajita et al., 2003; Morimoto et al., 

2008; Sugihara, 2009）．このモデルでは，重心位置および速度を制御量，ZMP を操作量と見なす．力学的制約の下

で重心に所望の振舞を与えるための反力目標値を決定し，さらに多関節の協調によって反力を目標値に近づける
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関節駆動力を決定する，という 2 段階の方策をとることで，浮遊系や構造可変系であることに起因する難しさを

大自由度に起因する難しさと切り離して考え，制御器設計の難易度を低減できる． 

筆者らは，この制御方策が人の制御をも説明し，また反力中心操作は区分線形状態フィードバック（Sugihara, 

2009）で近似できるという仮説を立て，人の立位制御時の重心の振舞を計測し，定性的にこれが支持されること

を確認した（Kaneta et al., 2012; Kaneta et al., 2013; Murai et al., 2013）．ただし定量的評価，すなわち計測結果からの

制御器モデル同定は完了していなかった．上述のように人の運動は劣駆動構造可変力学系であるため，運動方程

式は状態によって構造変化する．振舞を記述する運動方程式が分からなければ状態からパラメータ同定すること

ができないが，パラメータが分からなければ与えられた状態を記述する運動方程式を選択できない，というよう

に問題が循環構造を持つ．これは区分アフィン系の同定問題となる（鷹羽，仲田, 2006）． 

本稿では，上記の問題に K-means 法（MacQueen, 1967; Duda and Hart, 1973）および EM アルゴリズム（Dempster 

et al., 1977）を用いて，人の立位運動計測データから重心制御系のパラメータを同定した結果を報告する．区分線

形フィードバックに基づく反力中心操作・重心安定化制御器モデルが，定量的にも実際の人の振舞に合致するこ

とが裏付けられた．また逆に，重心-ZMP モデルでは説明できない重心の振舞の相空間における非対称性，すな

わち外向きの運動と内向きの運動に違いがあることも分かった．この結果は，従来評価が困難であった人の即応

性や立位安定化能力の新たな定量的評価方法につながると期待される． 

 

2. 重心-ZMPモデルと区分線形状態フィードバックによる人の立位制御モデル 

2・1 重心-ZMP モデル 

人型ロボットの全身を剛体リンク系として近似すると，運動方程式は次のように表される（Yoshida et al., 1995; 

Fujimoto and Kawamura, 1998）． 
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ただし，Hij（i,j=1,2）は慣性行列，q1はベースリンク（一般的に体幹リンク）の位置と姿勢を表す 6 次元の一般

化座標，q2は関節変位を表す n 次元（多くの場合 n は数十～百程度）の一般化座標，biは遠心力・コリオリ力・

重力項，τ は関節駆動力，Jik（k=1～NC）は身体上の外界との k 番目接触点のヤコビ行列，fkは同 k 番目接触点に

働く外力ベクトル，NCは接触点数をそれぞれ意味する．ベースリンクが慣性系に対し浮遊しているため，その一

般化座標に対応する駆動力が 0 となっている．q1，q2および fkは，次の制約を満たす． 

0)( 2211

T  qJqJν 
kkk

 かつ 0T kk fν  かつ   kkkkkkk fννfνf TT   （k=1～NC） (2) 

ただし，
kν は k番目接触点における接触面の単位法線ベクトル，

k は k番目接触点の最大静止摩擦係数である

（簡単のため，接触点が滑りを生じる場合は考えない）．したがって人型ロボットの運動制御とは，q1，q2とそ

の運動の反作用によって生じる fkが式(2)で制約されることを考慮しながら，n+6 次元の一般化座標 q1 ，q2に所

望の振舞を与えるn個の駆動力τ を決定することである．このような問題には原理的に閉じた解法が存在しない． 

ここで式(1)は，厳密に次の式と等価である． 
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ただし，pG = [x  y  z]
Tは重心位置，g = [0  0  g]Tは重力加速度ベクトル，pZ = [xZ  yZ  zZ]

Tは ZMP 位置，nG

は重心まわり慣性トルク，nZは ZMP まわり反力トルクである．ZMP の定義より nZは g と平行，すなわち第 1

成分と第 2 成分がともに 0 となる．また zZは水平面の高さであり，任意に決定して良い． f による ZMPまわり

トルクに比べて nGが十分小さく無視できると仮定すると，式(3)(4)は次のように変形される． 
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と定義した．さらに，接触点が全て同一水平面 z=zZ上に存在し，十分な静止摩擦力が働くと仮定すれば，制約式

(2)は次と等価となる． 

Sp Z
      (8) 

ただし S は接触点群の凸包（支持領域）である．式(5)(6)(8)を重心-ZMP モデル（Mitobe et al., 2000; Sugihara et al., 

2002）と呼ぶ．これは次を示唆する． 

1. ZMP の水平位置 xZ，yZを操作することで重心の水平位置 x，y を制御できる． 

2. ZMP は支持領域の内部および境界上のみで操作できる． 

これにより，制御器設計において力学的制約をより直接的に扱うことが可能になる．ZMP を直接操作することは

できないが，それと等価な駆動力を計算することは可能である（杉原，中村, 2006）．したがってこのモデルは，

大自由度協調に起因する困難さと，力学的制約に起因する困難さを分離することができるという点で有効である． 

 

2・2 区分線形状態フィードバックによる二脚ロボットの立位安定化制御 

Mitobe ら，および Sugihara らは二脚ロボット制御において，重心の状態（位置および速度）の線形フィードバ

ックにより目標 ZMP 位置を決定し，それが支持領域外部に出た場合には支持領域境界で飽和させるという単純

な方法により重心を安定化できることをそれぞれ独立に示した（Mitobe et al., 2000; Sugihara et al., 2002）．さらに

Sugihara は，ZMP が支持領域内に制約される下での重心安定化能力と状態フィードバックゲインとの関係を議論

した（Sugihara, 2009）．本節では Fig.1 に示すような前額面内（x 軸方向）の立位制御に限り，これを説明する． 

運動方程式は式(5)で与えられる．また，式(7)は次のように表せる． 

maxmin ZZZ xxx      (9) 

ただし，xZminおよび xZmaxはそれぞれ x 軸上の支持領域下限および上限である．さらに重心高さ z は一定と仮定す

れば， G は定数と見なせる．この下で，目標 ZMP の位置 d
xZを次式で決定する． 
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ただし，d
x は重心参照位置，k1，k2はフィードバックゲイン（定数）である．関節協調により理想的に実 ZMP を

目標 ZMP に一致させることができる，すなわち xZ = 
d
xZと仮定すれば，重心の振舞は次の区分アフィン系に従う． 
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Fig. 2 は，式(11)を満たす解曲線群を x - x 空間にプロットした相図である．図中，2 本の赤い直線で挟まれた領

域が S2 であり，可制御領域と呼ぶ．また青い領域は重心が参照位置に収束する初期値の集合であり，立位安定

領域と呼ぶ．可制御領域が狭いほど重心の即応性が高く，また立位安定領域が広いほど安定化能力が高いと言え

る．詳細は上記文献を参照されたい．ゲイン k1，k2によってこれらの領域が変形することが分かる．特に S2 のシ

ステムが
G を固有値に持つとき，立位安定領域は最大化する． 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2・3 人の立位時の重心運動計測と相空間上での軌跡可視化 

Kaneta らは，前節で紹介した二脚ロボット制御器が人の運動制御器のモデルたり得るという仮説を立て，これ

を検証するために人の重心運動計測を行った（Kaneta et al., 2012; Kaneta et al., 2013）．本節では，その内容につい

て説明する． 

上記の仮説を検証するためには，立位時の人の重心軌跡を相空間上の広い範囲で多数計測し，式(11)に基づい

てパラメータ同定し，同定精度を評価すれば良い．しかし，通常立位時の人の重心は Fig. 3 に示す桃斜線部のよ

うに狭い範囲でしか運動しないため，同定に十分な軌跡を取得することは容易ではない． そこで Fig. 2 の相図に

基づき，重心の描く軌道を Fig. 4 のように次の 4 つの軌道群に分類する． 

(a) 参照位置近傍で摂動を受けたとき，安定に参照位置に収束する軌道群 

(b) 参照位置から離れてはいるが十分な速度を持っており，安定に参照位置に収束する軌道群 

(c) 参照位置近傍で強い摂動を受け，参照位置から遠ざかる軌道群 

(d) 参照位置から離れ，参照位置に向かうが，速度が足りず再び参照位置から遠ざかる軌道群 

それぞれの軌道群を得るために，補助者が摂動を与える，あるいは被験者自身が補助器具を用いることで初期加

速を行う．初期加速運動の軌跡は，同時計測した床反力計の記録や動画像を参照しながら，後処理により削除す

る．初期加速運動を含めた運動計測の様子を Fig. 5 に示す． 

運動計測は Motion Analysis 社の MAC3D システムおよび Kistler 社のフォースプレートを用いて行った．被験者

の全身に取り付けたマーカ群の 3 次元座標から，逆運動学計算によって全身姿勢を得る．被験者のリンクパラメ

ータおよび質量特性は Ayusawa らの方法によって事前に同定し（Ayusawa et al., 2014），順運動学計算によって全

身重心位置を求める．Fig. 6 に示すように，被験者の運動と重心位置はスクリーン上にリアルタイムに提示され，

重畳表示された参照位置を被験者自身が視認し制御することができる． 

Fig. 1 COM-ZMP 

dynamics in lateral 

direction 

Fig. 2 Phase portraits of piecewise-linear state feedback system based on COM-ZMP model, 

where a pair of red lines defines controllable region: poles are assigned at (left) -0.2
G  and 

-0.6
G , (center) -0.5

G  and -
G , (right) -0.2

G  and -2
G . 

Fig. 3 COM motion in stance is usually only observed 

in a narrow range near the equilibrium (hatched 

magenta area) in the phase space 

Fig. 4 Loci of COM are classified into (a) small 

recovery motions, (b) large recovery motions, (c) 

divergent motions, and (d) recovery failures. 



 

  

  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

上記の方法で運動計測実験を行った．被験者は 21 歳男性（身長 181cm，体重 70kg）であり，事前に実験目的

および危険性について説明を行った． 5ms 周期でマーカ 3次元位置を計測し，前述の方法で計算した重心軌跡に

は遮断周波数 2Hz の 2 次バターワースフィルタを施した．得られた相空間上の重心軌跡群を Fig. 7 に示す．Fig. 2

の相図との定性的類似性が確認できる． 

 

3. 区分アフィン力学系としての立位時重心制御系同定 

3・1 問題設定 

前章で得た計測結果から，重心力学系を同定したい．1 章に述べた通りこれは区分アフィン系の同定問題，す

なわち状態 ),( xx  が次の区分アフィン系に従って時間発展すると仮定し，各係数を同定する問題である． 
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式(11)で表される系は，上式(12)において 
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Fig. 5 Scenes of experiments to collect four types of loci of COM with an assistance of another person or platform: 

left-top for (a), right-top for (b), left-bottom for (c) and right-bottom for (d) in Fig. 4. 

Fig. 6 Set up of motion measurement experiments 

comprises optical motion capture system (MAC3D), 

force plates, real-time motion display and a platform 

Fig. 7 Loci of COM acquired through the experiments, 

which is qualitatively similar to the phase portrait of a 

theoretic model 



 

とおいたことと等価である．明らかなように，得られた軌跡群上の各々の標本状態 ),( kk xx  を S1～S3 の区分に分

類できなければ各係数を同定することはできず，各係数が分からなければ，標本 ),( kk xx  が S1～S3 のいずれに含

まれるか判別することはできない．同一の軌跡であっても，その上で状態の所属する区分は変化し得る．このた

め区分判別と係数同定を同時に反復的に行う必要がある．そこでこれを，まず K-means 法（MacQueen, 1967; Duda 

and Hart, 1973）で行い，さらにその結果を初期値として EM アルゴリズム（Dempster et al., 1977）によって行う． 

K-means 法を用いれば，式(12)の各係数は次の手順で同定される． 

1. 得られた全軌跡上の標本状態 ),( kk xx  （k=1～N，N は標本数）を 3 グループに適当に分割し，各区分 Si（i = 1

～3）に所属する標本群の初期候補とする 

2. 各 Si について，最小二乗法により ai, bi, ciを同定する 

3. 全標本 ),( kk xx  に対し，それが Si に所属していると仮定したときの誤差 eikを全ての Si について求め，その

標本を最も小さい eikを与える Si に所属し直す． 

4. 上記 2～3 を，標本のグループ移動が無くなるまで繰り返す． 

これを方法 1 とする． 

一般的に K-means 法では全ての区分内での標本の分布が超球状であることを仮定するため，実際の分布が超球

状でない場合に推定精度は下がる．このため，分布の偏りを考慮可能な EM アルゴリズムが，より精度の高い方

法であるとしてしばしば採用される．これは全標本を陽に各区分に分類するのではなく，全標本を出力し得る区

分系モデルを反復計算により最尤推定するものである．詳細は文献を参照されたい．EM アルゴリズムの初期推

定には，方法 1 の K-means 法の結果を用いる．これを方法 2 とする． 

上記とは別に，次の方法も行う．すなわち式(12)で表される系のそれぞれの区分は x - x - x 空間で平面をなし，

それらの平面の交線を x - x平面に射影した直線が各区分の境界となる．このことに着目し，上記の K-means 法の

手順におけるステップ 3 を，次のステップ 3’に置き換える． 

3’. 得られた係数から区分S1～S3の境界となる直線 2本を求め，それらとの上下関係に基づいて全標本 ),( kk xx 

を Si に所属し直す． 

これを方法 3 とする． 

また前処理として，提示した重心参照位置を原点すなわち d
x = 0 として全ての x の値をシフトする．さら

に各成分の最大値・最小値を用いて全標本値を正規化し，その際のスケーリングファクターを用いて同定さ

れた係数を元の xおよび xに対する値に戻す． 

 

 4. 重心制御系の力学系同定結果と考察 

2 章の結果に方法 1～3 を適用し，同定された式(11)の係数値をそれぞれ Table 1～3 に示す． (13)より，次の 3

項目が予想される． 

 b1，b3，c2は全て 0 に近い値になる 

 c1と c3は絶対値がほぼ等しくそれぞれ負値，正値となる 

 a1と a3はほぼ同じ値になる 

いずれの結果でもこれらの傾向が見られる．一方で，いずれの結果でも b1と b3はオーダが異なっている．このこ

とは，人の立位時の重心制御系が外向き運動（参照位置から離れる方向の運動）と内向き運動（参照位置に近づ

く方向の運動）とで時定数が異なることを意味している．この理由を明らかにすることは今後の課題であるが，

重心-ZMP モデルで考慮されない足部の転がりや変形，角運動量制御が重畳される影響等が考えられる． 

Table 4 は，それぞれの方法による同定結果の標準偏差を示したものである．方法 2 の方が方法 1 よりも精度が

向上したことは予想通りだが，それほど大きな効果は得られていない．むしろ方法 3 の方が良い結果を与えてい

ることが分かる．EM アルゴリズムでは，全ての標本についてそれぞれの区分に所属する確率が完全に 0 とはな

らない．これに対し K-means 法では全ての標本が所属する区分を明確にするため，区分判別の精度が良ければ同

定結果も向上することが理由と推測される．すなわち各区分が x - x - x 空間内の平面で表現される区分アフィン系

が，立位時の重心制御系のモデルとして良い近似であることを意味している． 

 



 

Table 1: Result of parameter identification by method 1 

(K-means) 

Table 2: Result of parameter identification by method 2 

(EM algorithm) 

 

i ai bi ci 

1 10.57 -0.0121 -2.321 

2 -28.37 -7.842 -0.0166 

3 10.09 0.411 2.014 
 

i ai bi ci 

1 9.542 -0.00057 -1.924 

2 -35.92 -8.697 -0.0016 

3 10.10 0.450 1.984 

Table 3: Result of parameter identification by method 3 

(modified K-means with explicit segmentation) 

Table 4: Standard deviation of identified values by each 

method 

 

i ai bi ci 

1 8.883 -0.360 -1.683 

2 -23.32 -6.375 -0.0027 

3 8.802 -0.0724 1.729 

 

 Standard deviation 

Method 1 1.041 

Method 2 1.026 

Method 3 0.764 

方法 2 および方法 3により x - x - x 空間で同定された S1～S3 に対応する 3 平面を，それぞれ Fig. 8 および Fig. 9

に示す．方法 2 では標本群は陽にそれぞれの区分に分類されないことに注意されたい．方法 3 では，同定された

平面とそれに所属する標本群が同じ色で表示されている．どちらの結果においても，それぞれの区分を近似する

3 平面が正しく得られている．また，特に S2 で標本群と平面との一致度が高い．このことにより，重心制御系が

線形状態フィードバックで良く近似できることが定性的にも確認される．Fig. 10 は Fig. 9 を x - x平面に射影した

ものであり，標本群の分類が精度良くできていることが分かる． 

  

Fig. 8 Identified planes corresponding to S1(blue), S2(red) 

and S3(green) in x - x - x  space by method 2 (EM 

algorithm) 

Fig. 9 Identified planes corresponding to S1(red), S2(green) 

and S3(blue) in x - x - x  space by method 3 (modified 

K-means with explicit segmentation) 

  

Fig. 10 Identified segments of the piecewise-affine system  

in x - x  space and clustered samples. 

Fig. 11 Solution curves of identified piecewise-affine 

dynamical system overlaid by measured loci of COM 



 

Fig. 11 は，同定された区分アフィン系の相図（解曲線群）に標本群を重畳したものである．軌跡(c)の標本群に

ついて，初期加速動作が終了した直後の領域で解曲線との不一致が見られる．この領域では被験者が故意に参照

軌道から遠ざかる方向に加速している，すなわち立位時と異なる制御が働いている可能性があり，この統制方法

は今後の課題である．ただし，不可制御領域に入った以降の軌跡は力学系の同定精度を損なうものではない．他

の領域では，軌跡群と同定された力学系の解曲線群は概ね一致している． 

 

5. 結   言 

人型ロボットの制御方法として培われてきた，重心-ZMP モデルに基づく区分線形状態フィードバック制御器

が，人の立位時の重心制御系を説明するモデルになるという仮説を立て，それを検証する方法について説明し，

具体的なシステム同定事例の結果を示した．状態からの記述方程式選択と係数同定を同時に行わなければならな

い区分アフィン系同定問題に対して，K-means 法，EM アルゴリズム，各区分への標本分類を陽に行う K-means

法の 3 つの方法を適用し，いずれの結果からも上述の仮説が支持される結論を得た．一方で，重心-ZMP モデル

に含まれない足部の転がりや変形，角運動量の影響が無視できない可能性があることも分かった． 

人型ロボットの制御器設計では，外乱に対する応答性や安定化性能に基づいて係数決定する．この知見は

人の制御系評価に直接利用できる．すなわち同定された係数から，筋力や肺活量といった 1 次元的な身体能

力測定ではみえない能力の評価につながる．さらに，このようなモデルと実際の振舞との差異がシステム同

定によって露わにされれば，それを糸口にモデル精度を向上できる．またその差異にこそ，人ならではの運

動・制御技能が見出せる可能性もある．そのような研究の足掛かりとして本研究は意義があると考える． 

今後は，被験者実験とシステム同定の実施例を蓄積し，それらに基づいてモデルの妥当性を精査すると同

時に，歩行や跳躍等のよりアクティブな運動制御系の同定へと拡張していく． 
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