
離散・連続制御の併用による
二脚ロボットの半自律的凹凸地面上誘導

山本孝信 ∗1， 杉原知道 ∗1

Semi-autonomous Navigation of a Biped Robot Over Unlevel Terrain
Based on the Combination of Discreate-Continuous Control

Takanobu Yamamoto∗1 and Tomomichi Sugihara∗1

∗1 Department of Adaptive Machine Systems, Graduate School of Engineering, Osaka University,
2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka, 565-0871 Japan

This paper enhances a semi-autonomous navigation system for a biped robot proposed
by the authors to be applicable to locomotion on unlevel ground. It combines a discrete
footstep controller and a continuous COM-foot controller, both of which are robust against
perturbations. The additional functions are to automatically find a feasible landing area, adapt
the foot attitude to the inclination of the landing location, and design the referential path to
step over the convex portion based on the terrain profile. The control system runs at 50ms
cycle due to the law computational cost. The validity of the proposed system was confirmed
on a dynamics simulation, where the automatic selection of the landing location and a sudden
change of the desired destination successfully worked.
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1. は じ め に

脚ロボットには，様々な状況変化や外乱に耐えなが
ら複雑な地形上を移動する能力が要求される．状況変
化には操縦者による目標到達地の変更や障害物配置の
変化，外乱には接地の不確かさや障害物との衝突によ
る摂動等がそれぞれ含まれる．移動制御システムには，
(1)大まかな地形を計測し，(2)踏み出す位置を決定し，
(3)それに合わせて全身を制御し，(4)踏み出し足着地
後に小さな凹凸に足をなじませる処理が必要である．
本稿では (2)と (3)について考える．前者においては，
干渉やデッドロックを起こさず速やかに十分な支持領
域を確保できる位置を決定する必要がある．また後者
においては，限られた支持領域内で地面から受ける反
力を巧みに操り重心を推進しながら，踏み出し足を着
地した直後速やかに安定性を回復しなければならない．
従来の多くの方法では，これらは大きく異なる周期
を持ったプロセスとして扱われていた．前者は，一歩な
いし複数歩単位で踏み出し位置の系列を決定し(1)∼(3)，
後者は，それらを補間するように重心と ZMPの目標
軌道を計画する(4) (5)．このため踏み出し中に次の着地
位置を変更しても，それが動作に反映されるまでに遅
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延があり，即応性を損ねる原因となっていた．
Morisawaら(6)は，Kitaら(7)の方法によって着地位置
の決定および支持領域の計算を行い，計画した ZMP
軌道の追従制御を高速に動作させることで複雑な地面
を踏破させることに成功している．しかし，着地位置
決定や軌道計画に要する計算時間がボトルネックとな
り，状況変化や大きな外乱への即応性をそれほど向上
できていない．
筆者ら(8)は，軽量な踏み出し位置決定器 (離散制御
器)(9)と重心制御器 (連続制御器)(10)を併用し，水平な
地面上で二脚ロボットをロバストに誘導するシステム
を実現した．前者は，目標到達地をどのように与えて
もロバストにそこに到る踏み出し位置を即座に決定す
る．後者では，踏み出し足着地時の立位安定性(11)を満
たすことのみを規範としてリアルタイムに ZMPの操
作量を決定する．
本稿ではこれを拡張し，凹凸のある地面上を半自律
的に踏破することの出来る誘導システムを提案する．
離散制御器は，地形情報に基づいて着地可能な領域を
自動抽出し，踏み出し足の目標着地位置を決定した後
に，地面の傾斜に合わせて足先姿勢を補正する．また
連続制御器は，地形に合わせて足先経路を計画し，仮
想牽引点を用いた目標経路への追従制御(12)により，地
面凸部との衝突を避けながら摂動に対しロバストな踏

フィードフォワードの役割の HMMだけでは型真似
レベルであるが，フィードバック制御が加わることに
よって，環境変化時にも適切に箒をはく動作が可能と
なり，道具とその道具が環境へ作用する関係が分かる
ことで行動単位模倣が行えたといえる．

Fig. 8: 箒の把持位置が変化した場合の手先起動

Fig. 9: フィードバック延滞模倣時の箒の様子

Fig. 10: フィードバックなし延滞模倣時の箒の様子

Fig. 11: 箒の長さ形状が変化した場合の垂直床反力

5. 結 言

本稿ではヒューマノイドの模倣学習のためのオンラ
イン型模倣システム及び延滞模倣システムの構成法を
提案した．提案する手法は手先の位置と手にかかる反
力を計測し，HMMによる状態遷移を学習することに
よって，被模倣者が不在の場合でも，自律的に学習し

た動作を再現することができる．また，箒などの道具
を扱う場合に，その把持位置が変化した場合にでも，
フィードバックにより適応し動作実現することができ
た．提案する手法を用いて，等身大ヒューマノイドに
よる箒はき動作，掃除機がけ実験を行い，オンライン
型模倣修正による直接模倣と延滞模倣システムを確認
し，型真似レベルから行動単位模倣レベルを獲得でき
る可能性があるということを示した．
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Fig. 2: Adaptation to the terrain profile

するよう ZMPを操作する制御器を設計する．これは
立位安定性を満たす式を終端制約条件とした次の最小
化問題を解くことに帰着される．

xZ = argmin
xZ

1
2

∫ t+T

t
(xZ − xP)

2dt

subject to x(t +T )+
ẋ(t +T )

ζ
= dxS (10)

ただし，T は着地までの残り時間，dxS は目標踏み出
し位置，xPは軸足の位置 (時刻 t ∼ t+T で不変とする)
である．これを解けば次式を得る．

xZ = xP −
2eζ T

1− e2ζ T
(eζ T xCP − dxSP) (11)

xCP ≡ x+
ẋ
ζ
− xP (12)

dxSP ≡ dxS − xP (13)

3. 水平面誘導システムの 3次元空間への拡張

本節では，前節で説明した水平面ロバスト誘導シス
テム(8)を凹凸地面上に適用できるよう拡張する方法に
ついて説明する．

3·1 地形情報に基づく自動制約と姿勢補正 踏
み出し足の目標着地位置を決定する際に，許容踏み出
し領域に次の制約を加える．

1. 地面以外の物体と干渉しない
2. 十分な支持領域が確保されている
本稿では，十分な支持領域の判定に床と足の干渉中心
を基準とした円を用いている．また，重心制御器用の
踏み出し位置・軸足位置として，各足と地面の干渉領
域の中心に設定することで，足の一部のみしか階段に
載らない場合にも対応可能とする．
着地面への姿勢補正には Shimizuら(15)の方法を使用

する．調整の様子を図 2に示す．足の高さを床面に合
わせた後，姿勢を調節するための回転軸 aaaと回転角度
ψ は次の式で計算する．

Referential path

Max height

Step foot

leader(vertual foot)

follower
(actual foot)

Fig. 3: Referential path to the landing position abug
which the foot is tracted by a virtual leader

aaa =
νννF ×νννT

∥νννF ×νννT∥
(14)

ψ = atan2
(
∥νννF ×νννT∥,νννT

FνννT
)

(15)

ここで，νννFは足裏面法線ベクトル，νννTは目標着地位
置における地面法線ベクトルである．

3·2 地形に合わせた足先経路計画と仮想牽引点を
用いた足先追従制御 踏み出し足の制御については
段差と接触しないような参照経路を計画し追従する必
要がある．杉原(12)の提案した経路追従制御では,仮想
的なダイナミクスを持つ牽引点 (leader)が経路上を運
動し，それと相互作用しながら制御点 (follower)を制
御することで，実際にロボットの身体部位が参照経路
の近傍になくともロバストな追従を可能としている．
まず，段差と接触しない経路として図 3のようなも
のが考えられる．経路を媒介変数 s (0 ≤ s ≤ 1)を用い
て pppA(s)で表すと，牽引点 pppA(sA)の運動方程式は次
の式で表される．

s̈A = uA − dddT
AaaaS

dddT
AdddA

(16)

dddA ≡ δ pppA

δ s
(sA) (17)

ただし，uA は牽引点の駆動力，aaaS = (aSx,aSy,aSz)は
制御点の駆動力である．
簡単な加速度最小規範に従い，時間 T 経過後に牽引
点を参照経路の終端位置へと滑らかに到達させる．次
の最小化問題を解くことで制御入力 uA を決定する．

uA = argmin
uA

1
2

∫ t+T

t
uA

2dt

subject to sA(t +T ) = 1.0, ṡA(t +T ) = 0 (18)

Virtual rail

Nominal trunk path

(a)

feasible region of the step

(b)

Fig. 1: Allocator of the landing position base on virtual
rails(9) (a) trajectory of the canonical stance along the
nominal trunk path(virtual rail),(b) feasible region of the
step

み出しを実現する．計算時間が大きくなる離散制御器
を軽量化し，50ms周期で動作させることで，任意の
タイミングで目標到達地を変更しても動作継続できる
こと，およびその限界をシミュレーションにて示す．

2. 水平面上のロバスト二脚ロボット誘導システム

本節では，水平面でのロバスト誘導システム(8)につ
いて説明する．このシステムは，目標到達地と現在の
支持状態から最適な一歩を決定する離散制御器と目標
踏み出し位置および踏み出し時間が与えられた下で，
摂動を吸収しながらそこに到るための ZMP操作量を
リアルタイムに決定する連続制御器により構成される．

2·1 踏み出し位置決定器(9) 簡単のため，水平
面上の移動のみを考える．任意の身体部位配位 ϕ を次
のように定義する．

ϕ = {x,y,θ} (1)

ただし，(x,y)は身体部位の水平面内座標，θ は方位
角である．体幹および左右足の配位をそれぞれ ϕB =

{xB,yB,θB}，ϕL = {xL,yL,θL}，ϕR = {xR,yR,θR}とお
く．体幹の目標到達配位 dϕBが与えられたときに，一
歩後の両足配位 ϕ ∗

L，ϕ ∗
R を決定することがここでの目

的である．
まず，現在の体幹配位 ϕB0と dϕBを滑らかに結ぶノ
ミナル経路を決定する．開けた環境を仮定し，例えば
次の線形補間によって決定すれば良い．

ϕB(s) = s dϕB +(1− s)ϕB0 (0 ≤ s ≤ 1) (2)

ただし，sは媒介変数である．これに対し図 1(1a)の
ように，左右それぞれの足が沿うべき経路 (仮想レー

ル)ϕL(s)，ϕR(s)を次式で定義する．
[

xL(s)

yL(s)

]
=

[
xB(s)

yB(s)

]
+

[
cosθB(s)−sinθB(s)

sinθB(s) cosθB(s)

][
xLC

yLC

]

(3)

θL(s) = θB(s)+θLC (4)

[
xR(s)

yR(s)

]
=

[
xB(s)

yB(s)

]
+

[
cosθB(s)−sinθB(s)

sinθB(s) cosθB(s)

][
xRC

yRC

]

(5)

θR(s) = θB(s)+θRC (6)

ただし，ϕLC = {xLC,yLC,θLC}，ϕRC = {xRC,yRC,θRC}
は直立時の左右足それぞれの正準配位であり，典型的
には ϕLC = {0,w,0}，ϕRC = {0,−w,0}とすれば良い．
ただし 2wは直立時の左右足開き幅である．
各々の足を軸足とした際の反対足の許容踏み出し領
域を，図 1(1b)のように設定する．これの決め方には，
例えば Perrinら(13)の方法がある．踏み出し足を常に
許容踏み出し領域上にとれば，両足干渉やデッドロッ
クが生じないことが保証される．二つの許容踏み出し
領域と仮想レールの共通部分の上で，媒介変数の値が
最大となる点を次の踏み出し位置，その点を与える足
を踏み出し足，反対足を軸足とする．従来方法と異な
り，左右足を交互に踏み出すという制約をおかないの
で，dϕBをどのように与えても破綻しないロバストな
支持状態遷移が達成される．

2·2 着地時の立位安定性を保証する運足誘導型二
脚制御 ロボットを重心-ZMPモデル(14)で近似する
と，運動方程式は次式となる．

ẍ = ζ 2(x− xZ) (7)

ÿ = ζ 2(y− yZ) (8)

ζ ≡
√

g
z− zZ

(9)

ただし，(x,y,z)は重心位置，(xZ,yZ,zZ)は ZMP位置，
gは重力加速度である．

zZ は軸足の高さを与える．xZ，yZ を操作すること
で x，yを制御可能である．式 (7),(8)は対称であるの
で，以降は式 (7)のみ考える．たとえば右足を軸足と
し左足を前方へと踏み出す際には，重心が軸足を越え
られるよう加速しながら ZMPを軸足に遷移させなけ
ればならない．踏み出しの間に重心が不安定化するこ
とは，むしろ必要条件である．そこで，ZMPを軸足
近傍に移動させ，軸足裏に入った時点で反対足を離床
させ，反対足を目標踏み出し位置へと運び，着地の瞬
間に立位安定性(11)が回復されるというプロセスを達成
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て pppA(s)で表すと，牽引点 pppA(sA)の運動方程式は次
の式で表される．

s̈A = uA − dddT
AaaaS

dddT
AdddA

(16)

dddA ≡ δ pppA

δ s
(sA) (17)

ただし，uA は牽引点の駆動力，aaaS = (aSx,aSy,aSz)は
制御点の駆動力である．
簡単な加速度最小規範に従い，時間 T 経過後に牽引
点を参照経路の終端位置へと滑らかに到達させる．次
の最小化問題を解くことで制御入力 uA を決定する．

uA = argmin
uA

1
2

∫ t+T

t
uA

2dt

subject to sA(t +T ) = 1.0, ṡA(t +T ) = 0 (18)

Virtual rail

Nominal trunk path

(a)

feasible region of the step

(b)

Fig. 1: Allocator of the landing position base on virtual
rails(9) (a) trajectory of the canonical stance along the
nominal trunk path(virtual rail),(b) feasible region of the
step

み出しを実現する．計算時間が大きくなる離散制御器
を軽量化し，50ms周期で動作させることで，任意の
タイミングで目標到達地を変更しても動作継続できる
こと，およびその限界をシミュレーションにて示す．

2. 水平面上のロバスト二脚ロボット誘導システム

本節では，水平面でのロバスト誘導システム(8)につ
いて説明する．このシステムは，目標到達地と現在の
支持状態から最適な一歩を決定する離散制御器と目標
踏み出し位置および踏み出し時間が与えられた下で，
摂動を吸収しながらそこに到るための ZMP操作量を
リアルタイムに決定する連続制御器により構成される．

2·1 踏み出し位置決定器(9) 簡単のため，水平
面上の移動のみを考える．任意の身体部位配位 ϕ を次
のように定義する．

ϕ = {x,y,θ} (1)

ただし，(x,y)は身体部位の水平面内座標，θ は方位
角である．体幹および左右足の配位をそれぞれ ϕB =

{xB,yB,θB}，ϕL = {xL,yL,θL}，ϕR = {xR,yR,θR}とお
く．体幹の目標到達配位 dϕBが与えられたときに，一
歩後の両足配位 ϕ ∗

L，ϕ ∗
R を決定することがここでの目

的である．
まず，現在の体幹配位 ϕB0と dϕBを滑らかに結ぶノ
ミナル経路を決定する．開けた環境を仮定し，例えば
次の線形補間によって決定すれば良い．

ϕB(s) = s dϕB +(1− s)ϕB0 (0 ≤ s ≤ 1) (2)

ただし，sは媒介変数である．これに対し図 1(1a)の
ように，左右それぞれの足が沿うべき経路 (仮想レー

ル)ϕL(s)，ϕR(s)を次式で定義する．
[

xL(s)

yL(s)

]
=

[
xB(s)

yB(s)

]
+

[
cosθB(s)−sinθB(s)

sinθB(s) cosθB(s)

][
xLC

yLC

]

(3)

θL(s) = θB(s)+θLC (4)

[
xR(s)

yR(s)

]
=

[
xB(s)

yB(s)

]
+

[
cosθB(s)−sinθB(s)

sinθB(s) cosθB(s)

][
xRC

yRC

]

(5)

θR(s) = θB(s)+θRC (6)

ただし，ϕLC = {xLC,yLC,θLC}，ϕRC = {xRC,yRC,θRC}
は直立時の左右足それぞれの正準配位であり，典型的
には ϕLC = {0,w,0}，ϕRC = {0,−w,0}とすれば良い．
ただし 2wは直立時の左右足開き幅である．
各々の足を軸足とした際の反対足の許容踏み出し領
域を，図 1(1b)のように設定する．これの決め方には，
例えば Perrinら(13)の方法がある．踏み出し足を常に
許容踏み出し領域上にとれば，両足干渉やデッドロッ
クが生じないことが保証される．二つの許容踏み出し
領域と仮想レールの共通部分の上で，媒介変数の値が
最大となる点を次の踏み出し位置，その点を与える足
を踏み出し足，反対足を軸足とする．従来方法と異な
り，左右足を交互に踏み出すという制約をおかないの
で，dϕBをどのように与えても破綻しないロバストな
支持状態遷移が達成される．

2·2 着地時の立位安定性を保証する運足誘導型二
脚制御 ロボットを重心-ZMPモデル(14)で近似する
と，運動方程式は次式となる．

ẍ = ζ 2(x− xZ) (7)

ÿ = ζ 2(y− yZ) (8)

ζ ≡
√

g
z− zZ

(9)

ただし，(x,y,z)は重心位置，(xZ,yZ,zZ)は ZMP位置，
gは重力加速度である．

zZ は軸足の高さを与える．xZ，yZ を操作すること
で x，yを制御可能である．式 (7),(8)は対称であるの
で，以降は式 (7)のみ考える．たとえば右足を軸足と
し左足を前方へと踏み出す際には，重心が軸足を越え
られるよう加速しながら ZMPを軸足に遷移させなけ
ればならない．踏み出しの間に重心が不安定化するこ
とは，むしろ必要条件である．そこで，ZMPを軸足
近傍に移動させ，軸足裏に入った時点で反対足を離床
させ，反対足を目標踏み出し位置へと運び，着地の瞬
間に立位安定性(11)が回復されるというプロセスを達成
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Fig. 9: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xz-plane with a sudden chase of the target
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Fig. 10: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xy-
plane with a sudden chase of the target, 0.0s - 5.2s : dϕB =

{0.4,0,0}, 5.2s - : dϕB = {0,0,0}
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Fig. 11: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xz-
plane with a sudden chase of the target, 0.0s - 5.2s : dϕB =

{0.4,0,0}, 5.2s - : dϕB = {0,0,0}
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Fig. 4: Block diagram

aaaS = 000としてこれを解くと，次式を得る．

uA =
6
T

(
1− sA

T
− 2ṡA

3

)
(19)

踏み出し足の制御についても加速度最小規範に従い，
牽引点を目標位置とし，牽引点に到達するまでの時間
を T ′ = αT で設定すると次の式になる．

aaaS =
6
T ′

(
pppA(sA)− pppS

T ′ − 2ṗppS

3

)
(20)

ただし αは設計パラメータ，pppS = (xS,yS,zS)は制御点
の位置ベクトルである．

4. 階段踏破可能な二脚ロボット誘導システム

提案する誘導システムのブロック線図を図 4に示す．
式 (11)で決まる目標 ZMPから目標重心位置 ppp∗が，経
路計画器により地形に基づく足先参照経路 pppA(s)がそ
れぞれ計画され，式 (20)から目標踏み出し足位置 ppp∗S
がそれぞれ決まる．これに軸足位置 pppP と目標踏み出
し足姿勢 drrrS を合わせて逆運動学を解くことにより，
全関節の目標変位が求まる．モータをサーボ制御する
ことによりロボットの全身運動が生成される．
連続制御器は極めて軽量であり (マイクロ秒オーダ
で計算が完了する)，逆運動学ソルバも筆者ら(16)の実
装では 1サイクルが 1msで完了するため，即応的な
運足制御器として動作する．また，離散制御器も軽量
であり 50msで動作させることができるため，急な目
標位置の変更に対しても対応することができる．実際
のシステムではさらに地形情報の計測・取得時間が追
加される．

5. シミュレーションによる試験

前節のシステムを実装し，順動力学シミュレーション
にて動作を確認した．ロボットのモデルにはmighty(17)

を用いた．制御器の各パラメータは w = 0.06m，T =

1.4s,α = 2/3とした．各段の高さ 0.3mの階段を用意
し，登り 2,3段目を x軸周りに −5°，下り 2,3段目
を x軸周りに 5°傾けた．初期配位を ϕB0 = {0,0,0}，
目標体幹配位を 11.9sまでは dϕB = {0.5,0,30}，11.9s

Fig. 5: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xy-plane,
0.0s - 11.9s : dϕB = {0.5,0,30}, 11.9s - : dϕB = {1,0,0}

Fig. 6: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xz-plane,
0.0s - 11.9s : dϕB = {0.5,0,30}, 11.9s - : dϕB = {1,0,0}
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Fig. 7: Trajectory of COM, ZMP and the feet in x-axis,
0.0s - 11.9s : dϕB = {0.5,0,30}, 11.9s - : dϕB = {1,0,0}

以降は dϕB = {1,0,0}，に設定した．このときの x-y平
面の重心，ZMP，足の軌跡を図 5に，x-z平面の重心，
ZMP，足の軌跡を図 6に，重心，ZMP，足の x変位の
時間変化を図 7にそれぞれ示す．目標に向かう十分な
支持領域を確保できる踏み出し位置を決定し，階段を
踏破できていることが分かる．また，ZMPが軸足の
支持中心に収束し，足の一部しか載せていない場合で
も安定して歩行できていることが分かる．
次に，初期の目標体幹配位を {0.4,0,0}とし，動作
開始後 5.0s(4歩目着地の 0.5s前)に {0,0,0}に変更し
た時の x-y平面の重心，ZMP，足の軌跡を図 8に，x-z
平面の重心，ZMP，足の軌跡を図 9にそれぞれ示す．
4歩目を踏み出す途中で前に進めていた踏み出し足を
後に戻し，目標地点に到達できた．
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aaaS = 000としてこれを解くと，次式を得る．

uA =
6
T

(
1− sA

T
− 2ṡA

3

)
(19)

踏み出し足の制御についても加速度最小規範に従い，
牽引点を目標位置とし，牽引点に到達するまでの時間
を T ′ = αT で設定すると次の式になる．

aaaS =
6
T ′

(
pppA(sA)− pppS

T ′ − 2ṗppS

3

)
(20)

ただし αは設計パラメータ，pppS = (xS,yS,zS)は制御点
の位置ベクトルである．

4. 階段踏破可能な二脚ロボット誘導システム

提案する誘導システムのブロック線図を図 4に示す．
式 (11)で決まる目標 ZMPから目標重心位置 ppp∗が，経
路計画器により地形に基づく足先参照経路 pppA(s)がそ
れぞれ計画され，式 (20)から目標踏み出し足位置 ppp∗S
がそれぞれ決まる．これに軸足位置 pppP と目標踏み出
し足姿勢 drrrS を合わせて逆運動学を解くことにより，
全関節の目標変位が求まる．モータをサーボ制御する
ことによりロボットの全身運動が生成される．
連続制御器は極めて軽量であり (マイクロ秒オーダ
で計算が完了する)，逆運動学ソルバも筆者ら(16)の実
装では 1サイクルが 1msで完了するため，即応的な
運足制御器として動作する．また，離散制御器も軽量
であり 50msで動作させることができるため，急な目
標位置の変更に対しても対応することができる．実際
のシステムではさらに地形情報の計測・取得時間が追
加される．

5. シミュレーションによる試験

前節のシステムを実装し，順動力学シミュレーション
にて動作を確認した．ロボットのモデルにはmighty(17)

を用いた．制御器の各パラメータは w = 0.06m，T =

1.4s,α = 2/3とした．各段の高さ 0.3mの階段を用意
し，登り 2,3段目を x軸周りに −5°，下り 2,3段目
を x軸周りに 5°傾けた．初期配位を ϕB0 = {0,0,0}，
目標体幹配位を 11.9sまでは dϕB = {0.5,0,30}，11.9s

Fig. 5: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xy-plane,
0.0s - 11.9s : dϕB = {0.5,0,30}, 11.9s - : dϕB = {1,0,0}

Fig. 6: Trajectory of COM, ZMP and the feet in xz-plane,
0.0s - 11.9s : dϕB = {0.5,0,30}, 11.9s - : dϕB = {1,0,0}
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Fig. 7: Trajectory of COM, ZMP and the feet in x-axis,
0.0s - 11.9s : dϕB = {0.5,0,30}, 11.9s - : dϕB = {1,0,0}

以降は dϕB = {1,0,0}，に設定した．このときの x-y平
面の重心，ZMP，足の軌跡を図 5に，x-z平面の重心，
ZMP，足の軌跡を図 6に，重心，ZMP，足の x変位の
時間変化を図 7にそれぞれ示す．目標に向かう十分な
支持領域を確保できる踏み出し位置を決定し，階段を
踏破できていることが分かる．また，ZMPが軸足の
支持中心に収束し，足の一部しか載せていない場合で
も安定して歩行できていることが分かる．
次に，初期の目標体幹配位を {0.4,0,0}とし，動作
開始後 5.0s(4歩目着地の 0.5s前)に {0,0,0}に変更し
た時の x-y平面の重心，ZMP，足の軌跡を図 8に，x-z
平面の重心，ZMP，足の軌跡を図 9にそれぞれ示す．
4歩目を踏み出す途中で前に進めていた踏み出し足を
後に戻し，目標地点に到達できた．

－ 181 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
はじめに 

本研究の目的は，ロボットのダイナミクスを有効に

引き出すことによってアクチュエータパワーのみに頼

らずに運動性能を向上させることである．本研究では，

スイング運動（投球や蹴球など）を対象とする．スイ

ング運動における第一義的な目的は，先端リンク（投

球では手，蹴球では足）の運動エネルギを増大させる

ことである． 
従来のロボット制御方式は，対象のダイナミクスを

抑制した上で目標の運動を達成するという方針に基づ

くものが主体であった．例えば，多リンクマニピュレ

ータの制御理論を基盤として目標軌道を精確に実現す

る方式が，産業用ロボットの制御 (7)やヒューマノイド

ロボットの制御 (3)などで成果を収めてきた． 
これに対して，ダイナミクスを積極的に活用するこ

とでロボットの運動を実現しようとする制御方式が現

在広く研究されている．本堂ら (4)は，バネの弾性力を

利用することで，減速機とモータで直接駆動されるロ

ボットに比べて瞬間的な高速度を実現している．Senoo
ら (6)は，多リンクロボットに内在する動力学的干渉性

を利用することによって高速な投球ロボットを実現し

ている． 
本論文では，弾性と動力学的干渉性を活用して先端

リンクの運動エネルギを増大させるスイング運動パタ

ーン生成手法を提案し，シミュレーション実験により

提案手法の有効性を示す． 

弾性と動力学的干渉性を活用したスイング運動 

ロボットの運動は，身体構造（アクチュエータを含

む）とダイナミクスによって支配される． 
2・1 ロボットの身体構造 本研究では，関節に

弾性要素を有する多リンクロボットを対象とする．多

リンクロボットでは，体幹部から先端部に向かって低

出力になるアクチュエータ配置（アクチュエータはす

べて各関節に配備）が広く見られる（先細り構造） (2)．

同一種類のアクチュエータでは，出力重量比はほぼ一

定である (1)．先細り構造では慣性モーメントが小さく

なるため，スイング運動において有利である． 

多リンクロボットにおける弾性と動力学的干渉性を活用した

スイング運動パターンの生成

－ 平面 リンクロボットでの運動パターン生成 －
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Generation of Swing Motion Pattern for a Multi-Link Robot                     
by Exploiting the Elasticity and the Dynamic Coupling 

-- Motion Pattern Generation for a Two-Link Planar Robot -- 
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The purpose of our research is to improve robot motion ability without depending on only actuator 
power by effectively exploiting the elasticity and the dynamic coupling of a robot.  In this paper, we 
focused on swing motion.  The prime purpose in swing motion is to increase the kinetic energy of the 
end-link.  In this paper, using a multi-link robot with elastic elements, we proposed a method to 
generate swing motion pattern for the explosive increase of the kinetic energy of the end-link by 
exploiting the elasticity and dynamic coupling.  The results of simulation experiments showed that the 
explosive increase of the kinetic energy of the end-link by exploiting the elasticity and the dynamic 
coupling. 
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さらに，同じ条件で 5.2s(4 歩目着地の 0.3s 前) に
{0,0,0}に変更した時の x-y平面の重心，ZMP，足の
軌跡を図 10に，x-z平面の重心，ZMP，足の軌跡を図
11にそれぞれ示す．この例では，踏み出し足が階段と
衝突してしまい転倒した．着地までの残り時間が少な
い場合，新しい参照軌道に修正する途中で階段と衝突
してしまう可能性がある．着地までの残り時間を自動
的に修正するなどの対策が必要である．

6. お わ り に

筆者らが先に開発した水平面ロバスト誘導システム
を 3次元空間へ拡張し，目標到達地の変更や運動中の
摂動に対してロバストに自律的階段踏破可能な二脚ロ
ボット誘導システムを開発した．離散制御器が軽量な
計算で実装されるので，即応的なシステムを構成する
ことができる．シミュレーションにより，実際に目標
到達地を急変更した際にも対応できること，ただし着
地までの残り時間が非常に短い場合にはロボットが階
段に衝突する可能性があることが分かった．対策とし
て着地までの残り時間を自動的に修正する必要がある．
本研究は，文部科学省科学研究費補助金基盤研究

(B)(課題番号:#15H02762)および文部科学省科学研究
費補助金挑戦的萌芽研究 (課題番号:#26540135)の支援
を受けた．
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