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Abstract : A navigation system for biped robots is proposed, where a responsive discrete stepping control and a continuous
COM control are combined. The former guarantees leg-crossing-free and deadlock-free locomotion, while the latter is
trajectory-free and thus is flexible to disturbances. They run at the rate of miliseconds, so that it is robust against sudden
reorientations and perturbations.

1. はじめに

脚ロボットには,複雑環境で様々な状況変化や外乱に耐

えながら移動する能力が求められている. 前者は両足の干

渉やデッドロックを起こさず速やかに次の踏み出し位置を

決定する必要がある. 後者は狭い軸足の裏で地面から受け

る反力を巧みに操り重心を推進しながら,反対脚を着地し

た直後速やかに安定性を回復しなければならない.

Nishiwakiら [1]はセンサで取得した実際のロボットの

状態を反映しながら，Kajitaら [2]の方法によって重心-

ZMP軌道を 20ms周期でオンライン計画し，ある程度の外

乱を吸収する方法を提案した．これによりロボットに様々

な不整地を踏破させることに成功している．また Herdtら

[3]は，モデル予測制御を用いて踏み出し位置と重心-ZMP

軌道を同時にオンライン計画する方法を開発し，操縦デバ

イスを用いてロボットの目標進行方向をリアルタイムに変

更しても誘導可能であることを示した．しかしこれらの方

法では軌道計画に要する計算時間がボトルネックとなり，

即応性をそれほど向上できていない．

本稿では，軽量な踏み出し位置決定器 (離散制御器)[4]

と ZMP操作による重心制御器 (連続制御器)[5]を併用した

新たな二脚ロボット誘導システムを提案する．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 (干

渉やデッドロックを生じない)踏み出し位置を即座に決定

する．また後者では，詳細な目標軌道を計画し追従させる

のではなく，踏み出し足着地時の立位安定性 [6]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．動作に課せられる条件を可能な限り削減し，外乱

へのロバスト性を高めている．それぞれに高い即応性を有

する上記の二者を数 ms周期で同時に実行することで，任

意のタイミングで目標到達地を変更した際に動作継続でき

ること，およびその限界を，シミュレーションにて示す．
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Fig. 1: Kobayashiら [4]の提案した踏み出し位置決定器：

(a)ノミナル体幹経路に沿った正準配置の軌跡 (仮想レー

ル)，(b)許容踏み出し領域

2. 仮想レールに基づくロバスト踏み出し位置
決定器

本節では，Kobayashiら [4]の提案した踏み出し位置決

定器について説明する．これは，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して機能する．

簡単のため，水平面上の移動のみを考える．なお，本方

法の 3次元空間への拡張は既に Shimizuら [7]によりなさ

れている．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}とおこう．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 を滑らかに接続する

ノミナル経路を決定する．障害物が存在しない開けた環境
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であれば，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(a)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)

]
+

[
cos θB(s) − sin θB(s)

sin θB(s) cos θB(s)

][
xLC

yLC

]
(3)

θL(s) = θB(s) + θLC (4)[
xR(s)

yR(s)

]
=

[
xB(s)

yB(s)

]
+

[
cos θB(s) − sin θB(s)

sin θB(s) cos θB(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(b)のように設定する．これの決め方には，例え

ば Perrinら [8]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 をいか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．

3. 着地時の立位安定性を保証する運足誘導型
二脚制御

本節では，杉原 [5]の提案した運足誘導型二脚制御を改

良した方法を説明する．これは，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

制御器として機能する．

ロボットを重心-ZMPモデル [9]で近似すると，運動方

程式は次式となる．

ẍ = ζ2(x− xZ) (7)

ÿ = ζ2(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 はノミナル地面高さで適当に与え

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

定性が回復されるというプロセスを達成するよう ZMPを

操作する制御器を設計する．これは次の最小化問題を解く

ことに帰着される．

xZ = arg min
xZ

1

2

∫ t+T

t

(xZ − xP)
2dt

subject to x(t+ T ) +
ẋ(t+ T )

ζ
= dxS (10)

ただし，T は踏み出し時間，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 − 2eζT

1− e2ζT
(eζTxCP − dxSP) (11)

xCP ≡ x+
ẋ

ζ
− xP (12)

dxSP ≡ dxS − xP (13)

踏み出し足の制御については様々な方法が考えられるが，

ここでは簡単な加速度最小規範に従い，時間 T 経過後に足

先を目標踏み出し位置 dxS へと滑らかに到達させる．足先

の運動は，次の簡略化された運動方程式に従うものとする．

ẍS = aSx (14)

ただし，aSx は踏み出し足の x軸方向加速度である．次の

最小化問題を解くことで，制御入力 aSx を決定する．

aSx = arg min
aSx

1

2

∫ t+T

t+TL

a2Sxdt

subject to xS(T ) =
dxS, ẋS(T ) = 0 (15)

実際にこれを解くと，次式を得る．

aSx =
6

T

(
dxS − xS

T
− 2ẋS

3

)
(16)

4. 離散・連続制御の併用による二脚ロボット
誘導システム

上述の離散制御器，連続制御器を併用することで，図 2

のブロック線図に示す二脚ロボット誘導システムを構成す

る．式 (11) で決まる ZMP から目標重心位置 x∗ が，式

(16)から目標踏み出し足位置 x∗
S がそれぞれ決まる．これ
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Fig. 2: 二脚ロボット誘導システムのブロック線図

に軸足位置 xP 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．

離散制御器および連続制御器は極めて軽量である (マイ

クロ秒オーダで計算が完了する)ので，ボトルネックは逆

運動学ソルバのみである．筆者ら [10]の実装ではこれを含

めて 1サイクルが 1msで完了するため，即応的なシステ

ムとなっている．

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[11]を

用いた．制御器の各パラメータは w = 0.06m，T = 0.8s

とした．障害物の無い水平な地面を仮定し，初期配位を

ϕB0 = {0, 0, 0}として，次のように目標体幹配位を与えた．
ただし，位置の単位はm，角度の単位は degである．

0 ∼ 2.5s : {0.2,−0.2,−22.5}

2.5 ∼ 6.5s : {0.4, 0.1, 22.5}

6.5s ∼ : {0.7,−0.1,−22.5}

生成された動作のスナップショットを図 3に，このときの

x-y平面上の重心，ZMP，運足の軌跡を図 4にそれぞれ示

す．変化する目標到達配位に従って，歩行を継続できてい

ることが分かる．運動中の振動により目標踏み出し位置が

微小変化しているが，動作継続に影響は無かった．

次に，初期の目標到達配位を {0.25, 0, 0}とし，動作開
始後 2.0s(3歩目途中)に {0.25,−0.25,−90}に変更したと
きの結果 (x-y平面上軌跡)を図 5に示す．3歩目を踏み出

す途中で進行方向を修正し，目標地点に到達できた．

さらに，上記と同じ初期条件で，動作開始後 2.2s(3歩

目途中)に目標到達配位を {0.25,−0.25,−90}に変更した．
結果 (x-y平面上軌跡)を図 6に示す．この例では，重心の

加速が間に合わず転倒した．ZMPに課せられる制約から，

着地までの残り時間に対する目標踏み出し位置の変更量に

は限界がある．Herdtら [3]の方法ならばこれを考慮可能

であるが，計算の重さが問題となる．許容踏み出し領域を

残り時間に応じて動的に変更する等の工夫が必要と考える．

6. おわりに

筆者らが先に開発した離散制御器および連続制御器を併

用し，目標到達地の変更や運動中の摂動に対してロバスト

な二脚ロボット誘導システムを開発した．どちらも軽量な

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

時間が過度に短い場合にはロボットが転倒に到る可能性が

あることが分かった．
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Fig. 3: 生成された動作のスナップショット (赤丸：目標到達配位,緑四角：目標踏み出し位置,赤線：現在の重心位置と目標

到達位置を結ぶ線)
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Fig. 5: 踏み出し成功例 (2.8sに目標到達配位を変更)
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Fig. 6: 踏み出し失敗例 (3.0sに目標到達配位を変更)
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