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Abstract : A footstep planner that can withstand command changes and external forces is proposed. By approximating the
axisfoot with a circle, it estimates the capture region and corrects the landing position. The verification results by simulation
shows that the planner can determine the landing position preventing the fall.

1. はじめに

二脚ロボットには足場の限られた地形上を指令値の急変

更や大きな外力に耐えながら移動する能力が求められてい

る．凹凸地形上では地形の制約を満たす着地位置を探索す

る必要があり, 転倒を防ぐためには安定な運動を継続させ

る着地位置を即座に決定しなければならない．

Herdtら [1]は,モデル予測制御により目標着地位置と重

心-ZMP軌道を同時にオンライン計画する方法を提案した.

これにより,地形の制約と重心の安定化を同時に考える事

ができるため, 複雑地形上においても転倒を防止する目標

着地位置を決定することが可能である. しかし計算コスト

が高く,即応性がそれほど高くない．

Pratt ら [2] は踏み出すことでロボットを停止させる

Capture Pointとその到達可能領域 Capture Regionを定

義し，Capture Regionに一歩または数歩かけて到達可能

な条件 Capturabilityを満たすように踏み出しを行うこと

で大きな外力に耐えることが出来ている.

筆者ら [3, 4]は, 段階的に探索範囲を広げる目標着地位

置決定器と軌道を使用しない高速な重心制御器を用いた即

応的な誘導システムを提案した．しかし，目標着地位置決

定に重心の安定性を考慮していないため，急な指令値変更

や大きな外力に耐えることが出来ていない．

本稿では軸足裏内で ZMPを操作可能な範囲を円で近似

することで Capture Regionを推定する. Capture Region

を用いて転倒防止可能な目標着地位置と着地までの残り時

間を修正することで, 転倒防止可能な目標着地位置を即座

に決定する方法を提案する. これを水平面誘導システム [3]

に実装し，順動力学シミュレーションにより指令値の急変

更や大きな外力に耐えることができることを示す.
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Fig. 1: 二脚ロボット誘導システムのブロック線図

2. 水平面上のロバスト二脚ロボット誘

導システム

2.1 誘導システムの概要

本節では，筆者ら [3]の提案した二脚ロボット誘導シス

テムを説明する．システムのブロック線図を図 1に示す．

小林ら [5]の提案した支持状態遷移決定器により目標着地

位置 dxS が決まり，またそれに応じて杉原 [6]の提案した

運足誘導型二脚制御により目標重心位置 x∗ と目標踏み出

し足位置 x∗
S が決まる．軸足位置 xP と合わせて逆運動学

を解くことにより全関節の目標変位が計算され, モーター

のサーボ制御により全身動作を生成する. このシステムで

は 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．各々の処理の内容について以下に記す．

2.2 仮想レールに基づくロバスト目標着地位置
決定

小林ら [5]の提案した支持状態遷移決定器について説明

する．これは目標到達配位と現在の支持状態から即座に次

の一歩を決定するものである．
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Fig. 2: (a)仮想レールと (b)許容踏み出し領域 [5]

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．体幹と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．
まず，現在の体幹配位 ϕB0 と目標到達配位 dϕB を滑ら

かに接続するノミナル体幹経路を与える．障害物が存在

しない環境であれば，例えば次の線形補間によって決定で

きる.

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 2(a)のような，

左右足が沿うべき経路（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}とする．ただし 2w

は直立時の両足開き幅である．

また，軸足に対する反対足の許容踏み出し領域を，図

2(b)のように設定する．許容踏み出し領域内では, 両足干

渉やデッドロックが生じないことが保証される．許容踏み

出し領域と仮想レールの共通部分を探索空間とし，媒介変

数 sの値が最大となる点を次の目標着地位置，その点を与

える足を踏み出し足，反対足を軸足とする．左右交互に踏

み出すという制約をおかないため，どのように目標到達配

位 dϕB を与えても破綻しないロバストな支持状態遷移を与

える.

2.3 着地時の立位安定性を保証する運足誘導型
二脚制御

杉原 [6]の提案した運足誘導型二脚制御について説明す

る．目標着地位置と着地までの残り時間から，摂動を吸収

しながら踏み出すための ZMP操作量および踏み出し足の

目標運動をリアルタイムに決定する．

ロボットの全身ダイナミクスを重心-ZMPモデル [7]で

近似する. 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)は対称なので，以降は式 (7)のみ考える．踏み

出し動作では, ZMPを軸足側に移動させ，軸足裏に入った

時点で反対足を離床させ，目標着地位置へ運び，着地時に

立位安定性が回復されるような制御器を設計する．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は目標着地位置，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簡単な加速度最小規範に従

い，時間 T で足先を目標着地位置 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)
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Fig. 3: 着地までの残り時間 0.2sで目標到達配位を変更し

た際の目標 ZMPの動き

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)

ただし,t + TL は踏み出し開始時刻である. これを解くと，

次式を得る．

aSx =
6

T

(
dxS − xS

T
− 2ẋS

3

)
(16)

2.4 誘導システムの課題

順動力学シミュレーション [8]により, 着地までの残り

時間 T = 0.2sで目標到達配位を急変更した際の動作を確

認した. 目標 ZMPの動きを図 3に示す．ただし,一歩あ

たりの踏み出し時間を T = 0.8s とした．この結果では,

重心の加速が間に合わず転倒した．ZMPを軸足裏内での

み操作しながら，着地までの残り時間に対して踏み出せる

範囲には限界がある．その制約を考慮していないため，目

標 ZMPが支持領域外に出ていることが転倒の原因である．

本稿では，この制約に基づき目標着地位置を修正する方法

を提案する．

3. Capture Regionに基づく目標着

地位置と着地までの残り時間修正

3.1 Capture Regionによる探索空間の修正

本節では，ZMPがを軸足裏内にとどめながら着地まで

に Capture Pointが到達可能な領域に基づいて，目標着地

位置を自動修正する方法について説明する．足場の限られ

軸足

Capture Region

Fig. 4: Capture Region

た地形上でも使用できるように, ある程度の探索空間内で,

転倒を防止する目標着地位置を即座に決定する.

式 (7)(8)を次式のようにまとめる.

p̈ = ζ2(p− pZ) (17)

ただし p = (x, y)は重心位置，pZ = (xZ, yZ)は ZMP位

置である. ここで ZMPが現在時刻 tから着地時刻 t + T

までの間で変化しないと仮定すると, p(t+ T ), ṗ(t+ T )は

次式で得られる.

p(t+ T ) =
1

2
(eζ(t+T ) + e−ζ(t+T ))(p(t)− pZ)

+
1

2ζ
(eζ(t+T ) − e−ζ(t+T ))ṗ(t) + pZ (18)

ṗ(t+ T ) =
ζ

2
(eζ(t+T ) − e−ζ(t+T ))(p(t)− pZ)

+
1

2
(eζ(t+T ) + e−ζ(t+T ))ṗ(t) (19)

時刻 tにおける Capture Point(pCP)は

pCP(t) = p(t) +
ṗ(t)

ζ
(20)

であるので, 式 (18)，式 (19) より pCP(t + T ) は次式と

なる.

pCP(t+ T ) = eζ(t+T )pCP(t)− (eζ(t+T ) − 1)pZ (21)

簡単のため t = 0とすると,

pCP(T ) = eζTpCP − (eζT − 1)pZ (22)

pZ は支持領域内にあるので, 着地時の Capture Regionは

支持領域を pCP で点対称にした領域となる.

簡単のため，以降は軸足位置を原点とし，軸足支持領域

を半径 rの円で近似する. pZ に課せられる制約は

||pZ|| ≤ r (23)

であるので，pCP(T ) の到達可能領域は次のように表さ

れる.

||pCP(T )− eζTpCP|| ≤ (eζT − 1)r (24)
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つまり，Capture Regionは図4に示すような中心が eζTpCP

で半径が (eζT − 1)rの円である．

図5のように，Capture Regionに仮想レールを制限する

ことで，着地時に重心を安定化可能な目標着地位置を決定

する．仮想レール上の任意の目標着地位置を pf = (xf , yf)

とすると，次の条件が満たされたときに目標着地位置を修

正する必要がある．

||pf − eζTpCP|| > (eζT − 1)r (25)

またこのとき，修正された目標着地位置 p̂f は次式で定義

される．

p̂f =
(eζT − 1)r

||pf − eζTpCP||
(pf − eζTpCP) + eζTpCP (26)

3.2 緊急時における着地までの残り時間修正

外力が加わり，Capture Regionが許容踏み出し領域外

に移動した場合，着地までの残り時間を修正することで，

図 6のように Capture Regionを足が到達する範囲まで移

動させる．着地までの残り時間が修正される条件を次式で

定義する．

T >
1

ζ
ln

(
Rfl − r − lm
||pCP|| − r

)
(27)

ただし，lmは領域同士のめり込み量である．めり込み量を

大きく設定することで，目標着地位置の探索範囲を広げる

軸足

C������ ����	


時間修正された

C������ ����	


緊急

踏み出し位置

Fig. 7: 残り時間修正限界における緊急目標着地位置

ことが可能である．修正された着地までの残り時間 T̂ を次

式で定義する．

T̂ =
1

ζ
ln

(
Rfl − r − lm
||pCP|| − r

)
(28)

この時間修正により，外力に耐える俊敏な踏み出しが可能

となる．

さらに大きな外力が加わり時間修正で対処できない場

合，できるだけ Capture Pointに近い位置へ緊急踏み出し

を行う．着地までの残り時間の修正限界値 Tmin を設定し，

T̂ < Tmin であった場合，着地までの残り時間 T̂ と目標着

地位置 p̂f は次式で修正される．

T̂ = Tmin (29)

p̂f =
pCP

||pCP||
Rfl (30)

この緊急踏み出しにより，複数歩かけて重心を安定化させ

る可能性が生まれる．

4. シミュレーション

4.1 シミュレーションの設定

前節で説明した目標着地位置決定方法を実装し, 順動力

学シミュレーション [8]により動作を確認した．ロボットモ

デルには mighty[9]を用い，一歩あたりの時間 T = 0.8s，

最大踏み出し距離 Rfl = 0.22m，軸足支持領域半径 r =

0.36m，着地までの残り時間の修正限界 Tmin = 0.01m，

めり込み量 lm = 0.01mに設定した.

開けた水平面を仮定し，初期配位を ϕB0 = {0, 0, 0}と
して，目標到達配位を指令値として与えた．

4.2 指令値急変更に対する即応性検証

初期目標到達配位を {0.6, 0, 0}とし，動作開始後 2.2s(着

地の 0.2s前)に {0, 0, 0}へ急変更した．生成された動作の
スナップショットを図 8に，その時の目標着地位置軌跡を

図 9に示す．重心を安定化可能な領域に目標着地位置が修

正し，転倒せずに動作を継続できた．
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Fig. 9: 着地までの残り時間 0.2sで目標到達配位を急変更

した際の目標着地位置軌跡

4.3 外力に対する即応性検証

目標到達配位を {0, 0, 0}とし，動作開始後 2.0sに 0.1s

間 20Nの力を体幹後ろ向きに与えた．生成された動作のス

ナップショットを図 10に，その時の目標着地位置軌跡を図

11に示す．外力により不安定化した重心を安定化させるた

めに踏み出しを行い転倒を防いだ．

また，目標到達配位を {0.75, 0, 0}とし，動作開始後 1.9s

に 0.1s間 20Nの力を体幹横向きに与えた．生成された動

作のスナップショットを図 12に，その時の目標着地位置の

x− y軌跡を図 13に，左右方向軌跡を図 14示す．外力に

耐えるために右に大きく踏み出すことで転倒を防止し，目

標に到達できた．転倒防止による振動で目標 ZMPや目標

着地位置が一瞬大きく振動しているが，動作継続に影響は

無かった．

Capture Region
��������

	�(20N)

2.0 s 2.1 s

2.2 s 2.4 s

目標到達配位

Fig. 10: 20Nを後ろ向きに 2.0s−2.1sの間加えた際の目標

着地位置修正のスナップショット
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Fig. 11: 20Nを後ろ向きに 2.0s−2.1sの間加えた際の目標

着地位置軌跡

5. おわりに

軸足裏内で ZMPを操作可能な範囲を円で近似すること

で Capture Regionを推定し, その領域を用いて目標着地

位置と着地までの残り時間を修正することで, 着地後の安

定性と目標着地位置の探索空間確保を両立する方法を提案

した. シミュレータにより目標到達配位の急変更および大

きな外力に耐えることが可能であることを確認した. ある

程度の探索空間から目標着地位置を決定するため,地形に

制約がある場合でも転倒防止が可能である. この方法を足

場の限られた地形で使用できるように拡張することが今後

の課題である.
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Fig. 12: 歩行中に 20Nを右向きに 1.9s−2.0sの間加えた

際の目標着地位置修正のスナップショット
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Fig. 13: 歩行中に 20Nを右向きに 1.9s−2.0sの間加えた

際の目標着地位置の x− y軌跡
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