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A method for biped robots to determine the landing position instantaneously from the

terrain map, kinematic limit and capturability is proposed. A biped robot has to locomote on

various terrains with securing the foothold within a stride even against perturbations during

motions. The method prioritizes those conditions over the approach to the goal at the moment,

while the landing position is found near the originally planned placement which is on the path to

the goal. The method does not rely on a heavy optimization and completes in some milliseconds

even on a complex terrain.
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1 はじめに
二脚ロボット は凹凸地形を大きな外力に耐えながら踏破するこ

とが求められる． 凹凸地形を踏破するためには（ １ ） 地形地図を
生成し ，（ ２ ） 着地位置を決定し ，（ ３ ） 全身協調制御を行う といっ
たプロセスが必要であり ， 大きな外力に耐えるためにはこれらを
高サイクルで蜜に連動させなければならない．

開けた平坦地では既に多く の研究で転倒回避に成功している．
Prattら [1]は踏み出すことで重心を停止させることの出来る位置
を Capture Pointとして提案し ， そこへ踏み出すことで大きな外
力に耐えられることを示した． Koolen ら [2]は N 歩の踏み出し
で Capture Point に到達可能であるかを N -Step Capturability
と呼び， それを満たす領域として Capture Region を定義した．
Pratt ら [3] は Capture Region内に目標着地位置を修正するこ
とで， ある程度着地位置を誘導しながら転倒回避が可能であるこ
とを示した． Griffin ら [4]は踏み出し足速度と目標着地位置を修
正する方法を提案し ， より 大きな外力にも耐えられることを示し
た． しかし ， 凹凸地形での転倒回避に関する研究は殆ど無い．

一方で， 凹凸地形の踏破に成功している研究は幾つか存在す
る． Deitsら [5]は， 混合整数凸最適化法を用いて目標着地位置系
列を決定する方法を提案している． さらに， Fallon ら [6]はその
方法と地形地図からの平面抽出を用いることで凹凸地形の踏破に
成功している． Morisawa ら [7] は Kita ら [8] の着地姿勢推定・
支持領域計算を用い， ZMP軌道計画し追従することで複雑地形
を踏破させている． しかし ， 全身制御が踏み出し中の着地位置変
更を許しておらず， それに合わせて地形地図生成や目標着地位置
決定には計算コスト の高い方法を用いていたため， システム全体
として転倒回避機能を統合出来るほどの即応性を有していない．

筆者ら [9, 10]はこの問題を解決するために包摂アーキテクチャ
[11] を採用した歩行システムを提案してきた． 上位からの情報を
待たず常に高速にループする下位処理に対し ， 上位処理が随時介
入することで行動を変容させる． 上位の処理を待つことなく 各処
理が即座に判断を行う ため， 様々な状況に即応する事が出来る．
さらに， 筆者ら [12]はこれに統合できる形で Capture Region[3]
を用いた転倒防止機能を開発している． 本稿では， 可踏領域・ 踏
み出し可能領域， Capture Regionの共通領域から目的地へ向か
う目標着地位置を即座に決定する方法を提案し ， シミ ュレーショ
ンにより 凹凸地形で大きな外力に耐えられることを示す．

2 Capturabilityを考慮した目標着地位置決定
本システムでは Koolen ら [2]の提案した Capturability を満

たす領域である Capture Region を用いて目標着地位置を決定す
る． Capture Regionは常に大きく 変化するため高速な目標着地
位置決定が必要であり ， これは目的地への到達性より優先される
べきである． 本章では目的地まで足を誘導するレールを基準に次
の一歩のみを即座に決定する方法を説明する． 目標着地位置決定
では次の領域を考慮しなければならない．

• 地形情報より 決まる可踏領域 G

• 今の軸足位置 pP より 決まる踏み出し可能領域 F(pP)

• 今の軸足位置 pP と重心状態 pG, ṗG より 決まる Capture
Region C(pP,pG)

目標着地位置・ 方向 pF, θF はこの共通領域に制約される．

(pF, θF) ∈ G ∩ F(pP) ∩ C(pP,pG, ṗG) (1)

この制約の下で目標位置・ 方向 dp, dθ に向かう pF, θF を求める．
従来研究では最適化計算により これを求めていた． しかし最適化
の計算コスト が高く ， Capture Region を考慮することができな
かった． 提案方法は重い最適化計算を行わず， 次の方法で着地位
置を決定する．

1. ロボッ ト の今の重心位置 pG と目標位置・ 方向 dp, dθ から
仮想レールを敷く

2. 仮想レールと F(pP)の共通部分を基準に， 幅優先探索によっ
て式 (1) を満たす pF を求める

こ の方法に よ り ， 数 ms 周期で目標着地位置を 決定する
事が可能であ る ． 次章では ， 使用する 地形地図， 各領域
F(pP), C(pP,pG, ṗG),G ， 仮想レール， 目標着地位置の探索方
法について説明する．

3 目標着地位置決定に必要な個別要素
3.1 逐次最小二乗法を用いた地形地図生成
地形情報の推定には筆者ら [10] の提案した高さ・ 法線情報を

持つ地形地図を用いる． この地図はロバスト で高速に推定可能で
あり ， 着地姿勢を即座に決定できる． 本章ではこの地形地図につ
いて説明する．
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Fig.1 Mapping terrain

水平領域 [(xmin, ymin) − (xmax, ymax)] を図 1(a) のよ う に
∆x,∆y 間隔で格子状に分割する ． 深度カメ ラなどから取得し
た計測点群を 3 次元平面 z = ax + by + c で近似し ， 高さと法
線ベクト ルを計算する ． ここで， 格子点 (xi, yj) について考え
る． 3次元平面の推定にはその格子点周り の四つの長方形領域に
含まれる計測点群を用いる (図 1(b))． 今， 領域内に n個の点群
{p[k]} = {(x[k], y[k], z[k])}(k = 1, · · · , n) があるとする． 各々
の点に対し ， 残差 ϵ[k] を次式で定義する．

ϵ[k] = ax[k] + by[k] + c− z[k] (2)

k = 1, · · · , n についてこれをまとめると ，

ϵ[n] = W [n]θ − z[n] (3)

ただし ，

ϵ[n] =







ϵ[1]
...

ϵ[n]






, W [n] =







wT[1]
...

wT[n]






, w[k] =





x[k]
y[k]
1



 (4)

θ =





a
b
c



 , z[n] =







z[1]
...

z[n]







である． 残差二乗ノ ルム ||ϵ[n]||2 を最小化するように θの推定値
θ̂[n] を計算すると次式が求まる．

θ̂[n] = S[n]WT[n]z[n] (5)

S[n] = (W [n]TW [n])−1 (6)

ここで新たに点 p[n + 1] が計測されたとする． これを含めた推
定値 θ̂[n+ 1]は次式で逐次計算される．

θ̂[n+ 1] = θ̂[n]−
S[n]w[n+ 1](θ̂T[n]w[n+ 1]− z[n+ 1])

1 +wT[n+ 1]S[n]w[n+ 1]
(7)

S[n+ 1] = S[n]−
S[n]w[n+ 1]wT[n+ 1]S[n]

1 +wT[n+ 1]S[n]w[n+ 1]
(8)

逐次推定された θ̂ = (â, b̂, ĉ) から高さ ẑ と法線ベクト ル ν̂ を次
式で計算する．

ẑ = âxi + b̂yj + ĉ (9)

ν̂ =
ν̂′

||ν̂′||
(10)

ν̂
′ def
=

[

−â −b̂ 1
]T

(11)

また， 分散 σ[n+ 1] を次式で逐次計算する．

σ[n+ 1] = σ[n] +
ϵ[n+ 1]2 − σ[n]

n
(12)

Fig.2 Capture Region

(a) Judgment target

margin

ot sole plane

(b) Foot sole plane and grid point

Fig.3 Landing possibility judgment

3.2 Capture Region

本稿ではロボッ ト の力学モデルに COM-ZMP モデル [13] を
用いる． その時の運動方程式は次式となる．

ẍG = ζ
2(xG − xZ) (13)

ÿG = ζ
2(yG − yZ) (14)

ζ
def
=

√

g

zG − zZ
(15)

ただし ， (xG, yG, zG)は重心位置． (xZ, yZ, zZ)は ZMP， g は重
力加速度である． zZ には軸足の高さを与える． xG, yG の運動方
程式は対称であるため以降では xG について考える． Pratt ら [1]
の提案する Capture Point(xCP)は次式で定義される．

xCP

def
= xG(t) +

ẋG(t)

ζ
(16)

式 (13)(16) より ， Capture Point の速度 ẋCP は次式で計算さ
れる．

ẋCP = ζ(xCP − xZ) (17)

ここで， ZMPが固定されていると仮定すれば， t秒後の Capture
Pointは次式で求まる．

xCP(t) = eζtxCP − (eζt − 1)xZ (18)

ただし ， xCP は現在の Capture Pointである．
ZMPは軸足裏内に制約されるので， 足を踏み変えずに Capture

Pointが到達可能 (0-Step Capturability)な領域は図 2のように
なる．

3.3 可踏性判定
可踏領域は Capture Regionのように幾何学的に定義すること

は難しい． ここでは任意の目標着地位置・ 方向がこの領域内であ
るか（ 可踏であるか否か） を判定する方法を説明する． 安定な着
地が可能な条件を次に示す．

1. 法線ベクト ルと鉛直軸のなす角度が閾値 θt より 小さい

2. 踏み出し経路上の地形最大高さと軸足高さの差が閾値 ht よ
り 小さい
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Fig.4 (a)Virtual rail and(b)steppable region[14]

3. 足裏内に干渉する格子点が無い

4. 足裏内に足を支持する格子点が閾値 Nt 個以上存在する

これらを全て満たす場合， 可踏であると判断する．
条件 (3)(4) の判定方法について説明する． 任意の水平面配置

ϕ を次式のよう に定義する．

ϕ = {x, y, θ} (19)

ただし ， (x, y)は水平面位置， θ は水平面方向である． 着地足候
補として格子点 (xi, yj)上の足配置 ϕi,j,k = {xi, yj , θk} を考え，
図 3(a) のよう な足裏内の格子点群が対象である． 地形地図の推
定高さ ẑi,j， 推定法線ベクト ル ν̂i,j = [ν̂xi,j

ν̂yi,j ν̂zi,j ]
T を用い

ると ， 着地後の足裏の平面関数 zi,j(x, y)は次式となる．

zi,j(x, y) = −
ν̂xi,j

ν̂zi,j
(x− xi)−

ν̂yi,j

ν̂zi,j
(y − yj) + ẑi,j (20)

ここで， 格子点 (xl, ym)の判定を考える． 図 3(b)のような足をな
じませることが可能な許容空間を zi,j(x, y)−η < z < zi,j(x, y)+η
として定義し ， 分散も考慮して， 干渉していない条件には次式
を用いる．

ẑl,m + κσl.m < zi,j(xl, ym) + η (21)

また， 足を支持している条件には次式を用いる．

ẑl,m − κσl.m > zi,j(xl, ym)− η (22)

κは分散をどの程度考慮するかを設定するパラメータである． ま
た， η はどの程度までの凹凸を許容するかを設定するパラメータ
である． 地形地図の法線情報から足の着地姿勢を決定するため，
高速な可踏性判定が可能である．

3.4 仮想レール
両足遷移を破綻させずに体幹を目的地に到達させる踏み出し経

路として， Kobayashi ら [14]の提案した仮想レール (図 4(a)) を
用いる． 目標体幹経路 ϕB(s) = {xB, yB, θB}(0 ≤ s ≤ 1)が例え
ば現在の配置 ϕB0

と目標到達配置 dϕB の線形補間を用いて次式
で与えられているとする．

ϕB(s) = (1− s)ϕB0
+ s

d
ϕB (23)

この経路を用いて， 左右足の仮想レール 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

]

(24)

θL(s) = θB(s) + θLC (25)
[

xR(s)
yR(s)

]

=

[

xB(s)
yB(s)

]

+

[

cos θB(s) − sin θB(s)
sin θB(s) cos θB(s)

] [

xRC

yRC

]

(26)

θR(s) = θB(s) + θRC (27)

Already checked node New node

Add node Expanding nodes

Virtual Rail

Fig.5 Search process

ただし ， ϕLC,ϕRC は直立時の左右足それぞれの正準配置であ
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．
また， 両足干渉やデッ ド ロッ クが生じない踏み出し可能領域

を例えば図 4(b)のように設定する． ただし ， θfl は足のねじり限
界角度であり ， Rfl, Xfl, θfl は設定パラメータである．

3.5 仮想レールを基準とした幅優先探索
仮想レールから段階的に探索範囲を広げ， 可踏性判定により効

率的に目標着地位置を決定する方法を説明する． 地形地図で離散
化された x, y に加えて方向 θ も ∆θ で分割する． 離散化された
足配置を ϕi,j,k = {xi, yj , θk}(i > 0, j > 0, k > 0) で表す． この
時の (i, j, k) を足配置番号と呼び， 踏み出し可能領域を探索範囲
とする． 以下に探索手順を示す．

1. 仮想レールの媒介変数を s = 1 に設定

2. 足配置番号 (i, j, k) = (−1,−1,−1) をキューに追加

3. キューの先頭から足配置番号を取り 出し次のノ ード 追加処
理を行う

(a) 足配置番号が (−1,−1,−1)で s > 0なら sを減らしな
がら仮想レール上でかつ探索範囲内の未探索足配置を
見つけ， その番号と足配置番号 (−1,−1,−1)をキュー
に追加（ 起点の追加）

(b) 足配置番号が全て正なら ， その足配置を探索済みとし
て， Capture Region内外判定と可踏性判定を行う（ 幅
優先探索）

i. Capture Region内でかつ可踏であれば目標着地
位置を決定して終了

ii. そうでなければ， その周りの探索範囲内の足配置
番号 (i− 1, j, k), (i+ 1, j, k), (i, j − 1, k), (i, j +
1, k), (i, j, k − 1), (i, j, k + 1) をキューに追加

4. キューが空でなければ処理 2 に戻る

ただし ， 足配置番号 (−1,−1,−1)は処理 3(a) を行う ト リ ガーと
して用いている． 図 5に仮想レールから起点を追加する処理 3(a)
と幅優先探索 3(b)iiの例を示す． 理想的な踏み出し経路である仮
想レールを基準に探索範囲が拡大していく ので， 目的地へ向かう
目標着地位置を即座に決定することが可能である．

4 動作検証
以上の内容をシステムに統合し ， 動作検証を行った． ロボット

のモデルには mighty[15] を用いる． 目標着地位置決定における
各設定パラメータの値を表 1に示す． 検証には COM-ZMPモデ
ルに基づく 動力学計算を使用した． 目標到達位置をロボット の前
方に配置し ， 動作開始後 4s と 6s にそれぞれ 25Nの外力を 0.1s
間後ろ向きに与えている． 図 6 にロボッ ト が歩行している様子
を ， 図 7にロボット 各状態の軌跡を， 図 8にロボット 各状態の時
間変化をそれぞれ示す． 4s,6s において， 前方にあった目標着地
位置が即座に後方へ修正され， 転倒を回避を行えていることが確
認できた．
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Table 1 Configuration parameters

Name Value

2w 0.1m

Rfl, Xfl, θfl 0.08m, 0.16m, 30deg

θt, Nt 30deg, 15

κ, η 0.1, 0.005m

3.9 s 4.0 s

4.3 s 5.0 s

6.0 s 6.1 s

6.2 s 7.1 s

25 N

25 N

Target

Terrain map

Measurement point

Virtual rail

Steppable region

Landing position

Capture Region

Fig.6 Snapshot of walking

5 おわりに

目標まで足を誘導する仮想レールから段階的に着地位置を探索
することで， Capture Region内から目標着地位置を即座に決定
する方法を提案した． 次の一歩のみを即座に決定する方法である
ため， 重心制御と同程度の動作周期を実現する． これを歩行シス
テムに統合し ， 動力学計算により凹凸地形で転倒回避が可能であ
ることを示した．
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