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1. はじめに
二脚ロボットの制御では，限られた支持領域内での

地面の蹴りによる重心制御と，支持状態を不連続に変
形する脚制御を巧みに協調させる必要がある．ロボッ
トが実世界で外乱にさらされながらも転倒せず運動す
るためには，多少の摂動に対しては安定に定常の動作
に収束する一方で，大きな摂動に対しては故意に動作
を崩し踏み出す柔軟さが求められる．時刻の関数とし
て設計した詳細な目標軌道に従って運動させる制御方
法 [1] では，このようなことは難しい．目標軌道を必要
としない制御方法も多く提案されている．モデル予測
制御を用いた方法 [2]では，重心運動と足の運びとを実
時間で同時に制御することが可能だが，比較的重い計
算を要するため外乱に対する即応性の向上に課題があ
る．その他，ハイブリッドゼロダイナミクス [3]，受動
歩行，振動子ネットワーク [4]等の方法があるが，いず
れも直進歩行以外の様々な脚運動の実現が難しい．
Sugihara[5]は，重心と ZMP[6]の関係に基づく低次

元力学モデルにおいて目標 ZMP位置を間接的な入力と
見なし，その操作方法を運動中に切り替えることで立
位制御 [5]，足踏み [7]，歩行 [8]等をシームレスに遷移
させる制御方法を提案した．各々の動作の力学系とし
ての性質を重心の次元で表現し，階層的制御によって，
詳細な目標軌道を要せず簡単なフィードバック則から
全身の振舞を実時間で合成できる特長がある．足の踏
み替えについては，重心が定常振動する際は ZMPも
同位相で振動することに基づき，支持領域内での ZMP

移動を予測して足昇降を自動整合させる方法がとられ
ていた．しかし，この方法では大きな摂動を受けた際
に足の踏み出しよりも早期の着地が行動として優る傾
向があり，転倒防止能力がそれほど高く無かった．一
般的に二脚ロボットの足裏は全身に比べて小さいため，
摂動を受けると ZMPは容易に足裏縁に近づく．狭い
支持領域内での ZMPの位置関係に基づいて足昇降の
位相を決定することに問題があると筆者は考えた．
本稿では，支持領域の情報を用いずに足の昇降と踏

み出しを制御する新たな方法を提案する．よく知られ
るように，重心-ZMPの力学系は安定モードと不安定
モードにより構成される [9]が，いずれのモードが優位
であるかはあるスカラーポテンシャル（LIPMポテン
シャルと名付ける）値の正負により定量化できる．こ
のことに着目し，LIPMポテンシャルが正値から 0へ
と減少する過程で足を上げ，0からさらに負値へと減
少する過程で足を下ろす制御方法を提案する．足の水
平位置は立位安定性 [5]に基づいて独立に決定する．こ
れによって，摂動を受けた際には大きな踏み出しが自
然に発生し，重心状態に応じて適応的に着地できるこ
とを，シミュレーションによって確認した．

2. ZMP振動に基づく足昇降制御と欠点
2.1 非線形フィードバックによる重心の調和振動

先行研究 [10]を説明する．重心-ZMPモデル [11]に
おいて，x，y，z軸をそれぞれ矢状面前方向，前額面左
手方向，鉛直上方向と定め，重心の位置をp = (x, y, z)，
ZMPの位置を pZ = (xZ, yZ, zZ)とする．重心まわり
の角運動量変化及び重心高さ方向の変動を無視すると，
重心の水平面内運動は次式で記述される．

ẍ = ζ2(x− xZ) (1)

ÿ = ζ2(y − yZ) (2)

ζ =

√
g

z − zZ
: const. (3)

ただし，gは重力加速度である．ZMPは支持領域に制
約される．二脚ロボットの運動においては，不連続に
変化する支持領域内で ZMPを操作する必要がある．式
(1)(2)は x，yについて対称であるので，本節の以降で
は y軸方向の運動だけ考える．
安定な二脚ロボットの歩行を行うためには，ZMPは

左右の足裏を交互に遷移する必要がある．足の昇降はこ
れに整合しなければならない．そこで次の非線形フィー
ドバックによって目標 ZMPを決定する．

yZ =


yZmax (S1 : yZmax < ỹZ)

ỹZ (S2 : yZmin ≤ ỹZ ≤ yZmax)

yZmin (S3 : ỹZ < yZmin)

(4)

ỹZ = dy + (qy + 1)

(
y − dy +

ẏ

ζ
f(γ)

)
(5)

f(γ) ≡ 1− ρ exp

(
1− (qy + 1)2γ2

r2

)
(6)

γ =

√
(y − dy)2 +

ẏ2

ζ2qy
(7)

ただし，rは ZMPの振幅，ρは自励振動を起こすパラ
メータ，dyは y軸方向の重心参照位置，qy は振動周期
を決定するパラメータである．簡単のため支持領域は
[yZmin, yZmax]で表されると仮定する．実 ZMPが上の
目標 ZMPに従うならば，重心のダイナミクスは次の
区分自律系で表せる．

ÿ =


ζ2y − ζ2yZmax (S1)

−ζ(qy + 1)f(γ)ẏ − ζ2qy(y − dy) (S2)

ζ2y − ζ2yZmin (S3)

(8)

ρ > e−1 である場合，このシステムは次のリミットサ
イクルに収束する．

(y − dy)2 +
ẏ2

ζ2qy
=

{
1

(qy + 1)2
+ log ρ

}
r2 (9)



図 1 複素平面上での pZ の軌跡と予測値 p̄in, p̄out の関係

ρ = 1の時，定常応答は半径 r
(qy+1)，角振動数 ζ

√
qyの

調和振動となる．

2.2 調和振動の位相に基づく足昇降制御と欠点

ZMPから重心への周波数応答は，定常応答において
ZMPと重心が同期する．そこで，ZMPの動きから位
相情報を抽出し，遊脚の昇降を制御する．次の複素数
pZ を定義する．

pZ = yZ − dy − (qy + 1)ẏ

ζ
√
qy

i (10)

実部は重心参照位置に対する ZMPの位置である．虚
部は ZMPの模擬速度である．これは ZMPが飽和・跳
躍し得ることを考慮したものである．左足裏内を ZMP

が動くとき，pZの軌跡は図 1に示すように pin, poutの
2つの値で区分される．両者の実部はいずれも足の内
端 yLin である．ZMPがこの区間上にある時，右足を
上げることが可能である．すなわち pZ = pLin となる
時に足上げを開始し，pZ = pLout となる時に着地すれ
ば良い．しかし，この二点を予め知ることはできない
ため，次の予測値で代用する．

p̄Lin = yLin − i
√
y2Z − y2Lin (11)

p̄Lout = yLin + i
√
y2Z − y2Lin (12)

重心が定常振動に収束するとき ZMPも同位相で振動
するため，図 1 のように実際の pLin, pLoutに漸近収束
する．そこで，次のように足昇降の位相を定義する．

ϕL = sat{ ∠(|pZ|/p̄Lin)
∠(p̄Lout/p̄Lin)

, 0, 1} (13)

これに基づいて，右足の参照高さ zRを次式で決定する．

zR =
1

2

h|pZ|
r

σ(ρ)(1− cos 2πϕL) (14)

σ(ρ) =


1 (ρ > 1)

ρ− e−1

1− e−1
(e−1 ≤ ρ ≤ 1)

0 (0 ≤ ρ ≤ e−1)

(15)
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図 2 LIPMポテンシャルと相図

ただし，|pZ|/r はリミットサイクルへの収束度合いを
意味する．
水平面に関する動きは着地時の立位安定性が保証さ

れるよう次のように決定する．

(dxF,
dyF) = sat((x̄F, ȳF),F )) (16)

x̄F = x+
ẋ

ζ
(17)

ȳF = y +
ẏ

ζ
(18)

ただし，F は過度の踏み出しや自己干渉を防ぐために
設定する踏み出し可能領域である．
実際のロボット制御では，目標 ZMP位置を等価な

目標重心位置に変換し，同時に式 (14)，(16)によって
決定した目標両足位置と合わせ，逆運動学を用いて目
標関節変位にする．これに追従するようロボットの関
節変位をサーボ制御する．
本節の方法は，ある程度の摂動に対しては機能する

が，大きな摂動を受けた場合，ZMPはすぐに足裏の内
端に到達する．これによって，ロボットの振舞において
は踏み出しよりも早期の着地が優る．そのため，転倒
防止性能はそれほど高くならない．上記の傾向は，狭
い足裏内での ZMPの位置に基づいて足あげ高さを決
めているために起こると考えた．次節では，LIPMポ
テンシャルとそれに基づいた支持状態に依らない新た
な足昇降制御について述べる．

3. LIPMポテンシャルと足運動制御
3.1 LIPMポテンシャル

線形化された重心-ZMPモデルは，次のようにモー
ド分解された線形システムに変換できる [9]．

d

dt

[
w1

w2

]
=

[
ζ 0

0 −ζ

][
w1

w2

]
(19)[

w1

w2

]
def
=

[
1 1/ζ

1 −1/ζ

][
y − yZ

ẏ

]
(20)

w1 は不安定モード，w2 は安定モードである．これら
のモードの組を線形倒立振子モード (LIPM)[9]と呼ぶ．
外力を受けない場合，このシステムは次のようなスカ
ラーポテンシャル場によって記述できる．

d

dt

[
w1

w2

]
= −

[
∂ϕ
∂w1
∂ϕ
∂w2

]
(21)
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図 3 鉛直方向の遊脚の参照速度 dvz(zf − h, Φ)(a =
0.01, vmax = 1)
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図 4 水平方向の遊脚の参照速度 dvx(xf − dxf , Φ)(b =
1, c = 0.3, kpx = 1)

ただし，ϕ(w1, w2) は次のように定義した人工ポテン
シャル関数である．

ϕ(w1, w2)
def
= − 1

2ζ

(
w2

1 − w2
2

)
(22)

これを状態空間内に図示すると，図 2 のようになる．
元の y-ẏ空間においては次式で表される．

ϕ(y, ẏ) = −(y − yZ)ẏ (23)

本稿では，これを LIPMポテンシャルと呼ぶ．二次元
運動に拡張すると次式となる．

Φ(x, ẋ, xZ, y, ẏ, yZ)
def
= − (x− xZ) ẋ− (y − yZ) ẏ

(24)

ZMPに対する重心の水平面内位置 [x− xZ y− yZ]
Tと

速度 [ẋ ẏ]T の内積と考えることもできる．
LIPMポテンシャルは，等エネルギー軌道 [9]上での

重心運動の発展度を定量化する．重心運動はポテンシャ
ル値 0を境に安定モード優位から不安定モード優位へ
と切り替わる．LIPMポテンシャルの絶対値が大きい
ほど，両モードの優位差は大きい．この事実から，安
定モード優位のとき足をあげ，不安定モード優位のと
き足を下ろすという方策が考えられる．また，着地の
緊急度は LIPMポテンシャルが負に大きいほど高い．

4. LIPMポテンシャルを用いた足運動制御
LIPMポテンシャルが負に大きいほど着地の緊急度

が高く，正に大きいほど着地の緊急度は低い．一方で，
緊急度が高いからといって即座に着地することは遊脚

の水平運動を制限し，かえって安定性を損なう．この
ことを考慮し，足昇降制御は LIPMポテンシャルに基
づく参照位置ではなく参照速度によって制御する．ま
た，これは高さが一様ではない地面に対しても適応的
な着地を可能にする．
LIPMポテンシャルを用いた足運動制御器の設計例

として，次の設計要件を満たす参照速度を考える．
足の鉛直方向運動

1. Φ > 0の時，足を上げる．
2. Φ < 0の時，足を下ろす．
3. 足高さが上限値で飽和．
4. 足運動速度はある値を上限に持つ．

足の水平方向運動

1. Φ > 0の時，滑らかに運動．
2. Φ < 0の時，速やかに運動．

上記に基づき，以下の参照速度を設計する．

σ(x) =
1

1 + e−x
(25)

h(x, y) = −(x− y)− ∥x+ y∥ (26)

dvz((zf − h), Φ) = vmax(2σ(h(a(zf − h), Φ))− 1)

(27)

dvx((xf − dxf , Φ) = kpx(σ(bΦ)(1− c) + c)(dxf − xf)

(28)

dvy((yf − dyf , Φ) = kpy(σ(bΦ)(1− c) + c)(dyf − yf)

(29)

ただし，xf , yf , zf は足位置，dxf ,
dyf , hは x，yの目標

足位置および z軸方向目標足上げ高さ，kpx, kpy, a, b, c

は設計パラメータである．ロボットの足先はこの参照
速度を追従するように制御される．図 3 は式 (27) を
可視化したものである．Φ > 0かつ zkf − h < 0のと
き，着地のの緊急度は低く遊脚は上限値に達していな
いので足を上げるように作用する．一方，Φ < 0かつ
zkf − h < 0のとき，遊脚は上限値に達していないが着
地の緊急度が高いため，足を下ろすように作用する．ま
た，zkf − h > 0の場合，上限値を超えているので Φに
関わらず足を下ろす作用が働く．図 4は式 (28)を可視
化したものである．Φ > 0では着地までの緊急度が低い
ため遊脚の運動は滑らかに運動する．一方で，Φ < 0で
転倒回避を行うには着地までに目標着地位置 (dxf ,

dyf)

に遊脚が移動している必要があるので，速度を上げる．
dxf ,

dyf は式 (16)により決定する．また，支持足の切
り替えは，支持領域中の ZMPがいずれかの足裏領域
に入ることをもって判断する．

5. シミュレーション
人型ロボットmighty[12]を想定してシミュレーショ

ンを行った．簡単のため全質量が重心に集中した近似
モデルを用い，実 ZMP位置は目標 ZMP位置に遅れな
しで追従すると仮定した．目標 ZMP位置に基づいて
目標重心位置を決定し，逆運動学によって目標関節変
位に変換した．
シミュレーションでは，足踏み中に前額面支持足側か

らの外乱を受ける状況を想定した．最大足あげ高さは



図 5 シミュレーションのスナップショット
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図 6 シミュレーション結果

0.03m，重心高さは 0.26mとし，積分時間幅は 0.001s

とした．図 5に 0.25sから 0.42sまでのシミュレーショ
ンのスナップショットを，図 6 に足位置，及び重心，目
標 ZMPの時間発展の様子をそれぞれ示す．摂動を受
けない状況，摂動を受ける状況を問わず足踏みを行え
ていることがわかる．また，摂動が加わった際に即座
に足を下ろすのではなく，重心の加速方向に自然に足
を踏み出す挙動が表れている．
重心制御には，先行研究 [13]の方法を用いたが，提

案方法は線形倒立振子モードに従う運動であれば適用
可能であることを付記しておく．

6. おわりに
線形倒立振子モードに従う重心運動に適合する，

LIPMポテンシャルに基づく二脚ロボットの足運動制
御法を提案した．摂動の有無に関わらず，重心運動に
整合した足運動が可能となった．
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