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1. はじめに
二脚ロボッ ト が複雑環境内を移動するには (1)地形

と障害物の認識， (2)着地位置の決定， (3)全身協調制
御が必要である． 目的地や障害物配置の動的変化， 接
地の不確かさや障害物との衝突に耐えるためには， こ
れらの処理を高サイクルで密に連動させなければなら
ない． 従来の歩行システム [1, 2, 3]は， 上記の処理を直
列接続した構成を持つ． カメ ラ等から地形地図を作成
し ， 目的地まで至る最適着地位置の系列を探索し ， 転
倒せずそれらに追従する目標軌道を計算する． しかし ，
計算を要する処理を外界認識や誘導・ 計画に用いてい
たため， 即応性の向上に課題があった．
筆者ら [4, 5, 6]は， ノ ミ ナルな移動経路が与えられ

たときに， そこから段階的に探索範囲を広げて目標着
地位置を決定する軽量な方法を提案し ， さらに目標着
地位置から即時的に全身運動を生成する制御 [7]と並列
動作させることで， 外乱や外界の変動に対し即応的に
二脚ロボット を誘導するシステムを提案した． その際，
ノ ミ ナル移動経路は目的地と現在地を線形補間するこ
とで与えていた． 障害物が多く 配置されている環境で
は， それらを考慮した移動経路を高速に計画する方法
が必要である．
移動経路計画には A*アルゴリ ズム [8]や RRT[9] を

用いた多く の方法がある． しかし ， その殆どが静的状
況での使用を前提としており ， 目的地や障害物配置が
動的変化する場合， 直接適用すると計画結果がそれら
に対して鋭敏に変化する場合がある． これは高サイク
ルでロボッ ト を誘導する際には深刻な問題となる． 状
況の動的変化にロバスト な方法も研究されている． 吉
田ら [10]は障害物の連続的な変化には経路の変形で対
応し ， 状況に応じて経路全体の再計画を実行する事で
頑健な経路計画を実現した． しかし ， 目的地の動的変
化には対応していなかった．
本稿では， 二脚移動に適した移動経路を高サイクル

に計画する方法を提案する． 踏み出しにく さを数値化
し ， それを移動コスト に用いることで目標着地位置決
定器との親和性を高める． 経路の最適性より も計算の
高速性を優先した処理を行い， 計画された移動経路を
さらに次の探索ステップでのコスト 計算に用いること
で， 外界や目的地の動的変化に対し感度を低減する．

2. 踏み出しやすさを考慮した移動経路計画
操縦者がジョ イスティッ クを用いて目的地をオンラ

インで与え， 比較的短距離な経路を計画することを想
定する． 障害物や目的地の動的変化が頻繁に生じる状
況で動作させるため， 経路の最適性より も計算の高速
さを優先して設計する必要がある． 本節では踏み出し
にく さを移動コスト とし ， コスト を最小化する移動経
路を高速に計画する方法を説明する．
高速化のために， 衝突判定には図 1に示す筆者らの
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提案した法線情報を持つ高さ地図を用い， 平面上の格
子点群を探索ノード とする． また， 踏み出しやすさを経
路計画に反映させるために， A*アルゴリ ズムを用いる．
経路探索には優先度付きキュー (Open リ スト と Close

リ スト ) を用いる． 処理の流れを次に示す．

1． 幅優先探索により 目的地を修正する
2． ロボッ ト の現在位置を Open リ スト に追加する
3． Open リ スト からコスト 最小のノ ード nを取り出す
4． nが目的地であれば探索を終了する
5． n周り の全ノ ード mに対して次の処理を行う

5-1． mが環境と干渉していなければ
コスト を計算して Open リ スト に追加する

6． n を Close リ スト に追加して処理 3に戻る

処理 1は目的地が干渉領域内に与えられた際に機能
する． 目的地を基準に幅優先探索を行い， 干渉範囲外
のノ ード が見つかればそこに目的地を自動変更する．
処理 5-1の干渉判定には， 図 2 に示すロボッ ト を近

似した判定領域を用いる． ノ ード mを中心とした半径



図 3 A*アルゴリ ズムによる経路計画

rA の円内地面高さが全て dA 以下であれば干渉してい
ないと判断する． dAはロボット が踏み出せる最大高さ
とする．
足の踏み出しにく さを表す値として， ノ ード 周辺の

高低差の平均を用いる． ノ ード mの地面高さと図 2に
示すコスト 計算領域内地面高さとの差の平均値 v(m)を
計算する． この計算は上記の干渉判定と同時に行う こ
とが出来る． これとユークリ ッ ド 距離 e(n， m) との重
み付き和により 移動コスト d(n,m) を計算する．

d(n,m) = e(n,m) + αv(m) (1)

ただし ， α(≥ 0)は重み係数である． また， ヒューリ ス
ティック関数 h(m)には目的地ノ ード g とのユークリ ッ
ド 距離を用いる．

h(m) = e(m, g) (2)

3. 計画経路の振動防止
目的地や障害物配置の動的変化に経路計画が鋭敏に

反応する場合がある． そのよう な例を図 3に示す． た
だし ， 移動コスト にユークリ ッ ド 距離を用いた． 目的
地が少し動く だけで経路全体が大きく 変更されること
が分かる． このよう な位置に目的地が設定された場合，
計画経路が安定せずシステムの安全性や操作性が低下
する．
経路を低感度にする要求とコスト を最小化する要求

の両方を満たすために， 本稿では前ステップの計画経
路情報を移動コスト 計算に利用する方法を提案する ．
前ステップの計画経路上であれば， 新しい移動コスト
d(n,m) を元の移動コスト d′(n,m) を用いて次式で設

図 4 移動コスト 計算を改良した経路計画 (β = 0.5)

定し直す．

d(n,m) = βd′(n,m) (3)

ただし ， β(0 ≤ β ≤ 1)は設定パラメータであり ， 値が
小さいほど経路が変更されにく く なる．
新しい移動コスト 計算を用いて経路計画を行った例

を図 4に示す． 少しの目的地変更に対しては経路の大
幅修正は行われず， 大きく 変更された場合のみ大幅修
正が行われる． また， 経路の大幅修正が行われない場
合には前の計画経路情報を用いるため， 効率よく 経路
を計画することができる．

4. 目標着地位置決定との統合
前節の移動経路計画を ， これまでに開発した目標着

地位置決定器 [6]に統合する． 本節では計画した移動経
路に基づいて目標着地位置を決定する方法について説
明する．
目標着地位置決定には， 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
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図 5 (a)仮想レールと (b)許容踏み出し領域 [11]

ら [11]の提案した仮想レール (図 5(a))を用いる． 計画
したノ ミ ナル移動経路が媒介変数 s (0 ≤ s ≤ 1)を用い
て φB(s) = {xB(s), yB(s), θB(s)} で与えられていると
する． ただし ， 姿勢 θB(s)は現在の姿勢 θSと 目的地の
姿勢 θG を用いて次式で計算する．

θB(s) = sθS + (1− s)θG (4)

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

]

(5)

θL(s) = θB(s) + θLC (6)
[

xR(s)

yR(s)

]

=

[

xB(s)

yB(s)

]

+

[

cos θB(s) − sin θB(s)

sin θB(s) cos θB(s)

][

xRC

yRC

]

(7)

θR(s) = θB(s) + θRC (8)

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 ， 直立時の左右足開き幅が 2w であるなら
ば， 典型的には φLC = {0, w, 0},φRC = {0,−w, 0} と
すれば良い．
この仮想レールから段階的に探索範囲を広げ， 着地

可能 (可踏)な位置を効率的に決定する． 次の条件を全
て満たす格子点は可踏であると判断する．

1. 着地地面の法線ベクト 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
ある値 ht より 小さい

3. 着地足裏内に干渉する地図格子点が無い
4. 着地足裏内に足を支持できる地図格子点がある値

Nt 個以上存在する

探索には x, y, θ をそれぞれ ∆x,∆y,∆θ で離散化し
た足配置の空間を用いる ． ∆x,∆y は地形地図の格子
間隔と同じ値とする． 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， 図 5(b) に示す許容踏み
出し領域内を探索範囲とする． 処理の流れを次に示す．

パラメータ名 値

地形地図の分割幅∆x,∆y 0.01m, 0.01m

探索グリ ッ ド の分割幅∆x,∆y 0.1m, 0.1m

干渉判定領域 rA, dA 0.25m, 0.1m

コスト 計算領域 rC 0.15m

コスト 計算用定数 α, β 10.0, 0.5

表 1 移動経路計画の各パラメータ設定値

パラメータ名 値

両足幅 2w 0.1m

許容踏み出し領域Xfl, Rfl, θfl 0.08m, 0.2m, 30deg

可踏判定用閾値 θt, ht, Nt 30deg, 0.1m, 15

表 2 目標着地位置決定の各パラメータ設定値

図 6 シミ ュレーショ ンに使用した環境モデル

1. 仮想レールの媒介変数を s = 1で初期化
2. 足配置番号 (−1,−1,−1) をキューに追加
3. キューの先頭から足配置番号 N を取り 出し
次のノ ード 追加処理を行う
3-1. N = (−1,−1,−1)かつ s > 0なら s を減らし

ながら仮想レールから未探索足配置M を
見つけ， M と (−1,−1,−1) をキューに追加

3-2. N = (−1,−1,−1) でなければ， N を探索済み
として， 次の処理を行う
3-2-1. N が可踏なら目標着地位置を N に決定
3-2-2. N に隣接する足配置番号をキューに追加

4. キューが空でなければ処理 3に戻る

ただし ， 足配置番号 (−1,−1,−1)は処理 3-1 を行う
ト リ ガーとして用いている． ノ ミ ナル経路である仮想
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．

5. 動作検証
統合した目標体幹経路計画と目標着地位置決定を歩

行システムに組み込み， シミ ュレーショ ンを行った． 図
6に示す障害物や段差を含む環境モデルを用い， 図 7に



図 7 ロボッ ト 操作時の視点
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図 8 ロボッ ト 誘導のスナップショッ ト

示すロボット 視点での視覚情報から ， ジョ イスティック
で目的地を操作して最終目的地まで誘導する． 経路計
画の各パラメータ設定値を表 1に， 目標着地位置決定
の各パラメータ設定値を表 2にそれぞれ示す． 図 8に
シミ ュレーショ ンのスナップショッ ト を示す． 2， 3枚
目から ， 地面に散乱した板状物体上の比較的足場の確
保できる面を踏み越えるよう に経路を計画しているこ
とが確認できた． このタスクにおける全 6726サイクル
の経路計画と着地位置決定を合わせた処理時間をヒス
ト グラムとして図 9 に示す． 殆どが 10ms に収まって
いることが確認できた．

6. おわりに
簡易な幾何計算による干渉判定， 地面の踏み出しに

く さと前ステップの計画経路情報から計算した移動コ
スト を用いることで， 目標着地位置決定に適した移動
経路を即座に計画する方法を提案した． これを歩行シ
ステムに統合し ， シミ ュレーショ ンにより 障害物の多
い環境を最終目的地まで誘導できる事を確認した．
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図 9 目標経路計画・ 目標着地位置決定の処理時間
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