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B-35 
踏み出し制動動作における制御器遷移モデルの同定 

Identification of Transitioning Controller in Step-and-Brake Motion 
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The goal of this work is to identify a controller of a human who steps and brakes. The loci of the center of mass 

(COM) of the motion of interest were measured and plotted in the state space. It was seen in them that the motion gradually 

converged to a regulatory behavior after the landing, which was supported by overlaying the loci of regulatory motions 

on them. Two hypotheses were made to model the behavior: (1) the delay in ground force manipulation (or the center of 

pressure (ZMP)) causes the smooth transition, or (2) a control which can produce both a stepping motion and a regulatory 

motion by adjusting the references of COM and ZMP works. (1) was rejected since a negative feedback gain was identified 

together with the delay. In order to verify (2), a stepping controller developed for biped robots was employed as a model 

of the human’s control scheme. The identified controller showed qualitative similarity to the measured behavior, though 

it still has some points of discussion. 
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1. 緒 言 

 歩行能力の低下は，骨や筋肉の衰えだけでなく，体性感覚や平衡感覚に基づいて適切に筋肉を協調させる制御

機能の衰えによっても引き起こされる．筋力の補助以上に人の制御に介入する歩行動作支援機器が今後望まれる．

一方，自分の身体を自分で制御する感覚の維持は QOL 向上のために重要である．人の歩行制御機構と競合せず

自然に補助できる機器を設計する上で，その機構を工学的に理解することが求められる．しかし，運動の自由度

に対し数が優に上回る筋群の協調の仕組みをつぶさに理解することは困難である． 

重心と地面からの反力中心（Zero-Moment Point; ZMP (Vukobratovic and Stepanenko, 1972)）との関係に着目した

重心-ZMPモデル(Mitobe et al., 2000)は，全身の安定性維持や移動の原理を説明する低次元力学モデルとして，バ

イオメカニズムやロボット工学において活用されている．特にこれに基づいた人型ロボット制御器(Sugihara,

2009)が人の立位制御器の良好なモデルとなることを，運動計測とシステム同定によって示した先行研究がある

(村井，杉原，2015)．

本研究では，歩行の基幹となる足の踏み出し動作の制御原理を，上記先行研究と同様に運動計測とシステム同

定を用いて説明することを目的とする．モーションキャプチャシステムおよび床反力計によって計測した足の踏

み出し制動動作軌跡群から，人型ロボットの制御器(Sugihara and Yamamoto, 2017)をモデルとして人の制御器を同

定する．得られた運動軌跡群より，踏み出し足接地直後に直ちに立位安定化制御器に移行するのではなく，徐々

に立位安定化制御へと遷移する振舞いが見られた．すなわち先行研究において同定した立位制御器は，踏み出し

動作も説明できるものではない．この特徴的な動作を表現し得る二つの制御器モデルの仮説を立て，システム同

定を行った．その結果一つはモデルとして棄却されたが，もう一つは人の振舞の特徴をある程度とらえているこ

とが分かった． 
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2. 運動計測実験 

2・1 重心-ZMPモデルを用いた区分線形フィードバックによる立位制御器モデル 

本節では，先行研究において用いられた立位制御器モデル(Sugihara, 2009)について述べる．人の立位動作にお

いて，重心および ZMPの前後方向位置をそれぞれ x，xzとおく．重心まわりの角運動量変化は十分小さく，重心

高さが一定と見なせると仮定すると，重心のダイナミクスは次式で表される． 

 

2 ( )Zx x x   (1) 

  

z
 

g
 (2) 

  

 

ただし，gは重力加速度である．これは，地面を蹴る点の位置を調整することで重心を制御できることを示唆し

ている．左右方向についても同様に表せるが，本稿では省略する．式(1)は次の線形状態方程式と等価である． 
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これに対し，目標 ZMP dxzを次式で与える． 
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ただし，dxは重心参照位置，k1および k2はフィードバックゲイン（定数）である．式(4)は，重心状態に基づい

て反力中心位置を操作することで重心を安定化させるモデルであるが，ZMPは支持領域内部に拘束されるた

め，このような区分線形状態フィードバックとなっている．理想的に実際の ZMPが目標 ZMPに遅れなしで追

従するよう制御すれば，フィードバックシステムは区分アフィン系となる． 

 

2・2 実験計測環境 

以降に記す運動計測実験はモーションキャプチャシステム VENUS3D（株式会社ノビテック製）およびフォー

スプレート TF-6090（株式会社テック技販製）を用いて行った．サンプリング周波数は 240 Hzとした．23歳女性

（身長 158 cm，体重 48 kg）を被験者とし，事前に実験目的および危険性について説明を行った．骨格などの特

徴点で皮膚の動きの影響の少ない箇所に 39個の光学マーカを貼付して，全身の運動軌跡を取得した．成人女性の

平均質量分布(阿江他，1992；横井，1993) をもとに重心位置を計算し，得られた重心軌跡に遮断周波数 5Hzの 2

次バターワースフィルタを施した． 

 

2・3 足の踏み出し制動動作 

直立姿勢から片足を指定の位置に踏み出し，両足の中点に重心を収束させる踏み出し制動動作を計測した．被

験者は，踏み出し足と軸足それぞれの鉛直方向反力値の表示を目視しながら，それらが等しくなるようにするこ

とで重心収束位置を統制した．動作時間は踏み出し足の離地から着地までを 100 BPMのメトロノームの音に合

わせて行うことで統制した．運動の様子を図 1に示す．図 2に示すように踏み出し位置を 25 ~ 65 cmの範囲で 
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Fig. 1 Stick pictures of step-and-brake motion measurement experiments 

 

 

 

 

Fig. 2 Schematic drawing of step-and-brake motion 

measurement experiments 

Fig. 3 Loci of position, velocity of COM and ZMP. The black 

points show the moment of landing. 

 
 
 

 

Fig. 4 Loci of COM acquired through the step-and-brake motion 

measurement experiments in 
zx x x   space 

 

10 cmずつ変化させ，それぞれ 8試行ずつ行った． 

足幅 45 cmの代表一試行について，重心位置および速度，ZMPの x軸成分の時系列データを図 3に示す．着

地時刻は，踏み出し足側フォースプレートの鉛直軸方向の反力値が閾値を超えた瞬間で定義した．グラフ中にプ

ロットされた黒丸は，同時刻における重心および ZMPの位置をそれぞれ示している．図 4は重心位置・速度・

ZMPを軸とする空間に全試行の軌跡をプロットしたものである．色の違いは目標踏み出し位置の違いを表して

いる．この運動軌跡の特徴を以下に挙げる． 
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[1] 着地時刻以降の軌跡は着地位置に対しほぼ相似形となっている 

[2] 動作終盤では運動軌跡がある平面に漸近している 

 

[1]より，計測した踏み出し制動動作群は同一の機構により制御されていると言える．また[2]より，動作終盤で

は ZMP位置が重心位置・速度の線形結合で表される，すなわち式(4)で表される立位制御器に近い振舞をとって

いること，および着地後直ちに立位安定化制御に移行するのではなく，滑らかに立位安定化制御に遷移している

ことが示唆される． 

このような軌跡を出力せしめる制御器をモデル化するために，動作終盤の軌跡が確かに立位安定化動作となっ

ていることを示した上で，それに漸近する過程を表すシステムを同定する必要がある． 

 

2・3 立位安定動作 

踏み出し制動動作の終盤ではたらいている制御が立位安定化動作制御と一致することを確認するために，

Kanetaらの方法(Kaneta et al., 2013; Murai et al., 2013)を用いて立位安定化動作の計測を行った．踏み出し制動動作

の最終姿勢をとった被験者に次の 4つの方法で摂動を与え，被験者はこれに抗って重心を収束させる動作を行う

ことで，参照位置（両足中心位置）に重心を維持しようとする人の重心軌跡群を相空間上の広い範囲で計測した． 

（a）参照位置近傍で摂動を受け，安定に参照位置に収束 

（b）参照位置から離れた位置から十分な初期速度を与え参照位置に収束 

（c）参照位置から離れた位置から強い摂動を受け，参照位置を通過しそのまま遠ざかる 

（d）参照位置から離れた位置から小さく初期速度を与え，いったん参照位置に向かうが再び遠ざかる 

安全上の観点から(d)の後方動作を除き，上記の運動それぞれについて前方・後方に摂動を加えて約 8試行ずつ

計測を行った．前後に開いた足の幅は 45 cm とした．計測の様子を図 5に示す． 

得られた x軸方向の重心の相図を図 6 に示す．仮定した立位制御器モデルによって説明し得る運動であること

が定性的に確認された．図中青線部が上記の(a)，赤線部が(b)，緑線部が(c)，橙線部が(d)の動作軌跡群にそれぞれ

対応している．一方，Kaneta らの実験により得られた相空間軌跡とは異なり，x 軸方向に沿って非対称な軌跡群

となっており，人の立位動作には前後に指向性があることが確認された．x軸方向の位置・速度・ZMPを軸とす

る空間にプロットした軌跡群に，図 4に示した踏み出し幅 45 cmの踏み出し制動動作の運動軌跡を収束値が原点

となるように調整して重畳したものを図 7に示す．黒線部が踏み出し制動動作の運動軌跡群である．同動作の終

盤の軌跡が立位安定動作の軌跡の成す平面に収束していることが確認された． 

この時のフィードバックゲインを，村井らの方法(村井，杉原，2015)を用いて推定した．式(4)で表される制御

器によるフィードバックシステムは，次の区分アフィン系となる． 

 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

(S1)

(S2)

(S3)

z

a x b x c

x a x b x c

a x b x c

 


  
  

 (5) 

 

ただし，ai，bi，ci（i=1,2,3）は未知定数である． 

図 7 の
zx x x  空間上の標本群を用いて，目標 ZMP と実 ZMP の誤差二乗和が最小となるようなパラメータ

を S1~S3の区分でそれぞれ推定する．方法の詳細は上記文献を参照されたい． 

図 8，図 9 に結果を示す．同色に着色された標本は同じ区分に分類されていることを表す．また，同定された

式(5)のパラメータを表 1に，式(4)から予想されるパラメータの値を表 2に示す．これらを比較して，a1，a2，b1，

b2 の値が十分小さく S1 および S3 では ZMP が飽和していることが確認され，フィードバックゲインの値を 

k1 = 1.84，k2 = 0.464，dx = - 0.0375と推定した． 
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Fig. 5 Stick pictures of regulating motion experiments to collect four types of loci of COM 

  

Fig. 6 Loci of COM acquired through the regulating 

motion measurement experiments 

 

Fig. 7 Loci of COM acquired through the regulating motion and 

step-and-brake motion measurement experiments in 

zx x x   space 

 

 

Fig. 8 Identified segments and clustered samples 

 

Fig. 9 Identified planes corresponding to S1(green), S2(blue) 

and S3(purple)  in 
zx x x   space 

 

Table 1 Result of identified parameters Table 2 Parameters expected form eq.(4)  

i  ia  
ib  

ic  

1 0.0153 0.0222 0.299 

2 1.84 0.464 0.0315 

3 -0.0992 -0.0223 -0.322 
 

i  ia  
ib  

ic  

1 0 0 dxzmax 

2 k1 k2 dx(1 - k1)  

3 0 0 dxzmin 
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3. 立位安定化動作への漸近過程の制御原理  

踏み出し制動動作において着地後に立位安定化制御へと滑らかに遷移する機構の説明として，次の 2つの仮説

を立てる． 

 

[A] 足の着地前後で制御器が切り替わっており，足の着地後は一貫して同一の立位制御器がはたらいている

が，実 ZMPが目標 ZMPに対して遅れるため遷移が滑らかになる． 

[B] 制御器自体の遷移は存在せず，一貫して同一の（立位制御器でない）制御器で説明できる．足の着地前後

で制御の参照値のみが変化している． 

 

3・1 一次遅れによる説明 

仮説[A]では，着地後のシーケンス中で制御器の変化が起こっておらず，目標 ZMP に対して実 ZMP が遅れて

応答するとした．この根拠は以下の通りである． 

 式(4)より，フィードバックゲインが既知であれば重心位置および速度，重心参照点を用いて目標 ZMP を得る

ことができる．前節の立位安定化動作の計測により推定されたフィードバックゲインと踏み出し制動動作の足着

地後の標本を用いて目標 ZMPが推定される．これと重心の位置・速度，実 ZMP，および推定された目標 ZMPと

実 ZMPとの差を図 10に示す．踏み出し位置の着地に伴って重心参照点はステップ状に変化していることが予想

されるが，それに対し実 ZMPは 2～3次遅れ系のような応答を示している様子が観察される．人は重心状態を観

測し頭の中で目標 ZMP を持つが，神経を伝達し筋を動かして運動を実現するまでに遅れが生じている可能性が

考えられる．目標 ZMPに対する実 ZMPの応答が１次遅れ系で表現できるとすると，ZMPの微小時間変化
zx は

以下のように表される． 

 

d
z z

z

c

x x
x

T


   (6) 

 

式(4)を用いれば，式(6)は次式の形に書き換えられる． 

 

1 2 111 d
z z

c c c c

k k k
x x x x x

T T T T


     zax bx cx d     (7) 

 

踏み出し制動動作の着地後フレームおよび立位安定動作の可制御領域（S2）について，計測された xzの微小時

間変化
zx を求め，これと式(7)の値との誤差二乗和が最小となるようにそれぞれの運動についてフィッティング

を行った．それぞれの動作から得られたパラメータを表 3(a)，(b)に示す．これらの表を比較して，踏み出し制動

動作の時定数 Tcは立位安定化動作の 2倍程度であり，大きく異なることから，ZMPの追従性は足の接触状態に

よって変わるという仮説が更に立てられる．この仮説は，踏み出し制動運動のフィッティング範囲を足の着地時

刻から変化させ，それに伴う時定数の変化をみることで検証される．図 11に，踏み出し制動動作の足着地後か

らのフィッティング範囲の変化に伴うパラメータの変動を示す．この図より，フィッティング範囲の変動に伴い

確かに時定数が徐々に減少しているが，重心位置誤差に対するフィードバックゲインが着地後ある程度の期間で

は負値となることも分かる．これは重心を不安定化していると解釈されてしまう．したがって，着地直後からは

参照位置に重心を安定化させる立位制御のみで説明可能であるという仮説[A]は棄却された． 
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Fig. 10 Comparison between xz and dxz  in step-

and-brake motion 

Fig. 11 The relation of fitting range and the result of 

identified parameters 

 

Table 3 Identified parameters acquired under the assumption of first order lag system  

(a) Step-and-brake motion 

a 9.39 T 0.0855 

b 6.24 k1 0.803 

c -11.69 k2  0.533 

d 0.214 dx 0.0928 
 

(b) Regulating motion 

a 26.5 T 0.0445 

b 14.4 k1 1.18 

c -22.5 k2  0.640 

d -0.251 dx 0.0625 
 

 

3・2 着地時刻での立位安定性を保証する制御による説明 

人型ロボットの運足制御を目的とし，ZMPを軸足に近づけながら，着地時に立位安定性を満たすよう目標

ZMPを決定する方法が提案されている(Sugihara and Yamamoto, 2017)．具体的には，式(8)の最小化問題を考え

る． 

 
0

2

arg min
z

T

z z p
tx

x x x dt    (8) 

s.t.   0
0

( )
( ) d

s

x T t
x T t x




    (9) 

 

ただし，x，xz，xp，dxs，t0，Tはそれぞれ重心位置，ZMP，軸足位置，目標踏み出し位置，現在時刻，着地まで

の残り時間を表す．式(9)は着地時の立位安定性を満たすための拘束条件であり，目標踏み出し足位置が Capture 

Point(Pratt et al., 2006)と一致することを表す．これを解くと，式(10)が得られる． 

 

2

2 ( )

1

T T d
cp sp

z p T

e x e x
x x

e

 




 


  

where 
cp p

x
x x x


   , 

sp s px x x   

(10) 

 

この制御器は，xp，dxsが一致しているときには安定化制御器として機能する．重心位置誤差および速度に対し

て，制動までの残り時間が短くなるほどフィードバックゲインが大きくなる制御と解釈することもできる．踏み

出し動作は，xp，dxsを一致させないことで発現する．したがって，上記の制御器をモデルとして人の踏み出し制

御器と制動制御器を統一的に説明できるとしたのが仮説[B]である．踏み出し制動動作で計測された x，xzおよび

Tを用いて，未知パラメータ xp，dxsに対して非線形最小二乗フィッティングを行うことでこれを検証する．  

            



CopyrightⒸ2018 一般社団法人 日本機械学会 

 

 

[No.18-15] 日本機械学会 シンポジウム：スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス 2018 講演論文集 〔2018.11.21－11.23，京都〕 

 

  

Fig. 12 Identified parameters changing with stepping 

width, blue shows before landing, green shows after 

landing, grey shows minimum mean square error. 

Fig. 13 Comparison of time transition between 

measured value and estimated value, red shows 

measured ZMP, blue shows estimated ZMP. 

 

 

Fig. 14 Comparison of loci in 
zx x x   space between measured value and 

estimated value, red shows measured ZMP, blue shows estimated ZMP. 

 

踏み出し幅 25～65 cmの動作のそれぞれについて 8試行分のデータを用い，踏み出し足の着地前後で区間を分

けて行ったパラメータ推定結果を図 12に示す．着地以前の区間では計算の安定のために着地までの残り時間 T

は推定値よりも 0.1 s長く設定し，着地後は次の踏み出しは存在しないものの制動まで 1 s程度要していることか

ら，この値を基準にフィッティングを行った．推定されたパラメータおよび，これと式(10)より算出した ZMP

および実 ZMP軌跡を比較するため，代表として踏み出し幅 45 cm一試行の時系列の比較を図 13に示す．ま

た，全ての試行の軌跡群を
zx x x  空間上でプロットしたものを図 14に示す． 

得られたパラメータについて，xpが軸足の範囲内（0 m近傍）に存在し，dxs が目標踏み出し位置（それぞれ

0.25～0.65 m）とは一致しないものの妥当な値であると言える．足の着地後については前述の通り，重心参照点

近傍で入力と出力の目標値が一致している．また図 13 より，足の踏み出し時と動作終了時の ZMPの挙動は概

ね一致しており，このモデルの有効性が定性的に示された．しかし一方で，踏み出し足の着地時刻付近では運動

軌跡が大きく異なることも確認された．式(10)より，着地までの残り時間 Tが 0に近付くとき，Capture Pointが

目標踏み出し位置と厳密に一致しなければ xpは発散する．着地時刻を踏み出し足側反力値が閾値を超えること

で判定したため，着地までの残り時間の推定が厳密ではないことが原因の一つとして考えられる．或いは，人が

運動を行う際に踏み出し足への荷重付加可能な時刻を頭の中で高精度に推測しながら ZMPを操作しているとい

う仮説が支持されない結果であるともみなせる． 
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4. 結   言 

人の踏み出し制動動作を計測し，得られた運動軌跡群より，動作の終盤は立位安定化動作に滑らかに漸近して

いる観察結果に基づき，それを追加運動計測と重心-ZMPモデルに基づく区分線形フィードバック制御器の同定

により検証した．また，立位安定化動作へと滑らかに遷移する制御を説明するモデルとして二つの仮説を立て

た．第一の仮説，すなわち着地後は一貫して立位安定化制御が働くが ZMPが一次遅れで応答しているという仮

説は，システム同定の結果棄却された．第二の仮説を検証するため，人型ロボットの運足制御器をモデルとしパ

ラメータ同定を行った．その結果より，おおよその挙動は定性的にモデルに近いことが示された一方で，着地時

刻前後の挙動については誤差が大きいことを確認した．着地時刻の正確な推定を要する制御器で人の動作を説明

しようとすることが齟齬の原因である可能性がある．この点に関するモデルの改良と同定が今後の課題である． 
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