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1. はじめに

二脚ロボットは，整備されていない外乱に富んだ環
境内を自在に移動する，車輪や履帯では持ち得ない機
動力を潜在的に備えた移動形態である．複雑な地形上
で安定に振る舞う能力に加え，任意のタイミングで移
動方向や速度を変更し，咄嗟の状況に対応できる即応
性が必要である．

様々な力学的拘束条件の下で，転倒や脚同士の干渉
を避けながら，二脚ロボットを自在に移動させるのは
未だ困難な問題である．環境や状況が事前によくわかっ
ていれば，予め詳細な参照運動軌道を時刻の関数とし
て設計し，これにロボットを従わせることである程度
高度な作業を遂行することができる [1] [2]．しかし現
実的な状況で，詳細な軌道を準備できるほどの情報が
事前に得られることは稀である．参照軌道に頼らない
二脚歩行制御 [3][4][5][6][7] も提案されているが，それ
らの多くは歩行しか想定していない等，自在な移動と
作業を実現するまでには課題が山積している．

このような中，Sugihara[8][9][10][11] は様々な二脚
運動を統一的に実現する力学変容に基づく制御を提案
し，参照軌道を用いず，任意のタイミングでの動き出
し，停止を含む速度可変歩行や，運動中に大きな摂動
を受けた際の踏み出しによる転倒回避などを可能にし
た．また筆者ら [12]はこれを拡張し，任意の曲線経路
に沿った歩行を可能とする重心制御法を開発した．歩
行においては，前後方向には各々の脚をほぼ無制約に
振り子運動させられるのに対し，左右方向には互いの
干渉を避けなければならない．すなわち前後方向と左
右方向を明確に定義し，それぞれの方向について別個
の制御を行う必要がある．筆者らの方法は，体幹に固
定された移動座標系（体幹座標系）における ZMP操
作量を，曲線経路の接線・法線方向速度と曲率のみか
ら決定するものである．すなわち大局的な曲率半径中
心を知る必要が無い．しかし転倒を避けるための運足
制御においては，重心の沿う経路と各足の沿う経路と
は曲率半径が異なるため，曲率半径中心が分かってい
なければならないという問題があった．

本稿では，このような曲線経路に沿った歩行制御に
おいて，局所的な運動情報のみで運足を決定する方法
を提案する．立位可安定条件に基づけば，局所的には重
心に対する目標遊脚着地位置を接線方向速度のみから
決定できることが示される．さらに各足が沿うべき経
路をマクローリン級数によって近似的に表現する．こ
れによって，零除算に煩わされることなく，ZMP操作
と同様に体幹座標系の接線・法線速度と曲率，および
ノミナルな足幅のみから運足を決定することができる．
これは即応的な全方位歩行を実現するにあたって有利
な性質である．

2. 任意曲線経路に沿う歩行制御 [12]

2.1 力学変容に基づく前後進歩行制御 [11]

二脚ロボットの運動を，重心と両足接地点および地
面から受ける反力の関係に基づいて巨視的にとらえる．
ロボット前方向，左手方向，鉛直上方向をそれぞれ x，
y，z軸正方向にとる．簡単のため，ロボットの全質量
が重心に集中し，重心周りトルクおよび重心高さの変
位を無視すると，ロボットの運動方程式は次式で表さ
れる．

ẍ = ζ2(x− xZ)　 (1)

ÿ = ζ2(y − yZ) (2)

ただし，重心位置を p = [x y z]T，ZMP[13] 位置を

pZ = [xZ yZ zZ ]
T とそれぞれおいた．また ζ ≡

√
g

z
，

g =9.8[m/s2]は重力加速度である．ZMPには，常に支
持領域（地面との接触点群の凸包）の内部に存在しな
ければならないという制約が課される．以下では ZMP

を操作量と見なし，全身協調によってこれを精度良く
再現できると仮定する．二脚移動のためには，支持領
域内での ZMP操作と，足の踏み替えによる支持領域
の不連続な変形を両立しなければならない．式 (1)(2)

は対称性を持つが，二脚ロボットの身体構造が前後方
向と左右方向とで非対称な特性を持つ，すなわち前後
方向にはほぼ無制約に脚を運動させることができるが，
左右方向には互いの脚の干渉を避けなければならない
ため，それぞれの方向を明確に区別し，異なる制御を
施さなければならない．このことを踏まえて，次のよ
うに重心制御器を設計する．

x̃Z = dx+ (qx + 1)

(
x− dx+

ẋ− dvx
ζ

)
(3)

xZ =


xZmax (T1: x̃Z > xZmax)

x̃Z (T2: xZmin ≤ x̃Z ≤ xZmax)

xZmin (T3: x̃Z < xZmin)

(4)

ỹZ = dy + (qy + 1)

(
y − dy + f(γ)

ẏ

ζ

)
(5)

yZ =


yZmax (S1: ỹZ > yZmax)

ỹZ (S2: yZmin ≤ ỹZ ≤ yZmax)

yZmin (S3: ỹZ < yZmin)

(6)

ただし
f(γ) ≡ 1− ρ exp k

{
1− (qy + 1)2γ2

R2

}
(7)

γ ≡

√
(y − dy)2 +

ẏ2

ζ2qy
(8)

であり，dx，dyは参照重心位置，dvx は前後方向の参
照速度，qx(≥ 0)，qy(≥ 0)，k(> 0)，R(> 0) および
ρ(≥ 0)は定数である．
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図 1円弧に沿った重心移動座標系

上記制御器は，左右方向には参照位置を中心として
重心を安定に自励振動させること，前後方向は重心を
参照速度へと追従させることを狙いとしている．左右
方向の重心の振動と連動して両足を踏み替え，また前
後方向には立位安定条件に基づいて遊脚を交互に着地
させることで，継続的な前後進歩行が達成される．

2.2 任意曲線経路に沿った歩行制御 [12]

前節の制御器は，常に歩行方向は変わらないとし，前
後方向と左右方向がそれぞれ慣性座標系の x軸，y 軸
と常に一致するとして設計した．しかし，ロボットが
慣性系内を自由に歩行する場合，前後・左右方向は慣性
座標系と無関係に，頻繁に変化する．したがって，制
御器は体幹とともに移動する座標系 (体幹座標系)に対
して設計する必要がある．
簡単のため，ロボットをある円弧経路に沿って歩行

させることを考えよう．重心が慣性系内の点 (ax, ay)を
中心として水平面上で円弧を描くように運動するもの
とし，次のように座標変換する．[

x

y

]
= r

[
cos θ

sin θ

]
+

[
ax

ay

]
(9)

ただし，重心座標の動径および偏角をそれぞれ rおよ
び θとおいた．ロボットにとっての前後方向および左右
方向は，重心運動の接線方向および動径方向とそれぞ
れ対応づけることができる．そこで図 1のように，重
心位置を原点とし，接線方向を u軸，動径方向を w軸
とする体幹座標系を新たに考える．u-w座標系におけ
る ZMP位置を (uZ , wZ)として運動方程式 (1)(2)を変
換すると，次式を得る．

r̈ = rθ̇2 − ζ2wZ　 (10)

θ̈ = −2ṙθ̇

r
− ζ2uZ

r
(11)

式 (10)の第 1項は遠心力に，式 (11)の第 1項はコリオ
リ力にそれぞれ対応する．前説の制御に基づいて，uZ，
wZ を次のように設計する．

uZ = −(qθ + 1)
dvu − u̇

ζ
− 2ẇu̇

ζ2r
(12)

wZ =
u̇2

ζ2r
+ f(w, ẇ)

qr + 1

ζ
ẇ + (qr + 1)(w − dw) (13)

ただし，dvuは円周に沿った参照速度，dwは動径方向
の参照位置，qθ(> 0)，qr(> 0)は定数であり，

f(γ) = 1− ρ exp k

{
1− (qr + 1)2

R2
γ2

}
　 (14)

γ =

√
(w − dw)2 +

ẇ2

ζ2qr
(15)

とする．qθ = 0，ρ = 1とすれば，遠心力・コリオリ力
を補償しながら，動径方向には dw を中心とする振幅

R

qr + 1
，周期

2π

ζ
√
qr
の安定リミットサイクルに，前後

方向には速度 u̇を dvu にそれぞれ収束させることがで
きる．
式 (12)(13)が θを含んでおらず，u-w座標系での重

心運動に関わる状態量と，局所的な曲率半径のみで定
義されていることに注意されたい．これは，ある円周
に沿って歩行させるために必要な情報が，経路からの
偏差と曲率半径のみであることを意味する．さらに曲
率半径は正負どちらの値も許容され，時計回り・反時計
回りの旋回を統一的に扱うことができる．すなわち大
局的な経路形状を情報として与える必要がない．さら
に，極限 r → ∞すなわち 1/r = 0となる場合を考えれ
ば，これは前節で設計した前後進歩行制御器と一致す
る．したがってこの制御は，円弧状経路に限らず，直線
を包含する任意の滑らかな曲線経路への追従歩行にそ
のまま適用可能である．一方，逆の極限として r → 0

となる場合を考えると，この制御器は定義できなくな
る．すなわちその場旋回運動には適用できない．
継続的な歩行を維持するためには，立位可安定条件

を満たすように遊脚足先を交互に着地させる必要があ
る．これは平面極座標で表せば，

θS = θ +
θ̇

ζ
(16)

rS = r ± rP (17)

とすれば良い．ただし，drS および dθS は，それぞれ
遊脚足先目標着地位置の動径および偏角，rP は両足間
の左右方向幅の半分の距離である．復号±は，遊脚の
左右から決定する．この目標位置に追従するよう，次
の二次遅れ系で遊脚足先位置を制御する．

θ̈∗ = −2θ̇∗ṙ∗
r∗

− Cθ̇∗ −K
rS
r∗

sin(θ∗ − θS) (18)

r̈∗ = r∗θ̇
2
∗ − Cṙ∗ −K(r∗ − rS cos(θ∗ − θS)) (19)

ただし，∗にはLまたはRが入る．Lは左足，Rは右足
のそれぞれ偏角および動径であることを意味する．足
上げ高さは先行研究 [11]と同様に，重心の左右方向揺
動に基づいて定義される位相に従って決定する．

3. 局所運動情報のみ用いる曲線追従歩行制御
3.1 重心制御

前章の制御器は，次のような問題があった．

1. ロボットの持つ情報から運動の基準点を指定する
ことが困難となる．これは，極座標系の中心位置
が不明な場合，制御入力を元にロボットに運動を
させることが困難になることを意味する．
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図 2マクローリン展開した際の足先目標位置

2. r → ∞が直線に沿った歩行制御に対応するが，∞
を数値的に表現することは不可能である．

後者の問題は，曲率半径 rの替わりに曲率 κを用いる
ことで解決できる．すなわち運動方程式 (10)(11) を，
次のように書き改める．

ü = −2u̇ẇκ− ζ2uZ (20)

ẅ = u̇2κ− ζ2wZ (21)

ただし κ = 1/rである．κを用いることで直線歩行を
包含した曲線追従歩行の表現が可能となる．直線歩行
は κ = 0に対応する．なお，その場旋回が κ → ∞に対
応することにも注意されたい．本表現においては，原
理的に実現できない運動と，数値的に表現できない運
動とが一致している．

3.2 遊脚の運足制御

遊脚の運足制御についても体幹座標系で表現し直す．
図 2より次が成り立つ．

uS = rS sin(θS − θ) (22)

wS = rS cos(θS − θ)− r (23)

ただし，右下の添字 S は各座標系での遊脚足先目標位
置を表す．ここで，遊脚の足先目標着地位置が立位可
安定条件に基づいて式 (??)(??)のように決定されるこ
とを用いれば，κ = 1/r, θ̇ = u̇κであることより次式を
得る．

uS = (
1

κ
± rP ) sin(

u̇κ

ζ
) (24)

wS = (
1

κ
± rP ) cos(

u̇κ

ζ
)− 1

κ
(25)

すなわち，曲率半径中心から見た足先目標位置の偏角
を，重心の経路接線方向速度および曲率のみから決定
可能である．さらに，正弦関数および余弦関数をそれ
ぞれマクローリン展開する．それぞれ第 3項までとす
ると次式のようになる．

uS =

(
u̇

ζ
− u̇3κ2

6ζ3
+

u̇5κ4

120ζ5

)
(1± rPκ) (26)

wS =

(
− u̇2κ

ζ2
+

u̇4κ3

ζ4

)
(1± rPκ)± rP (27)

このようにすることで，1/κを式から消去し，計算にお
いて零除算に煩わされるのを避けることができる．ま
た，近似を用いない理想的な足先目標位置と，マクロー
リン展開の第 2項まで，第 3項までをそれぞれ使用し
た足先目標位置を図 2に示す．マクローリン展開の第
3項までとった場合，少なくとも視認できる程度の誤
差は無くなる．
また，足先目標位置への追従制御も次のように書き

換える.

ü∗ = −dü+ u∗(
du̇κ)2 − 2ẇ∗

du̇κ− w∗
düκ

+K(uS − u∗)− C(du̇+ u̇∗ + w∗
du̇κ)

(28)

ẅ∗ = −dẅ + w∗(
du̇κ)2 + 2u̇∗

du̇κ+ u∗
düκ

+K(wS − w∗)− C(dẇ + ẇ∗ − u∗
du̇κ)

(29)

ただし，添字 ∗には LもしくはRが入り，それぞれ右
足，左足の情報を表す．

4. シミュレーション
人型ロボットmighty[14]を想定し，提案方法をシミ

ュレーション上で実装した．ただし簡単のため，全質
量が重心に集中しているモデルを用いた．重心高さは
0.26[m],最大足上げ高さは 0.02[m],k = 1とした．目標
ZMP座標が支持領域を外れた際には，支持領域上の最
近某店をとることで置き換えた．遊脚時の設計パラメー
タをK = 490, C = 26とした．指令値は体幹座標前方
方向への速度 dvu[m/s]を与え，運動中に −0.2 ∼ 0.2

の範囲で無作為に変更した．体幹座標左右方向への速
度は与えず，常に 0とした．曲率 κを −10 ∼ 10の範
囲で無作為に変更した．
シミュレーション中のロボット歩行のスナップショッ

トを図 3に，任意の目標速度および曲率を与えた時の
x-y平面における重心と体幹座標中心の軌跡を図 4に，
その際の目標速度及び体幹座標前方への速度の変化を
図 5に示す．図 4，5より，無作為に変化させた目標速
度および曲率に対して，直線経路，曲線経路に関わら
ず滑らかに追従できている．

5. おわりに
二脚ロボットの体幹を基点とした，旋回を伴う歩行・

直進歩行を包含する制御器，および遊脚制御について
提案した．制御器を体幹座標系で定義し，曲率半径の
代わりに曲率を用いることで局所運動情報のみから運
足を決定することが可能となった．また，正弦関数お
よび余弦関数をマクローリン展開を用いて近似するこ
とで，零除算に煩わされることなく常に計算可能とで
きた．
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図 3円弧に沿った歩行シミュレーションのスナップショット

図 4 無作為に曲率及び目標速度を変化させた際の重心
位置及び体幹中心

図 5目標速度に対する速度追従性
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