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This paper addresses an omnidirectional locomotion control of biped robots in an
open and level space. It is achieved by unifying smooth-path-tracking and sideward walking
controllers which have been proposed by the authors. The previous sideward walking controller
alternates acceleration and deceleration of the center of mass along the moving direction in order
to avoid collisions of the feet, which caused irregular disturbances at switching. Expanding and
shrinking the amplitude of the oscillation in accordance with the supporting foot improves the
stability. Also, the previous smooth-path-tracking controller assumes that the width of the feet
is constant and the center of the oscillation passes on an identical circle. The sideward walking
violates them. A technique to update the center of the oscillation based on the locations of the
feet is proposed. The method allows the operator to issue the referential values at any timing
without a particular care. The robot is ruled by neither a plan of footsteps nor time-dependent
trajectories, so that it can flexibly respond to various perturbations.
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1. は じ め に

全方位歩行制御は，二脚ロボットが環境を自在に移

動する上で不可欠な技術である．ロボットが置かれる

状況は未知の条件に満ちているため，制御器は指令変

更や外乱に対して柔軟に対応できることが求められる．

足の着地位置系列と詳細な参照運動軌道を先に計画

し，これにフィードバック追従させる方法
(1)∼(3)

は，複

雑な既知の地形上を移動させる際には有効であるが，

あらかじめ計画した足着地位置や軌道は運動を制約し，

ロバスト性を低下させる．このため空間が開けた整地

である場合には不利である．遊脚の着地位置，および

重心と着地にいたるまでの遊脚の軌道を同時に計算す

る方法も提案されている
(4)∼(6)

．しかし左右の足をどの

ような時間間隔で踏み替えるかアプリオリに定める必

要があり，そのことによってロバスト性が低下する．

一方，詳細な参照軌道に頼らず，ときに不安定な状
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態を経由しながら足踏みや歩行を継続するためには，

全身の揺動を自励的に起こす必要がある．比較的規模

の大きいニューラルネットワークによる人工神経振動

子を用いるアプローチ
(7) (8)
が代表的であるが，各々の

運動に対して適切なパラメータを探索する必要があり，

多様な運動を望み通りに設計するのが難しい．

本研究の目的は，力学変容に基づいた二脚ロボット

の全方位歩行制御の開発である．力学変容とは個々の

単位動作を表現する力学系を設計し，運動遷移を制御

器の連続・不連続な変容によって実現する枠組みであ

る．先行研究
(9) (10)

において筆者らは，この枠組みに

沿って左右歩行および旋回歩行制御を提案した．本稿

ではこれらの制御器を統合し，前後・左右・旋回歩行

の自在な切替・合成を可能にする．

左右歩行を実現するには単に移動方向に重心を加速

するだけでなく，脚の干渉を防ぐために適切に加減速

しなければならない．従来方法
(9)
では接地状態に応じ

て重心の加速・減速を切替える瞬間に，力学系の不連

続変化によって足昇降が乱れる問題があった．そこで

本稿では，接地状態に基づいてパラメータを連続的に

変化させ，重心の滑らかな加減速を生じる力学系を実

 

 

 

 

Fig. 2  Relationship of 𝜽𝜽𝑪𝑪_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕and 𝑭𝑭𝑪𝑪_𝒂𝒂𝒕𝒕𝒂𝒂_𝒛𝒛 when 
𝑭𝑭𝑳𝑳𝑪𝑪 ≅3400N 

模擬被介助者には全身で脱力することを教示した．動

作計測は 3 次元動作計測装置，力計測は床反力計，踏

力計により行い，装置は膝固定装置を有し，被介助者

が座位可能なモックアップを用いた．結果として，候

補となる腰部負担因子に着目し分析したところ，介助

者体幹前傾角度 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡，介助者上肢発揮力 𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧が

大きい区間で 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶が大きいことが分かったため，腰部

負担因子が 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡，𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧の2 つであることが分かっ

た．次に，理想条件を満たす評価基準を得るため，腰部

負担因子𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡，𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧および腰部負担基準値 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶の関

係性を定量的に把握する実験を行った．被験者は学生 8 名

1.74±0.08m，68.3±0.05kg)である．被験者には，錘 8，13，
18，23，28kgの5条件を両手で把持し，肘の角度を90度で

固定し，体幹を起き上がらせることで，介助労働者の前抱え

法の起立支援動作を模擬することを教示した．また，動作時

間による違いを検討するため，動作時間を3条件(3，4，5sec)
とした．計測条件は前述の実験と同様である．図2 に動作時

間を 3 秒の際の各被験者の𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶 ≅3400 N となる 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡と

 𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧の関係性を示す．この結果から𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶 ≅3400 Nとなる

 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡と 𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧の関係式 1 𝑐𝑐1 = −2.9688，𝑐𝑐0 =
181.84 を得た．また，座位状態にある被介助者の体幹を倒

れないように介助者が把持する実験を別途行い，𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧は

概ね100 Nが必要であることがわかった．この2つの結果か

ら𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡が概ね25 度より大きな区間において，座位状態の

被介助者の体幹を倒れないよう，前抱え法で介助者が把持す

るのみで，理想条件を満たさないことが分かった．

          𝑭𝑭𝑪𝑪_𝒂𝒂𝒕𝒕𝒂𝒂_𝒛𝒛 = 𝒄𝒄𝟏𝟏𝜽𝜽𝑪𝑪_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 + 𝒄𝒄𝟎𝟎          (1) 

3．介助者の腰部負担低減のための制御アルゴリズム

モータ制御において，プラント𝑷𝑷は介助者，被介助者，モ

ータ，座面を一体化した物体として考え，プラントのノミナ

ルモデル𝑷𝑷𝒏𝒏
−𝟏𝟏により，目標値を算出するモデルとして設定し

た．𝑷𝑷𝒏𝒏
−𝟏𝟏への入力値は𝜽𝜽𝒂𝒂𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕，�̇�𝜽𝒂𝒂𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕，�̈�𝜽𝒂𝒂𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕であり，

それぞれエンコーダから得たモータの回転角度，回転角速

度，回転角加速度を表す． 𝑷𝑷𝒏𝒏
−𝟏𝟏は被介助者の膝関節周り

の回転方向の運動方程式を基に考えた式により，目標値

として，理想条件を満たすモータ発揮トルク𝑻𝑻𝒂𝒂𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕_𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅𝒕𝒕𝒅𝒅

の計算を行うこととした．制御システムはCalibration 
process，Motion control processの2処理で構成すること

とした．前者は座位状態の被介助者を保持するモータ

の発揮トルクから被介助者身長を推定し，被介助者の

パラメータ設定を行い，後者はモータ動作制御を行

う．モータ動作制御では理想条件を満たすため，2節
の知見から，介助者の体幹前傾角度 𝜽𝜽𝑪𝑪_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕に応じ，

制御アルゴリズムの切り替えをすることを考えた．切

り替えの際の 𝜽𝜽𝑪𝑪_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕の境界値𝜶𝜶を𝟐𝟐𝟐𝟐度として設定

し，𝜽𝜽𝑪𝑪_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕が 𝜶𝜶 以上の範囲では，座面自動昇降アル

ゴリズムによる制御，𝜽𝜽𝑪𝑪_𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕が 𝜶𝜶 より小さい範囲で

は，協調支援アルゴリズムによる制御を行うことし

た．

4． 制御アルゴリズム有用性検討 

制御アルゴリズムの有用性を「提案した制御アルゴリズム

で， 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡が 𝛼𝛼より小さい範囲で理想条件を満たすこと」

と設定し，協調支援アルゴリズムの有用性を検討するため，

実験を行った．被験者は学生2名(1.73±0.08 m，61.0±8.0 kg)
である．図1 (a)で示した機器を用い，模擬介助者の前抱え法

の起立支援動作を支援する．動作教示，計測条件は2節と同

様である． 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡が 𝛼𝛼より小さい動作範囲における協調支

援アルゴリズム実行の結果，𝐹𝐹𝐶𝐶_𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎_𝑧𝑧の立ち上がりに対応し

て，モータが200 Nm程度出力した結果， 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶 < 3400 Nであ

った．この結果から，協調支援アルゴリズムの有用性が確認

された． 

5． まとめ 

前報(1)で提案した移乗支援機器を用い，理想条件 評価指

標である腰部椎間板圧迫力 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶を評価基準値(2)以下まで低減

出来ること を達成するための制御アルゴリズムの提案，

妥当性の検討を行った．まず，介助者の定量的な移乗動作

分析から，𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡が概ね25 度より大きな区間において，座

位状態にある被介助者の体幹を倒れないよう介助者が前抱え

法で把持するのみで，理想条件を満たさないことが知見とし

て得られた．次に，理想条件を満たすための制御アルゴリズ

ムとして，上記の知見から𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡が25 度の時点において，

制御アルゴリズムの切り替えを提案した．最後に， 𝜃𝜃𝐶𝐶_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

が25 度より小さい動作範囲で腰部負担因子の関係性を考慮

する協調支援アルゴリズム実行の結果，理想条件を満たし，

提案した制御アルゴリズムの有用性が確認できた． 
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Left foot (pivoting)

ZMP
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  ZMP trajectory
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  COM trajectory
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(a) COM and ZMP trajectories and
left foot sole: ZMP passes in
alphabetical order in the figure.

Left foot (pivoting)

actual COM

actual ZMP

nominal
  ZMP trajectory

nominal
  COM trajectory

Referential path

(b) The relative position of the
actual ZMP between the inner and
outer edges of the sole

Fig. 2: COM and ZMP trajectory

このリミットサイクルは足踏みを定常的に行うための左

右揺動を引き起こす．qwと d̄0は揺動の周期T =
2π
ζ
√

qw

と振幅 R =
d̄0

qw +1
を決定する．d̄0 はノミナルな左右

足間幅の半分に一致させる．k はリミットサイクルへ

の収束速さを決定する．qu = 0とすると，制御器は速
度追従系となり重心速度 vu は参照速度

dvu に収束す

る．式 (12)は旋回に伴う直進方向からのずれを表す
ため，κ = 0とすると直進歩行となる．

2·2 重心運動に追従する運脚制御 ロボットが歩

行する間，式 (3)を満たすように支持領域を変形させ
る．両足支持期と片足支持期の遷移を考えよう．式 (3)
のため，ZMPが支持脚足裏領域に存在する間，反対足
を離地させられる．したがってZMPが支持脚足裏領域
に到達する点 (Fig. 2(a)の点 B)と離脱する点 (Fig. 2(a)
の点 D)を推定する必要がある．Fig. 2(b)に示すよう
に，ZMP位置に対して w軸方向の足裏領域の端点を

それぞれ win，woutとする．また重心速度と ZMPから
なる次の複素数 pz を定義する．

pZ = wZ −∆w−
(
qw +1

)
vw

ζ
√

qw
i. (16)

重心運動が式 (15)に追従するならば，pz は複素平面

上を Fig. 3のように動く．Fig. 2(a)の Bと Dは Fig. 3
の p̄0 と p̄1 にそれぞれ対応し，次式で求められる．

p̄0 = win−∆w−
√
|pZ |2−(win−∆w)2 (17)

p̄1 = win−∆w+
√
|pZ |2−(win−∆w)2 (18)

p̄0 と p̄1 に対する pz の相対位置を表す位相 ϕ は次の

ように定義される．

ϕ ≡ ∠ (pZ/p̄0)
(p̄1/p̄0)

(19)

ϕは片足支持期の間，0から 1まで単調に増加するた
め，遊脚の目標足上げ高さを次のように定義する．

d z =
1
2

hmax |pZ |
d̄0

(1− cos2πϕ) , (20)

ただし hmax は最大の足上げ高さである．

3. 左右歩行制御の改良

3·1 左右歩行のダイナミクス 二脚ロボットの

左右歩行は力学系として複雑な性質を持つ．すなわち

両脚がともに進行方向面上に存在するため両足の干渉

を防ぐように重心を加減速しなければならない．この

運動は位相空間上で Fig. 4(a)のように図示できる．こ
のように軌道が交わる運動は時不変システムでは達成

できず，運動中に系の構造を変化させる必要がある．

筆者らが先に提案した方法
(9)
では，Fig. 4(b)に示す

ように制御器を支持脚の接地状態によって切り替えて

いた．すなわちロボットが移動方向と逆側の足で接地

する時は，重心を参照速度まで加速すると同時に足を

開き，移動方向側の足で接地する時は安定リミットサ

イクルを用いて減速すると同時に逆側の足を支持脚側

に引き寄せていた．しかし 2·2節で述べた足昇降制御
はリミットサイクルの存在を前提に設計していたため，

加速時において足上げ高さを定義できなかった．この

問題の回避方法も提案していた
(9)
が，制御器を切り替

える瞬間に足昇降に乱れが生じる問題があった．

3·2 左右歩行の改良 従来方法の問題は加速時

に速度追従系を用いていたことである．新たに提案す

る方法では，Fig. 4(c)に示すように支持脚の接地状態
によってリミットサイクルの振幅を伸縮させることで

重心の加減速を実現する．加速-開脚フェーズと減速-閉
脚フェーズに分けて考えよう．これらは支持脚の接地

状態によって分けられる．すなわち移動方向の逆側が

支持脚のときは加速フェーズ，逆のときは減速フェー

ズである．両足幅 d̄ は次式のように決定する．

d̄ =


d̄0+
π

ζ
√

qw
ϕ
���dvw

��� (加速フェーズ)

d+ (d̄0− d)ϕ (減速フェーズ)
(21)

ただし d は実際の両足幅である．これにより，加速

フェーズでは Fig. 5(a)のように両足幅 d̄は足昇降位相

ϕとともに増加し，減速フェーズでは，Fig. 5(b)のよ
うに ϕに対してノミナルな両足幅 d̄0 に復帰する．

4. 旋回歩行と左右歩行の統合

4·1 運脚制御 遊脚の目標着地位置は従来方

法
(9) (10)

と同様に強立位可安定条件
(13)
に基づいて決め

る．座標系 ΣM における強立位可安定条件は pppSP =

[uSP wSP 0]T が支持領域 SSSに含まれることである．

uSP =
qu +1
ζ

vu − quη∆u+
2κvuvw
ζ2η

(22)

wSP =
qw +1
ζ

vw − qw∆w−
κv2

u

ζ2η
(23)

pppSP は重心の状態に基づいて定義されるため，この

点を遊脚の着地位置とすると支持脚と干渉する可能性
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現した．また従来の旋回歩行制御
(10)
では，両足間幅が

一定なので指令値として与えられる曲率半径のみに依

存して旋回中心が決まったが，左右歩行によって両足

間幅が変化すると，重心の振動中心が動径方向にずれ

るため，旋回中心も同様にずらす必要がある．そこで

現在の曲率半径と両足位置に基づいて振動中心を適切

な位置に更新するようにした．

本制御器は足着地位置計画や参照軌道計画を必要と

せず，ロボットとともに移動する座標系で設計される

ため，(i)参照値の変更に対する即応性，(ii)外乱に対
するロバスト性，(iii)遠隔操作における操縦性がいず
れも高い．

2. 滑らかな曲線に追従する二脚歩行(10)

2·1 モデルおよび重心制御 Fig. 1(a)のように
全質量が重心に集中したモデルを考える．慣性座標系

ΣW を z 軸が鉛直上向き，x, y 軸は右手系になるよう

にとる．また重心高さ一定，重心回り角運動量変化は

十分小さく，地面との接触点は水平面上に分布すると

仮定すると，次の運動方程式が得られる．

ẍ = ζ2(x− xZ ) (1)

ÿ = ζ2(y− yZ ) (2)

ただし ppp = [x y z]T および pppZ = [xZ yZ zZ ]T はそれ

ぞれ重心および ZMP(11)
の座標である．ζ ≡

√
g/z で

g = 9.8[m/s2]は重力加速度である．式 (1)(2)は重心が
ZMP操作によって制御できることを示している(12)

．ま

た pppZ は支持領域 SSSの内部に存在する制約がある．

pppZ ∈ SSS (3)

今，ロボットが ΣW の原点を中心とする円弧上を歩

行しているとしよう．pppおよび pppZ を水平面上に射影

した点 [x y]T，[xZ yZ ]Tをそれぞれ極座標系で表現す

ると，次のように表される．


x

y


= r


cosθ
sinθ


,


xZ

yZ


= rZ


cosθZ
sinθZ


(4)

ただし r，rZ および θ，θZ はそれぞれ重心と ZMPま
での動径および偏角である．この関係より式 (1)(2)は
次のように表される

(10)
．

2ṙ θ̇ + r θ̈ = ζ2rZ sin(θ − θZ ) (5)

−r̈ + r θ̇2 = −ζ2{r − rZ cos(θ − θZ )} (6)

ここで，重心直下に原点がありロボットの前方向，

左方向をそれぞれ u軸，w軸とする慣性座標系 ΣM を

考えよう (Fig. 1(a))．このとき次の関係式が得られる．

xZ

yZ


=


x

y


+


−sinθ −cosθ
cosθ −sinθ




uZ

wZ


⇔


uZ

wZ


=


−rZ sin(θ − θZ )

r − rZ cos(θ − θZ )


(7)

ただし ΣM における ZMPの水平面内位置を [uZ wZ ]T

とした．式 (7)を式 (5)(6)に代入すると次式を得る．

2ṙ θ̇ + r θ̈ = −ζ2uZ (8)

−r̈ + r θ̇2 = −ζ2wZ (9)

r θ̇2および 2ṙ θ̇ はそれぞれ遠心加速度およびコリオリ

の加速度に相当する．

uZ と wZ を制御入力と考え，次式で表される旋回歩

行制御器を提案した
(10)
．

uZ = −quη∆u+
qu +1
ζ

(
vu −ηdvu

)
+

2κvuvw
ζ2η

(10)

wZ = −qw∆w+
qw +1
ζ
γ(d)vw −

κv2
u

ζ2η
(11)

ただし，

η ≡ 1+ κ∆w (12)

d ≡

√
∆w2+

v2
w

ζ2qw
(13)

γ(d) ≡ 1− ρexp k �
�
1− (qw +1)2d2

d̄2
0

�
�

(14)

である．Fig. 1(b)に制御器に用いる変数を図示する．
dr は参照経路までの動径，dvu は経路に対する接線

方向の参照速度，κは経路の局所的な曲率，すなわち

κ = 1/dr．∆uは参照位置までの参照経路に沿う曲線長

さ，∆wは w軸に沿った重心と参照経路までの距離で

ある．vu および vw は ΣW に対する重心速度である．

パラメータ qu，qw，k，ρ，d̄0を適切に設定するこ

とで様々な運動を実現できる．dvu および ρを 0とす
ると，制御器は重心を参照位置に留めるレギュレータ

となる．ρ = 1とすると，非線形項 γ(d)によって w軸

に沿って次式で表されるリミットサイクルが発現する．

∆w2+
v2
w

ζ2qw
=

d̄2
0

(qw +1)2 (15)
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このリミットサイクルは足踏みを定常的に行うための左

右揺動を引き起こす．qwと d̄0は揺動の周期T =
2π
ζ
√

qw

と振幅 R =
d̄0

qw +1
を決定する．d̄0 はノミナルな左右

足間幅の半分に一致させる．k はリミットサイクルへ

の収束速さを決定する．qu = 0とすると，制御器は速
度追従系となり重心速度 vu は参照速度

dvu に収束す

る．式 (12)は旋回に伴う直進方向からのずれを表す
ため，κ = 0とすると直進歩行となる．

2·2 重心運動に追従する運脚制御 ロボットが歩

行する間，式 (3)を満たすように支持領域を変形させ
る．両足支持期と片足支持期の遷移を考えよう．式 (3)
のため，ZMPが支持脚足裏領域に存在する間，反対足
を離地させられる．したがってZMPが支持脚足裏領域
に到達する点 (Fig. 2(a)の点 B)と離脱する点 (Fig. 2(a)
の点 D)を推定する必要がある．Fig. 2(b)に示すよう
に，ZMP位置に対して w軸方向の足裏領域の端点を

それぞれ win，woutとする．また重心速度と ZMPから
なる次の複素数 pz を定義する．

pZ = wZ −∆w−
(
qw +1

)
vw

ζ
√

qw
i. (16)

重心運動が式 (15)に追従するならば，pz は複素平面

上を Fig. 3のように動く．Fig. 2(a)の Bと Dは Fig. 3
の p̄0 と p̄1 にそれぞれ対応し，次式で求められる．

p̄0 = win−∆w−
√
|pZ |2−(win−∆w)2 (17)

p̄1 = win−∆w+
√
|pZ |2−(win−∆w)2 (18)

p̄0 と p̄1 に対する pz の相対位置を表す位相 ϕ は次の

ように定義される．

ϕ ≡ ∠ (pZ/p̄0)
(p̄1/p̄0)

(19)

ϕは片足支持期の間，0から 1まで単調に増加するた
め，遊脚の目標足上げ高さを次のように定義する．

d z =
1
2

hmax |pZ |
d̄0

(1− cos2πϕ) , (20)

ただし hmax は最大の足上げ高さである．

3. 左右歩行制御の改良

3·1 左右歩行のダイナミクス 二脚ロボットの

左右歩行は力学系として複雑な性質を持つ．すなわち

両脚がともに進行方向面上に存在するため両足の干渉

を防ぐように重心を加減速しなければならない．この

運動は位相空間上で Fig. 4(a)のように図示できる．こ
のように軌道が交わる運動は時不変システムでは達成

できず，運動中に系の構造を変化させる必要がある．

筆者らが先に提案した方法
(9)
では，Fig. 4(b)に示す

ように制御器を支持脚の接地状態によって切り替えて

いた．すなわちロボットが移動方向と逆側の足で接地

する時は，重心を参照速度まで加速すると同時に足を

開き，移動方向側の足で接地する時は安定リミットサ

イクルを用いて減速すると同時に逆側の足を支持脚側

に引き寄せていた．しかし 2·2節で述べた足昇降制御
はリミットサイクルの存在を前提に設計していたため，

加速時において足上げ高さを定義できなかった．この

問題の回避方法も提案していた
(9)
が，制御器を切り替

える瞬間に足昇降に乱れが生じる問題があった．

3·2 左右歩行の改良 従来方法の問題は加速時

に速度追従系を用いていたことである．新たに提案す

る方法では，Fig. 4(c)に示すように支持脚の接地状態
によってリミットサイクルの振幅を伸縮させることで

重心の加減速を実現する．加速-開脚フェーズと減速-閉
脚フェーズに分けて考えよう．これらは支持脚の接地

状態によって分けられる．すなわち移動方向の逆側が

支持脚のときは加速フェーズ，逆のときは減速フェー

ズである．両足幅 d̄ は次式のように決定する．

d̄ =


d̄0+
π

ζ
√

qw
ϕ
���dvw

��� (加速フェーズ)

d+ (d̄0− d)ϕ (減速フェーズ)
(21)

ただし d は実際の両足幅である．これにより，加速

フェーズでは Fig. 5(a)のように両足幅 d̄は足昇降位相

ϕとともに増加し，減速フェーズでは，Fig. 5(b)のよ
うに ϕに対してノミナルな両足幅 d̄0 に復帰する．

4. 旋回歩行と左右歩行の統合

4·1 運脚制御 遊脚の目標着地位置は従来方

法
(9) (10)

と同様に強立位可安定条件
(13)
に基づいて決め

る．座標系 ΣM における強立位可安定条件は pppSP =

[uSP wSP 0]T が支持領域 SSSに含まれることである．

uSP =
qu +1
ζ

vu − quη∆u+
2κvuvw
ζ2η

(22)

wSP =
qw +1
ζ

vw − qw∆w−
κv2

u

ζ2η
(23)

pppSP は重心の状態に基づいて定義されるため，この

点を遊脚の着地位置とすると支持脚と干渉する可能性
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現した．また従来の旋回歩行制御
(10)
では，両足間幅が

一定なので指令値として与えられる曲率半径のみに依

存して旋回中心が決まったが，左右歩行によって両足

間幅が変化すると，重心の振動中心が動径方向にずれ

るため，旋回中心も同様にずらす必要がある．そこで

現在の曲率半径と両足位置に基づいて振動中心を適切

な位置に更新するようにした．

本制御器は足着地位置計画や参照軌道計画を必要と

せず，ロボットとともに移動する座標系で設計される

ため，(i)参照値の変更に対する即応性，(ii)外乱に対
するロバスト性，(iii)遠隔操作における操縦性がいず
れも高い．

2. 滑らかな曲線に追従する二脚歩行(10)

2·1 モデルおよび重心制御 Fig. 1(a)のように
全質量が重心に集中したモデルを考える．慣性座標系

ΣW を z 軸が鉛直上向き，x, y 軸は右手系になるよう

にとる．また重心高さ一定，重心回り角運動量変化は

十分小さく，地面との接触点は水平面上に分布すると

仮定すると，次の運動方程式が得られる．

ẍ = ζ2(x− xZ ) (1)

ÿ = ζ2(y− yZ ) (2)

ただし ppp = [x y z]T および pppZ = [xZ yZ zZ ]T はそれ

ぞれ重心および ZMP(11)
の座標である．ζ ≡

√
g/z で

g = 9.8[m/s2]は重力加速度である．式 (1)(2)は重心が
ZMP操作によって制御できることを示している(12)

．ま

た pppZ は支持領域 SSSの内部に存在する制約がある．

pppZ ∈ SSS (3)

今，ロボットが ΣW の原点を中心とする円弧上を歩

行しているとしよう．pppおよび pppZ を水平面上に射影

した点 [x y]T，[xZ yZ ]Tをそれぞれ極座標系で表現す

ると，次のように表される．


x

y


= r


cosθ
sinθ


,


xZ

yZ


= rZ


cosθZ
sinθZ


(4)

ただし r，rZ および θ，θZ はそれぞれ重心と ZMPま
での動径および偏角である．この関係より式 (1)(2)は
次のように表される

(10)
．

2ṙ θ̇ + r θ̈ = ζ2rZ sin(θ − θZ ) (5)

−r̈ + r θ̇2 = −ζ2{r − rZ cos(θ − θZ )} (6)

ここで，重心直下に原点がありロボットの前方向，

左方向をそれぞれ u軸，w軸とする慣性座標系 ΣM を

考えよう (Fig. 1(a))．このとき次の関係式が得られる．

xZ

yZ


=


x

y


+


−sinθ −cosθ
cosθ −sinθ




uZ

wZ


⇔


uZ

wZ


=


−rZ sin(θ − θZ )

r − rZ cos(θ − θZ )


(7)

ただし ΣM における ZMPの水平面内位置を [uZ wZ ]T

とした．式 (7)を式 (5)(6)に代入すると次式を得る．

2ṙ θ̇ + r θ̈ = −ζ2uZ (8)

−r̈ + r θ̇2 = −ζ2wZ (9)

r θ̇2および 2ṙ θ̇ はそれぞれ遠心加速度およびコリオリ

の加速度に相当する．

uZ と wZ を制御入力と考え，次式で表される旋回歩

行制御器を提案した
(10)
．

uZ = −quη∆u+
qu +1
ζ

(
vu −ηdvu

)
+

2κvuvw
ζ2η

(10)

wZ = −qw∆w+
qw +1
ζ
γ(d)vw −

κv2
u

ζ2η
(11)

ただし，

η ≡ 1+ κ∆w (12)

d ≡

√
∆w2+

v2
w

ζ2qw
(13)

γ(d) ≡ 1− ρexp k �
�
1− (qw +1)2d2

d̄2
0

�
�

(14)

である．Fig. 1(b)に制御器に用いる変数を図示する．
dr は参照経路までの動径，dvu は経路に対する接線

方向の参照速度，κは経路の局所的な曲率，すなわち

κ = 1/dr．∆uは参照位置までの参照経路に沿う曲線長

さ，∆wは w軸に沿った重心と参照経路までの距離で

ある．vu および vw は ΣW に対する重心速度である．

パラメータ qu，qw，k，ρ，d̄0を適切に設定するこ

とで様々な運動を実現できる．dvu および ρを 0とす
ると，制御器は重心を参照位置に留めるレギュレータ

となる．ρ = 1とすると，非線形項 γ(d)によって w軸

に沿って次式で表されるリミットサイクルが発現する．

∆w2+
v2
w

ζ2qw
=

d̄2
0

(qw +1)2 (15)
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Fig. 7: Block diagram of the proposed control scheme

が支持領域 SSSの外側にあった場合，SSSの最近傍点に置

き換えた．目標 ZMP位置に基づいて重心の目標位置
を決定し，逆運動学によって全身運動へと変換した．

制御系全体の構成を Fig. 7に示す．
以下のような状況を考えた．

A 参照値をランダムに変更する

B ランダムな方向・大きさの外力を重心に印加する

C 参照値をジョイスティックで与え，複雑な環境で
ロボットを目的地までナビゲーションする

シミュレーションAによって参照値 dvu，
dvw，κの

変更に対する即応性を確認した．Fig. 8に両足遷移系
列と重心および ZMPの軌道を示す．運動中に参照値
をランダムに与えたにも関わらず，ロボットが転倒せ

ず歩行できていることが確認できる．

シミュレーション Bによって外乱に対するロバスト
性を確認した．ランダムな大きさ，方向の外力を 7秒
ごとに重心に作用させた．Fig. 9(a)に重心および ZMP
の軌道，両足遷移系列，重心に与えられた外力を示す．

これより外力に対して足を踏み出すことで安定化でき

ていることがわかる．Fig. 9(b)に最初の外力が与えら
れたときの拡大図を示す．点線で示した足跡は，外力

が作用しなかったときのものである．見比べるとわか

るように足を踏み出すことで外乱に対処していること

が確認できる．Fig. 9(c)は最初の外力が与えられた時
刻周辺の両足の高さを示す．両足の足上げ高さが外乱

によって柔軟に変化していることが確認できる．

シミュレーション Cによって遠隔操作における操縦
性を確認した．参照値をロボット視点で与えることが

できる特徴を活かし，Fig. 10(a)のような机，椅子，本
棚で構成された部屋の中を目的地まで誘導するシンプ

ルな操縦システムを実装した．参照値は Fig. 10(b)に
示すような画面上でロボットの動きを見ながらジョイ

スティックを用いて与えた．Fig. 10(c)よりロボットが
目的地まで到達できていることが確認できる．

5·2 考察 制御器の有効性をシミュレーション

によって確認したが，実際のロボットに適用するには

まだ課題が残る．提案した制御スキームでは実際の

ZMPを目標 ZMPに追従させなければならない．しか
しZMPは直接操作できないため，全身駆動力によって

Fig. 8: Result of simulation A

(a) References, trajectories, footprints and forces

(b) Footprints
(c) Height of the feet

Fig. 9: Result of simulation B

(a) Environment (b) Snapshots of the interface
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間接的に操作する必要がある．これらの誤差の補償方

法は本稿で述べていないが，外乱オブザーバ等を使っ

た方法を考えている．また状態をフィードバックする

ために重心運動を推定する必要がある．一般的に重心

運動推定は困難な問題であるが，提案した制御器はあ

る程度の外乱に対してロバストなので，推定器の要求

精度はそれほど高くないと考えられる．ただしどの程
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がある．従来方法
(10)
ではノミナルな両足間幅 d0は一

定であったが，左右歩行と統合するために式 (21)で与
えられる足幅 d̄に基づいて両足間の干渉を防ぐ．すな

わち Fig. 6(a)に示すように両足を通る 2つの同心円で
作られる領域に足を着かない制約を設け，遊脚の目標

着地位置 [duKF
dwKF ]T を次式で与える．



duKF

dwKF


=


uSP
wSP


+∆rKF


−sinφKF

cosφKF


(24)

∆rKF および φKF は Fig. 6(a) に図示した．これらは
付録に示す幾何学的関係より次式で求められる．

tanφKF =
κuSP
η − κwSP

(25)

∆wSP = uSP tan
φKF

2
+∆w−wSP (26)

∆rKF = d̄ −∆wSP (27)

4·2 参照位置の自動更新 この制御器における

参照位置は左右揺動の振動中心として用いられるため，

常に両足中点になるように更新する．旋回歩行では両

足幅が一定と仮定できたため，参照位置を設定する際，

旋回中心 (Fig. 6(b)の Ow)は変化しなかった．しかし
左右歩行と統合すると両足間幅は常に変化するため，

旋回中心を不変とすると旋回半径 dr(= 1/κ)が変化す
る．しかし κは指令値であるため，制御器が勝手に変

更するべきではない．そこで κが維持されるように旋

回中心を Fig. 6(b)の O′w にずらすことを考える．

∆t 秒後の目標重心位置および参照位置をそれぞれ

[u′ w′]，[du′ dw′] とする．[dũ′ dw̃′] は両足間幅が変
化しないと仮定したときの ∆t秒後の参照位置である．

OW から ∆t秒後の参照位置までの距離を dr ′，∆t秒後

の目標重心位置から参照位置までの距離を ∆w′ とす
る．また両足間幅が変化しないと仮定したときの ∆t

秒後の目標重心位置から参照位置までの距離を∆w̃′と
する．このとき次の関係が成り立つ．

∆w′ = dr +∆w̃′ − dr ′ (28)

参照位置が両足間中央を通る円上に存在する条件は次

式で表せる．

dr ′ =
1
2

(rKF + rPF ) (29)

ただし rKF,rPF はそれぞれ旋回中心から遊脚，支持脚

までの距離であり次式で求められる．

rKF =
dr +∆wKF (30)

rPF =
dr +∆wPF (31)

式 (29)∼(31)を (28)に代入すると次式が得られる．

∆w′ = ∆w̃′ − 1
2

(∆wKF +∆wPF ) (32)

ただし ∆w̃′,∆wKF,∆wPF は付録に示す幾何学的関係

より求められる．

∆t 秒後の参照位置 [du′ dw′]は次式で求められる．


du′

dw′


=


u′

w′


+∆w′


−sinφ′

cosφ′


(33)

また，∆w′は制御器が期待する ∆t 秒後の状態量と

解釈できる．

5. シミュレーションと考察

5·1 シミュレーション 人型ロボットmighty(14)

を想定してシミュレーションを行った．ただし簡単の

ため，ロボットの全質量が重心に集中したモデルを用

いた．また式 (10)(11)で計算された ZMPの目標位置
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棚で構成された部屋の中を目的地まで誘導するシンプ

ルな操縦システムを実装した．参照値は Fig. 10(b)に
示すような画面上でロボットの動きを見ながらジョイ

スティックを用いて与えた．Fig. 10(c)よりロボットが
目的地まで到達できていることが確認できる．
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によって確認したが，実際のロボットに適用するには

まだ課題が残る．提案した制御スキームでは実際の

ZMPを目標 ZMPに追従させなければならない．しか
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えられる足幅 d̄に基づいて両足間の干渉を防ぐ．すな

わち Fig. 6(a)に示すように両足を通る 2つの同心円で
作られる領域に足を着かない制約を設け，遊脚の目標
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∆rKF および φKF は Fig. 6(a) に図示した．これらは
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tanφKF =
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(25)

∆wSP = uSP tan
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∆rKF = d̄ −∆wSP (27)

4·2 参照位置の自動更新 この制御器における

参照位置は左右揺動の振動中心として用いられるため，

常に両足中点になるように更新する．旋回歩行では両

足幅が一定と仮定できたため，参照位置を設定する際，

旋回中心 (Fig. 6(b)の Ow)は変化しなかった．しかし
左右歩行と統合すると両足間幅は常に変化するため，

旋回中心を不変とすると旋回半径 dr(= 1/κ)が変化す
る．しかし κは指令値であるため，制御器が勝手に変

更するべきではない．そこで κが維持されるように旋

回中心を Fig. 6(b)の O′w にずらすことを考える．

∆t 秒後の目標重心位置および参照位置をそれぞれ

[u′ w′]，[du′ dw′] とする．[dũ′ dw̃′] は両足間幅が変
化しないと仮定したときの ∆t秒後の参照位置である．

OW から ∆t秒後の参照位置までの距離を dr ′，∆t秒後

の目標重心位置から参照位置までの距離を ∆w′ とす
る．また両足間幅が変化しないと仮定したときの ∆t

秒後の目標重心位置から参照位置までの距離を∆w̃′と
する．このとき次の関係が成り立つ．

∆w′ = dr +∆w̃′ − dr ′ (28)

参照位置が両足間中央を通る円上に存在する条件は次

式で表せる．

dr ′ =
1
2

(rKF + rPF ) (29)

ただし rKF,rPF はそれぞれ旋回中心から遊脚，支持脚

までの距離であり次式で求められる．

rKF =
dr +∆wKF (30)

rPF =
dr +∆wPF (31)

式 (29)∼(31)を (28)に代入すると次式が得られる．

∆w′ = ∆w̃′ − 1
2

(∆wKF +∆wPF ) (32)

ただし ∆w̃′,∆wKF,∆wPF は付録に示す幾何学的関係

より求められる．

∆t 秒後の参照位置 [du′ dw′]は次式で求められる．
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w′
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また，∆w′は制御器が期待する ∆t 秒後の状態量と

解釈できる．

5. シミュレーションと考察

5·1 シミュレーション 人型ロボットmighty(14)

を想定してシミュレーションを行った．ただし簡単の

ため，ロボットの全質量が重心に集中したモデルを用

いた．また式 (10)(11)で計算された ZMPの目標位置
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弱い力でアシストされた歩行表現を目的とした

力学モデルの遊脚制御手法

岩本憲泰 ∗1, 山本元司 ∗2

Swing Leg Control Method of a Compass-like Model for Representation
of Walking With Weak Assistive Force

Noriyasu IWAMOTO∗1 and Motoji YAMAMOTO∗2

∗1 Department of Mechanical Engineering, Kyushu University
744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

∗2 Department of Mechanical Engineering, Kyushu University
744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

In this paper, a numerical simulator which expresses human walking with a walking
assist robotic suit is discussed. Many walking assist robotic suits have been developed for
elderly persons, and we have also proposed a soft wearable suit. The suit assist to lift hip by
using a weak force. However, it is not veal how assistive force is optimal and why the weak
assistive force effects human walking. To veal them, it is necessary to design human walking
model as simple as possible. A planar compass-like walking model with torso is used as the
mechanical model in this paper, and the swing leg’s controller of the model is switched when
leg’s swing direction is changed from up to down. The controller when the leg swings down
indicates a human sense to perceive fall risk. Finally, the numerical simulation results are
compared with the actual experimental results.

Key Words : Walking assist robotic suit, Compass-like walking model, Walking simulation

1. 緒 言

高齢者や下肢麻痺患者などを対象とし，リハビリや

歩行改善を目的とした歩行アシスト装置の開発が多く

行われている(1)∼(4)．著者らは特に自力で日常生活が

可能かつ歩行が苦手な人を主な対象とし，安全を最優

先に考え 2～4kgf程度の弱い力で歩行をアシストする
装置の開発を行ってきた(5)（図 1）．人は消費エネル
ギーが局所的に最小となるよう歩行が確立されている

ため，筋力よりも十分に弱いアシスト力の場合には確

立された歩行を維持しようとアシスト力に抗う．一方

で無視することのできないアシスト力の場合にはアシ

スト力を含めた系で消費エネルギーが最小となる歩容

にシフトすると考えられる．歩行メカニズムについて

は多くの研究が行われているが，このように弱い力が

アシストされた場合の歩行モデルについては構築され

ていない．弱いアシスト時の歩行モデルは人の歩行に

最適なアシスト力パターンを求めることにつながり，

その貢献は著者らが開発しているアシストスーツのみ

∗1 九州大学大学院工学研究院（〒 819-0395 福岡市西区元岡
744）iwamoto@ctrl.mech.kyushu-u.ac.jp

∗2 九州大学大学院工学研究院（〒 819-0395 福岡市西区元岡
744）yama@mech.kyushu-u.ac.jp
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Fig. 1 Overall structure of a walking assist suit for
elderly persons.

ならず全ての歩行アシスト装置に有用である．

これまでに梶ら(6)は上体を有する矢状面コンパス型

モデル(7)を用いて，アシスト力を考慮した順動力学計

算から歩行を生成することでアシストされた歩行を表

現した．順動力学で生成された歩行とは，モデルを各

関節の目標軌道追従コントローラから得られたトルク

で動かし，歩容が収束した状態での歩行と定義してい

Fig. 11: Geometric relationship among a point and origins of the frames

度の誤差を許容できるかを評価しなければならない．

最後に，提案した制御器では完全に水平な床面を想定

している．しかし実際の環境では僅かな凹凸や傾きが

存在するため，どの程度の不確かさが外乱として許容

できるか評価しなければならない．

6. お わ り に

本稿では開けた整地上における二脚ロボットの全方

位歩行制御を提案した．筆者らが提案してきた旋回歩

行制御器と左右歩行制御器をシームレスに統合するこ

とでこれを実現した．そのために，左右歩行制御器は

安定性を改善するように制御器の切替えをなくし，旋

回歩行制御器は両足間幅の変化を許容するように拡張

した．提案方法の有効性はシミュレーションによって

確認した．また簡単なアプリケーションを実装し，遠

隔操縦にも有効であることを確認した．

なお本研究は，文部科学省科学研究費補助金基盤研

究 (B)（課題番号:#15H02762）および文部科学省科学
研究費補助金挑戦的萌芽研究（課題番号:#26540135）
の支援を受けた．

付 録

Fig. 11は座標系 ΣM からみた任意の点 Pと 2つの
座標系の原点OW ,OM の間の幾何学的な関係を示して

いる．このとき図示した φP および ∆wP を求めよう．

∠POMOW を αとすると，

sinα =
U

√
U2+W2

, cosα =
W

√
U2+W2

(34)

△POWOM に対する正弦定理より，

√
U2+W2

sinφP
=

dr +∆w
sin(φP +α)

(35)

式 (34)より次式が得られる．

sin(φP +α) =
1

√
U2+W2

(U cosφP +W sinφP) (36)

式 (35)(36)より φP と κ(= 1/dr)の関係が得られる．

tanφP =
U

dr +∆w−W
=
κU
η − κW (37)

また ∆wP は次式のように求められる．

U =
(
dr +∆wP

)
sinφP

⇔ ∆wP =
U

sinφP
− 1
κ
=

U
sinφP

− U
tanφP

+ (∆w−W )

=U tan
φP
2
+∆w−W (38)
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