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関節制御の動的受動化とCPGに基づく
二足ロボットの歩容生成†

石田  稔 ＊1・加藤  昇平 ＊1・加納  政芳 ＊2・伊藤  英則 ＊1

　近年，二足ロボットの歩行の研究では，Central Pattern Generator（CPG）および受動的歩行が着目され
ている．我々はCPGと動的関節受動化に基づく歩行運動制御手法を提案する．CPGに基づく運動制御は環
境の変化に対して頑健な歩行を実現可能である．しかしながら，CPGに基づく歩行をはじめとする能動的
歩行はエネルギー効率が悪い．これに対して，受動的歩行は駆動系に何ら制御を行うことなくエネルギー
的に非常に高効率な歩行が可能だが，ロボットのダイナミクスに強く依存するため環境の変化に対応でき
ない．我々はロボットの歩行制御において能動的歩行と受動的歩行の特長をあわせ持つことが重要である
と考える．本研究では，能動歩行制御としてCPGを利用し，CPGに基づく歩行において関節制御の動的受
動化メカニズムを提案し，環境変化に頑健かつエネルギー的に高効率な歩行制御を実現する．二足ロボッ
トの歩行制御に関節制御の動的受動化を用いた実験を行い，提案手法の有効性を確認した．
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１．はじめに
近年の二足ロボットの研究では，より滑らかで人間
の歩行に近い歩行のみならず，エネルギー効率が良い
歩行を実現することを目的とした研究が盛んに行われ
ている．より滑らかで人間に近い歩行の実現を目的と
して，ロボットの制御において生物学，神経生理学等
で得られた知見に基づいた自律的，創発的な運動の実
現を試みた研究が数多くなされてきた［1］－［12］．特に
生物の周期運動に着目したロボット制御の実現におい
ては，脊椎動物のリズム運動を規範としたC P G
（Central Pattern Generator）が広く用いられている［1］－
［11］．CPGとは周期的な運動を司る神経系のリズム
発生機構をモデル化したものである．このようなリズ
ム発生機構は神経生理学的研究により様々な脊椎動物
の脊髄内に存在することが確認されている［13］－［15］．
CPGをロボットの運動制御に利用した研究では，歩
行運動［1］－［5］や足踏み運動［6］，打撃運動［7］をはじ
めとして様々な運動［8］－［10］が生成されており，それ

ぞれ適応的な運動が実現されている．多賀ら［2］，［3］
はCPGを中心とする神経系，および，筋肉と骨格に
よる筋骨格系から構成される「神経-筋骨格モデル」を
提案し，神経系，筋骨格系，および，環境間に「相互
引き込み」発生させることにより環境の変化に頑健な
歩行を実現した．また，琴坂ら［7］はCPGの持つ引き
込み特性を利用することで，ロボットに人間が行うド
ラム打撃音に合わせてドラムを叩く同期作業を実現し
ている．松尾ら［10］はヘビ型ロボットの運動制御に
CPGを用い，制御パラメータを適切に設定すること
で前進や後退，旋回動作を実現している．伊藤ら
［4］，［5］はヒューリスティック解法の一つである適応
的近傍を持つSA（SA／AAN：Simulated Annealing
with Advanceed Adaptive Neighborhood）を用いて制
御パラメータの準最適化を行い，二足ロボットにおけ
る歩行運動を実現した．
エネルギー効率の良い歩行を実現する手法として，
McGeer［16］により提案された受動的歩行（Passive
Dynamic Walking）が注目されている．受動的歩行
は，倒立振子のように前方に倒れこむ動作を繰り返し
行うことで巧みに重力場を利用する．ロボットの力学
的特性と床面の勾配や初速などの環境の条件が合致す
る場合，駆動系に何ら制御を行うことなく歩行が実現
でき，エネルギー的に非常に高効率な歩行が可能であ
る．春名ら［17］は脚のみで構成されたモデルで行われ
ていた受動的歩行を上半身を持つロボットにおいて実
現した．
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CPGに基づく歩行では，歩容の状態にかかわらず
下肢の全関節に常にある一定以上のトルクが印加され
ている．CPGに基づく歩行をはじめとする能動的歩
行は環境の変化に対する頑健性は持つがエネルギー効
率が悪いという問題点がある．これに対して，受動的
歩行はエネルギー的に非常に高効率な歩行が可能であ
るがロボットのダイナミクスに強く依存するため環境
の変化に対応できない．また，ロボットの力学的特性
と床面の勾配や初速などの環境の条件が合致する必要
がある．我々はロボットの歩行制御において能動的歩
行と受動的歩行の特長をあわせ持つことが重要である
と考える．そこで本研究では，能動的歩行を基本とし
て，条件に応じて関節制御を受動化する手法を考え
る．
本研究では，人間の歩行のエネルギー効率に着目す
る．人間の歩行に着目すると，特に遊脚時の関節制御
においては，しばしば一部の関節をある一定時間脱力
させて重力のみで歩行していると考えられる．そこ
で，能動的歩行と受動的歩行を混合した歩行制御を提
案する．本研究では，能動歩行制御としてCPGを利
用し，CPGに基づく歩行において関節制御の動的受
動化メカニズムを提案し，環境変化に頑健かつエネル
ギー的に高効率な歩行制御を実現する．ここでは，実
機ロボットによる歩行制御研究の第一段階として，歩
行において重要である前後方向の制御を実現するため
に，２次元モデルを採用する．上り坂の歩行において
は関節制御の受動化の余地は少ないため，ここでは平
地および下り坂における歩行について考える．

２．制御手法
2.1 リンクモデル

本研究で扱うロボットのリンク構造は図１に示す体
幹部，腰部，両脚の大腿部，下腿部，足部の計８リン
クで構成され，各リンク間１自由度の計７自由度の関
節を有する．同図においてロボットの脚は実線が右
脚，点線が左脚であり，i はリンクの水平面との角度
を表す．また，ロボットの身長および体重は成人男性
を想定してそれぞれ1.70［m］，63［kg］とした．表１に
各リンクの長さ，重さ，慣性モーメントを示す．各リ
ンクの重心位置はリンクの中点に存在する．足部の爪
先および踵に接地センサが存在し，それらのセンサよ
り接地非接地（Sron，Sroff，Slon，Sloff）を判定する．接
地の判定は爪先部または踵部のいずれかのセンサが接
地した場合，接地と判定する（付録1.参照）．

図１　ロボットモデル

表１　各リンクの長さ，重さ，慣性モーメント

2.2 神経系と筋骨格系

ロボットの制御系には，多賀氏によって提案された
「神経－筋骨格モデル」［2］を採用する．「神経－筋骨格
モデル」はCPGネットワークを用いた神経系とリンク
構造を骨格とし，関節の周りに配置された複数の筋肉
から構成された筋骨格系からなる．図２に本研究で用
いる神経-筋骨格システムを示す．神経系はリンク構

図２　神経-筋骨格システム
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造に合わせて７対14個の神経素子から構成され，各神
経素子は関節の屈曲側と伸展側にそれぞれ割り当てら
れる．図２（左）に神経系のネットワーク構成を示す．
筋骨格系はロボットのリンク構造を骨格として全体で
20個の筋肉が図２（右）のように配置されたものを考え
る．各関節ごとに配置された神経素子の発振が，それ
ぞれの関節を動かす筋肉に伝達され，各関節の伸展，
屈曲運動を生成する．神経系で用いられるCPGネッ
トワークは，複数の抑制結合を持つ神経素子から構成
され，神経素子は以下の２変数１階非線形微分方程式
［1］でモデル化される．

（1）

（2）

（3）

ここで，２つの変数 u，v はそれぞれ内部状態と疲労
度を表す． ， は時定数，w は神経素子間の結合の
重み係数，b は疲労係数，S はセンサーフィードバッ
ク入力をそれぞれ表す．添字 i，k はそれぞれ神経素
子の番号を表す．z は変数を表す．一定入力 u0 によっ
て励起された神経素子は自己抑制，相互抑制によって
発振され，最終的に f（u）が神経素子の出力となる．
CPGの出力としてトルク（例えば，文献［2］，［3］）お
よび位相（例えば，文献［11］）の２つの捉え方がある
が，本研究ではトルクとして扱う．

2.3 関節制御の動的受動化

本研究では，CPGに基づく歩行制御に受動的歩行
の機能を加えるために，環境および姿勢情報に応じて
関節制御を能動あるいは受動に切り替える「関節制御
転換器」を提案する．ここでは，遊脚の関節制御を対
象とする．すなわち，後ろ足が離足してから前方へ着
足するまでの間に遊脚の関節制御を一時的に受動化す
る．例えば，図３に示すように左脚が遊脚である期間
についてを考える．左脚が離足後，すなわち遊脚初期
は関節制御を能動にする（図３（左））．そしてロボット
の状態変化に従い，関節制御が能動から受動に切り替
わる（図３（中））．関節制御を受動化後，遊脚終期に関
節制御が受動から能動に切り替わる（図３（右））．この
ように能動的歩行を基本として，必要に応じて遊脚の
関節制御を受動化する．本研究では，受動化する時間
長だけでなく受動化を開始および終了するタイミング
が歩行の維持と効率化のために重要と考える．

図３　関節制御の動的受動化の一例

2.4 関節制御転換器

受動化のタイミングを決定する情報として，本研究
では床面の勾配とロボットの姿勢から得られる情報を
利用する（図４）．歩行中のロボットの姿勢から全リン
クの重心 COG と遊脚の重心 COGS をそれぞれ求める．
そして COG と COGS を結ぶ直線と床面とのなす角度
iS を計算する．これに加えてCOGと支持脚中心COP

を結ぶ直線と床面とのなす角度  を計算する．
歩容が単脚支持の状態にあるとき，関節制御転換器
は以下の条件に従い遊脚関節を受動あるいは能動制御
に切り替える．
 ●  ≦ 
－ iS ≧ ：能動制御
－ iS ＜ ：受動制御
 ●  ＞ 
－ iS ＞ ：受動制御
－ iS ≦ ：能動制御
ここで，  および  は共に０≦ ，  ≦r の値を取る
パラメータであり，ロボットの力学的特性や床面の勾
配に応じて適切な値を設定する必要があるため，本研

図４　歩行中の姿勢
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究ではSAなどの最適化探索（4.1節参照）を用いて準最
適化する．ここで，単脚支持とは，足部の接地センサ
が Sron ＝１かつ Sloff ＝１の条件を満足した後，Slon ＝１
の条件を満足するまでの状態（右脚支持），および，
Slon ＝１かつSloff ＝１の条件を満足した後，Sron ＝１
の条件を満足するまでの状態（左脚支持）とする．

2.5 神経－筋骨格モデルを考慮した運動制御

本研究では，多賀氏の「神経－筋骨格モデル」に関節
制御転換器（2.4節参照）を加えた運動制御システムを
提案する．図５に運動制御の概略を示す．関節制御転
換器が受動制御を選択した場合には，律動トルク制御
器および姿勢保持トルク制御器における遊脚関節への
トルク生成を無効化し印加するトルクを0［Nm］にす
る．また，能動制御を選択した場合には，律動トルク
制御器および姿勢保持トルク制御器における遊脚関節
へのトルク生成を有効化する．以下に運動制御の過
程を示す．
（1）神経振動子への任意の持続入力 u0 によって励起
された時刻 t の神経素子 i の出力 f（ui（t））（i＝1，…，
14）は，時刻 t におけるロボットのセンサからの知覚
入力，および，時刻 t における関節制御転換器の出力
を併せて，律動トルク制御器によって筋肉 j の律動的
な特性を持つトルク成分 Tmrj（t＋DT）（ j＝1，…，
20）が算出される．
（2）これに並行して，時刻 t で知覚された各リンク

 ・の角度 i（t）および角速度 i（t），時刻 t における関節
制御転換器の出力から，姿勢保持トルク制御器によっ
て筋肉 j の立位を維持するためのトルク成分Tmij（t＋
DT）（ j＝1，…，20）が算出される．
（3）次に，ロボットの筋肉 j に発生する筋肉トルク

Tmj（t＋DT）（ j＝1，…，20）が Tmrj（t＋DT），Tmij（t

＋DT）の和として生成される．
（4）筋肉トルクはロボットの関節 q に与えられる関
節トルク Tq（t＋DT）（q＝1，…，7）に変換される（付
録2.参照）．
（5）関節トルク Tq（t＋DT）がロボットに与えられる
と，動力学シミュレータがロボットの動作をシミュ
レートし，運動後の各リンクの角度θ（t＋DT）および

 ・角速度i（t＋DT），ならびに，各リンクの座標 x（t＋
・ ・DT），y（t＋DT）および速度 x（t＋DT），y（t＋DT）を

算出して時刻をDT 進める．
（6）その後，足裏センサの接地判定よりSron，Slon，

Sroff，Sloff が得られて姿勢状態が更新される．得られ
た姿勢状態は姿勢保持トルク制御器，および，関節制
御転換器にフィードバックされる．また，姿勢状態，
および，ロボットの状態から算出されたセンサ入力が

図５　関節制御の動的受動化に基づく運動制御の概略

CPGにフィードバックされることで新たなui（t）（i＝
1，…，14）が求められる．

３．関連研究
能動的歩行と受動的歩行の特長をあわせ持つ歩行制
御の一つにBallistic Walkingがある．Ballistic Walking
とはMochonら［18］により提案された人間の歩行モデ
ルである．この歩行は人間の歩行における遊脚時には
筋肉の活動がほとんど見られず重力と慣性力だけ用い
た運動をモデル化している．荻野ら［19］はBallistic
Walkingを実現するために脚の状態を４つに分け，こ
の状態を遷移させることで制御を切り替えるコントロー
ラを提案している．しかしながら，Ballistic Walking
では歩行制御を静的に切り替えている．そのため，ス
テップ時間が変化しても常に関節制御の受動化期間は
一定である．
また，受動的歩行を基本として能動的歩行を合わせ
た制御の一つに大須賀ら［20］によって提案された準受
動的歩行がある．準受動的歩行ロボットは定常時には
受動的歩行を行い，歩き始めや歩行中の外乱を知覚し
たときにのみ能動制御を行う．そのためロボットはエ
ネルギー的に効率が良い歩行を実現可能である．しか
しながら，準受動的歩行ロボットは受動的歩行を基本
とするため，床面の勾配や初速などの環境の条件がロ
ボットの力学的特性と合致する必要がある．一般に，
受動的歩行を行うことが可能な力学的特性を持つロ
ボットは稀である．また，準受動的歩行ロボットの制
御においては速度の変更や方向転換，停止等が困難で
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ある．
これらに対し，本研究で提案する関節制御の動的受
動化では，関節制御の切り替えをロボットの姿勢を用
いて動的に行う．そのため，ステップ時間が変化して
も適切な関節受動化が可能となる．また，提案手法は
能動的歩行を基本としているため，受動的歩行に必要
とされる力学的特性などの条件を満足する必要がな
く，速度の変更等が容易である．

４．歩行実験
提案手法（以後，「動的受動化」）の効果を確認するた
めに，シミュレーションを用いて歩行制御実験を行っ
た．シミュレーションでは関節可動域や摩擦，床面と
の衝突などの実機実験とできるだけ同等な環境を実現
した．実験では，「動的受動化」を用いた歩行の比較対
象として，神経－筋骨格モデルを単に用いた歩行（以
後，「CPG」）と，遊脚の関節制御を全期間受動化した
歩行（以後，「受動」）を用いた．全関節を全期間受動化
する完全受動的歩行は本実験の環境下では歩行不可能
だったため比較対象から除外した．

4.1 パラメータの最適化

CPGによる歩行制御では，多数の制御パラメータ
をロボットの物理特性に合わせて適切に設定する必要
がある．それらの制御パラメータは人間の試行錯誤に
より設定している場合が多い．しかしながら，試行錯
誤で制御パラメータを設定するためには十分な知識や
経験が必要となる．そこで我々は最適化手法を用いる
ことで制御パラメータを自動設定する手法を提案して
いる［4］．最適化手法を用いることで個々のロボット
の物理特性に応じた制御パラメータの設定が可能とな
る．本研究では，歩行実験の事前に適応的近傍を持つ
SA（SA／AAN）［21］を用いて全手法に共通する制御パ
ラメータ，および，「動的受動化」のパラメータ ，
（2.4節参照）を最適化する．最適化における３手法
（「動的受動化」，「CPG」，「受動」）の摂動回数を同一
として比較実験を行う．
全手法に共通する制御パラメータとしては，律動ト
ルク係数を最適化した．j 番目の筋肉に作用する律動
トルク Tmrj は以下の式で定義される．

（4）

ここで，r，p は律動トルク係数，part は身体部位を
表す．添字 i は神経素子の番号，添字 j は筋肉の番号
を表す．r は感覚情報に基づいて伝達強度を変更する
ためのパラメータであり，p はCPGの出力信号を筋肉
に伝達する強さを決定するパラメータである．Son，

Soff はそれぞれ筋肉 j が属する足裏の接地，非接地を
表す．最適化の評価関数としては，歩行継続時間と移
動コストを用いた．移動コスト Cost とは以下の式で
定義される評価値である．

（5）

ここで Tq は q 番目の関節に印加されたトルク，Lは
移動距離を表す．M は関節数，Time はシミュレー
ション時間を表す．本研究では，移動コストを削減す
ることがエネルギー効率の良い歩行運動の獲得を実現
していると考える．SAの摂動回数は10000回とし，１
回の摂動におけるシミュレーション時間は10秒とし
た．律動トルク係数を除く全手法に共通の制御パラ
メータについては文献［2］の値を設定した．

4.2 関節制御の動的受動化に基づく歩行実験

ここではまず，関節制御の動的受動化メカニズムの
効果を確認する．環境を勾配２％の下り坂に固定して
実験を行った．
図６に各手法における最適化されたパラメータを用
いた歩行の様子（10秒間）を示す．同図は0.3秒ごとに
ロボットの姿勢を描画したものである．全手法におい
て転倒することなく10秒間歩行を継続できていること
が確認できる．図７に10秒間に発生したトルクを示
す．表２に各手法の移動距離，印加された総トルク
量，移動コスト，「動的受動化」のパラメータ ，  を
示す．同表から「動的受動化」を用いた歩行制御は他の
手法と比較して長い距離を歩行できていることが確認
できる．総トルク量に関しては，関節制御受動化のメ
カニズムを取り入れた「受動」，「動的受動化」の２手法
が「CPG」より少ないトルク量で歩行を実現している

図６ 勾配２％の下り坂での歩容: 動的受動化（上），
CPG（中），受動（下）
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図７　関節トルク：動的受動化（左），CPG（右）

表２　各手法の歩行実験結果

ことがわかる．そこで「動的受動化」と「受動」の２手法
で比較する．「動的受動化」は受動化する時間長が「受
動」よりも短いため，その分だけトルク消費量は増加
する．しかしながら，消費トルクの増分以上に移動距
離が増加しており，移動コストの削減に成功してい
る．以上より，エネルギー効率の良い歩行運動が獲得
できたことを確認した．

4.3 歩容の安定性解析

次に，歩容の安定性を評価する．ここでは「動的受
動化」と「CPG」の２手法を比較する．「受動」は「動的
受動化」の特殊な例として考えることができ，4.2節に
て「動的受動化」が「受動」と比較して移動コストを削減
していることが確認されたため，以降の実験から「受
動」を除外する．
まず，位相図を用いて歩容の安定性を解析する．図８

に歩行開始1.0秒後から9.0秒間の上体部 i1（上），右脚
の大腿部 i3（中），および，下腿部 i5（下）の位相図を
それぞれ示す．それぞれ横軸は角度（絶対角），縦軸は
角速度を表す．同図より，「動的受動化」が「CPG」と
比較して軌道が収束していることから，提案手法が周
期的により安定した運動を実現していることが確認で
きる．これは「動的受動化」が関節制御を受動化するこ
とで慣性をうまく利用した結果，安定した運動を実現
したと考えられる．
続いて，歩容の安定性を定量的に評価する．ここで
はリアプノフ指数解析［22］を用いて歩容の安定性を解
析する．リアプノフ指数解析とは m 次元空間上に再
構成したアトラクタの軌道不安定性（初期値依存性）を
測定する手法である．この解析により得られる最大リ
アプノフ指数 1 が 1≧0のとき， 1 が大きければ歩容
は不安定であり，小さければ歩容が安定していること
を示す．ここでは歩行中の各リンクの角度 i の時系列
を用いて，アトラクタの再構成を行った．アトラクタ
の再構成における時間遅れについては，時系列の自己
相関関数［23］が最初に０となる時刻［24］とし，m＝3
［25］の下で解析を行った．表３に各リンクの最大リア
プノフ指数を示す．同表より，「動的受動化」の各部位
平均の最大リアプノフ指数が「CPG」の約70.4％に減少
し，「動的受動化」が「CPG」と比較してより周期的に

図８　位相図：動的受動化（左），CPG（右）
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表３　最大リアプノフ指数

安定した運動を実現していることが確認できる．した
がって，本研究で提案した「動的受動化」を用いること
で「CPG」よりも安定した歩行を生成できることが確
認された．

4.4 不整地での歩行実験

環境の変化に対する頑健性を検証するために，２種
類の不整地 ygA，ygB を用意して歩行実験を行った．各
手法における制御パラメータは4.1節で得られたもの
を使用した．まず，環境の変化に対応可能な範囲を調
べることで歩行制御の頑健性を検証する．環境 ygA で
は，床面の勾配が凹状または凸状に変化する環境で実
験を行う．歩行開始点からの水平距離を x，x におけ
る床面の高さを ygA とすると，環境 ygA は以下の式で
表現される．

（6）

ここで a0 は初期の床面の勾配を表す．a は変化後の
勾配を表し，0.0025刻みで，0 ≦ a ≦ 0.04の範囲の値
をとる．xA は勾配が変化する位置を表す．本実験で
は a0＝0.02，xA＝5とした．表４に環境 ygA での実験
の結果を示す．同表において，“◯”は歩行が10秒間以

表４　環境 ygA での歩行実験結果

図９　環境 ygA での歩容（a＝0.0325）：動的受動化（左），CPG（右）

上の継続可能であることを表し，“×”は歩行が継続で
きず10秒未満に転倒したことを表す．同表より，「動
的受動化」が「CPG」と比較して環境変化に対する頑健
性が向上していることが確認できる．図９に２手法に
おける床面の勾配が２％から3.25％に変化する下り坂
での歩行の様子（10秒間）を示す．各図は0.3秒ごとに
ロボットの姿勢を描画したものである．「CPG」は歩
行開始後約8.5秒後に11［m］地点付近で転倒した．こ
れに対して，「動的受動化」は転倒することなく10秒間
歩行を継続できており，17［m］地点付近まで歩行して
いることが確認できる．
次に環境 ygB で歩行実験を行う．ここでは連続的な
環境の変化に対する頑健性を検証する．そこで環境
ygB では，起伏が連続する床面で実験を行う．水平距
離を x，x における床面の高さを ygB とすると，環境
ygB は以下の式で表現される．

（7）
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（8）

ここで，b0，b1 はそれぞれ起伏の勾配を表す．l，xB

はそれぞれ起伏の間隔を決定するパラメータを表す．
本実験では b0＝0.02，b1＝0.02，l＝3，xB＝1.5とし
た．図10に環境 ygB での歩行の様子（10秒間）を示す．
同図は0.3秒ごとにロボットの姿勢を描画したもので
ある．「CPG」は歩行開始約６秒後に５［m］地点付近で
転倒した．これに対して，「動的受動化」は転倒せずに
10秒間歩行を継続できており，12［m］地点付近まで歩
行していることが確認できる．
以上より「動的受動化」を用いた歩行制御が「CPG」
と比較してより環境変化に対して頑健であることが確
認できる．これは「動的受動化」が遊脚時において関節
にトルクを印加させないことで床面との不慮の衝突時
に脱力していたためであると考えられる．

4.5 勾配の異なる環境での実験

ここでは「動的受動化」のパラメータのみを最適化し
て歩行可能な環境の範囲を調べることで，関節制御受
動化のタイミングの効果を検証する．そこで床面の勾
配を０％～12％まで２％刻みで変化させた環境下で歩
行制御実験を行った．２手法共通の制御パラメータは
勾配０％の環境下で最適化したものを使用した．「動
的受動化」のパラメータ ，  は各環境ごとに事前に最
適化させて実験を行った．
実験の結果，勾配０％の環境下においては「動的受
動化」と「CPG」の２手法とも10秒間以上歩行が継続で
きた．勾配２％～10％の環境下では「動的受動化」のみ
10秒間以上歩行が継続できた．勾配12％の環境下に
おいては２手法とも歩行継続できず10秒未満に転倒し
た．図11に２手法における勾配10％の下り坂での歩

図10　環境 ygB での歩容：動的受動化（左），CPG（右）

行の様子（10秒間）を示す．同図は0.3秒ごとにロボッ
トの姿勢を描画したものである．同図より，勾配10％
の下り坂において「動的受動化」は５［m］地点付近で体
勢を崩しているものの，その後体勢を立て直し歩行を
継続していることが確認できる．これに対して，
「CPG」は３［m］地点付近で体勢を崩して転倒してい
る．以上の結果から，本研究で提案した歩行制御手法
は，一度勾配０％の環境下で歩行制御を獲得すれば，
以後は「動的受動化」のパラメータのみを最適化し，受
動化のタイミングを変化させることで勾配２％～10％
の異なる環境下では歩行可能であることが確認できる．
図12に勾配０％～10％の環境下における「動的受動
化」が印加した総トルク量を示す．一見すると，勾配
が大きくなるにつれて印加した総トルク量は減少する
と考えられる．しかし，「動的受動化」が印加した総ト
ルク量は勾配と共に増加していることが確認できる．
これは勾配が大きくなることでロボットが姿勢を保持
するためにより多くのトルク量を印加したためと考え
られる．

図11 勾配10％の下り坂での歩容：動的受動化（上），
CPG（下）
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５．おわりに
本研究では，CPGに基づく歩行制御に関節制御の
動的受動化メカニズムを加えた運動制御手法を提案し
た．歩行実験を行いエネルギー効率の良い歩行運動の
獲得を確認した．また，歩容の安定性を解析し，提案
手法が安定した歩行を実現していることを確認した．
不整地で歩行実験を行い，提案手法を用いた制御が環
境変化に頑健な歩行を実現していることを確認した．
勾配の異なる環境における歩行実験で，関節制御受動
化のタイミングの効果を検証し，提案手法の有効性を
確認した．
本研究では，歩行運動において重要である前後方向
の制御を実現するために２次元モデルで実験を行い，
有効性を確認した．今後は，本研究で提案した動的受
動化を実機ロボットへ適用するために本研究で得られ
た知見を活かしつつ，ロボットモデルを３次元に拡張
した動的受動化を提案する予定である．
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付録
１．接地判定

足裏センサの接地非接地（Sron，Sroff，Slon，Sloff ）は
以下の式で表現される．

（A－1）

ここで，Fltoe および Frtoe は左右の爪先部の接地センサ
が感知した床反力，Flheel および Frheel は左右の踵部の
接地センサが感知した床反力，zは変数を表す．

２．関節トルク

関節 q に印加するトルク Tq は以下の式で表現され
る．

（A－2）

ここで，Tmj は筋肉 j に発生する筋肉トルクを表す．
（２００９年３月８日　受付）
（２００９年８月２４日　採録）
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Generating Gait for Biped Robots based on the Dynamic Passivization of Joint Control
and Central Pattern Generator

by
Minoru ISHIDA, Shohei KATO, Masayoshi KANOH and Hidenori ITOH

Abstract：
A central pattern generator （CPG） and passive dynamic walking （PDW） have attracted much attention in the

research field of bipedal locomotion. We describe a motion control method based on dynamic joint passivization for
biped robot locomotion. CPG－based motion control is effective for walking on uneven terrain. However, it has serious
problems with energy loss. In contrast, PDW saves energy because a robot can walk without any active control or
energy input on a downhill slope. However, PDW robot can not walk on uneven terrain, but only on a downhill slope.
We think that active walking needs to be mixed with PDW for robot walking. Our motion control method is based on
a mixture of the CPG and PDW, that is, the dynamic passivization of joint control. Experiments using the motion
control method based on dynamic passivization of joint control successfully generated energy efficient walking and
enabled superior gaits.

Keywords：Dynamic Passivization of Joint Control, Central Pattern Generator, Passive Dynamic Walking, Biped Ro-
bot, Optimization
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