
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上体から複数のリンク部材を複数の関節を介して連接してなる脚体を複数備えた脚式移動
ロボットに 各脚体の特定関節を

駆動する関節アクチュエータの駆動力と併せて該 に作用する
補助駆動力を、該特定関節 運動に応じて蓄積する弾性エ

ネルギーにより発生するばね手段を備えた脚体関節アシスト装置であって、
　 一対のリンク
部材間の が 以下であるときには、
該 の増加に伴 、該 が前
記 を超えた後には、 前記 における
補助駆動力よりも小さ 、

駆動力 ことを特徴とする脚式移動ロボットの脚体関節ア
シスト装置。
【請求項２】
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おける 介して連結された一対のリンク部材を、該特定関節
回りに 一対のリンク部材 該特
定関節回りの における脚体の屈伸

前記特定関節における脚体の曲げ度合が大きくなるにつれて増加する前記
屈曲角度 所定角度 該一対のリンク部材の伸ばし方向に、

屈曲角度 って増加する補助駆動力を前記ばね手段が発生し 屈曲角度
所定角度 該一対のリンク部材の伸ばし方向に、 所定角度

く 且つ、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動させる際
の各脚体の着床状態における前記一対のリンク部材間の最大の屈曲角度において０を超え
る補助 を前記ばね手段が発生する

上体から複数のリンク部材を複数の関節を介して連接してなる脚体を複数備えた脚式移動
ロボットにおける各脚体の特定関節を介して連結された一対のリンク部材を、該特定関節
回りに駆動する関節アクチュエータの駆動力と併せて該一対のリンク部材に作用する該特
定関節回りの補助駆動力を、該特定関節における脚体の屈伸運動に応じて蓄積する弾性エ



　

【請求項３】
前記 、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動させる際の各脚体の離床
状態における前記一対のリンク部材間の よりも小さい角度に設定されてい
ることを特徴とする請求項 ２記載の脚式移動ロボットの脚体関節アシスト装置。
【請求項４】
前記 、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動させる際の各脚体の着床
状態における前記一対のリンク部材間の の近傍の角度に設定されているこ
とを特徴とする請求項 ３記載の脚式移動ロボットの脚体関節アシスト装置。
【請求項５】
前記脚式移動ロボット 、前記リンク部材としての大腿部、下腿部及び足平部を前記上体
側から股関節、膝関節及び足首関節を介して順番に連接してなる脚体を２本備えた二足移
動ロボットであると共に、前記特定関節は、前記一対のリンク部材としての大腿部及び下
腿部を屈伸自在に連結する膝関節であることを特徴とする請求項 ３又は４記載の
脚式移動ロボットの脚体関節アシスト装置。
【請求項６】
前記ばね手段 、気体の圧縮又は膨張により前記補助駆動力を弾性的に発生する気体ばね
であることを特徴とする請求項 記載の脚式移動ロボットの脚体関節
アシスト装置。
【請求項７】
前記ばね手段 、シリンダと、前記一対のリンク部材間の屈伸運動に連動して該シリンダ
内を摺動自在に設けられたピストンと、該シリンダ内に形成されて該ピストンの摺動に伴
い体積が変化する気室と、該気室に充填された気体と備え、該気室の体積変化に伴う該気
室内の気体の圧縮又は膨張により前記補助駆動力を弾性的に発生する気体ばねであること
を特徴とする請求項 記載の脚式移動ロボットの脚体関節アシスト装
置。
【請求項８】
前記気室の体積変化に伴う該気室内の圧縮又は膨張を阻止するように該気室内の気体を該
気室の外部に流動させるために該気室に接続された流通路と、該流通路を開閉する弁手段
と、該弁手段を各脚体の離床状態で開弁させると共に各脚体の着床状態で閉弁させる制御
手段とを備えたことを特徴とする請求項７記載の脚式移動ロボットの脚体関節アシスト装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、二足移動ロボット等の脚式移動ロボットの脚体の関節に、該関節を駆動するた
めの関節アクチュエータを補助する補助駆動力を発生する脚体関節アシスト装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
複数の脚体を備えた脚式移動ロボットでは、各脚体は、複数のリンク部材を上体から複数
の関節を介して順次連接して構成されている。例えば、人と同様の二本の脚体を備えた二
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ネルギーにより発生するばね手段を備えた脚体関節アシスト装置であって、
前記特定関節における脚体の曲げ度合が大きくなるにつれて増加する前記一対のリンク

部材間の屈曲角度が所定角度以下であるときには、該一対のリンク部材の伸ばし方向に、
該屈曲角度の増加に伴って増加する補助駆動力を前記ばね手段が発生し、該屈曲角度が前
記所定角度を超えた後には、該一対のリンク部材の伸ばし方向に、前記所定角度における
補助駆動力とほぼ同一、且つ、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動させる際の
各脚体の着床状態における前記一対のリンク部材間の最大の屈曲角度において０を超える
補助駆動力を前記ばね手段が発生することを特徴とする脚式移動ロボットの脚体関節アシ
スト装置。

所定角度が
最大の屈曲角度

１又は

所定角度が
最大の屈曲角度

１、２又は

が

１、２、

が
１、２、３、４又は５

が

１、２、３、４又は５



足移動ロボットでは、各脚体は、大腿部、下腿部、足平部に相当するリンク部材をロボッ
トの上体からそれぞれ股関節、膝関節、足首関節を介して順次連接して構成されている。
そして、この種の脚式移動ロボットは、各脚体の関節に電動モータ等の関節アクチュエー
タにより駆動力を付与することにより、ロボットの移動を行うための各脚体の運動が行わ
れる。
【０００３】
ところで、この種の移動ロボットでは、例えばその移動速度を上昇させると、各脚体の着
床状態（各脚体の支持脚期の状態）において、床反力等により各脚体の関節に作用する力
が比較的大きなものとなり易く、ひいては、その力に抗して関節アクチュエータに発生さ
せるべき駆動力が比較的大きなものとなり易い。例えば二足移動ロボットでは、人の走行
時の歩容（脚体の運動パターン）と同様の歩容形態でロボットを走行させるような場合に
は、本願発明者等の知見によれば、特に各脚体の支持脚期において、膝関節の関節アクチ
ュエータに発生させるべき駆動力が大きなものとなる。この場合、関節アクチュエータが
例えば電動モータである場合には、上記駆動力は電動モータの回生動作あるいは力行動作
により発生させることとなるが、いずれの動作でも該電動モータやバッテリ等の電源に大
電流を通電する必要がある。このため、ジュール熱等によるエネルギー損失が過大なもの
となり易い。また、大容量の電動モータを必要とするため、該電動モータの重量やサイズ
が大きなものとなる。尚、各脚体の離床状態（各脚体の遊脚期の状態）では、膝関節等の
関節アクチュエータに発生させるべき駆動力は、一般に各脚体の着床状態の場合よりも十
分に小さい。
【０００４】
一方、例えば特開２００１－１９８８６４号公報（特に同公報の図９）に見られるように
、二足移動ロボットの各脚体の膝関節により連結された二つのリンク部材（大腿部及び下
腿部）の間にばねを設けたものが知られている。
【０００５】
この二足移動ロボットは、ロボットの水平方向の移動を行いながら該ロボットの水平方向
の運動エネルギーをばねの弾性エネルギーに変換して蓄積し、その弾性エネルギーを利用
してロボットの跳び上がり動作を行うようにしたものである。このようにばねを備えた二
足移動ロボットでは、その走行動作時等における部分的な期間、特に各脚体の支持脚期に
おいて、膝関節に発生させるべき駆動力の一部をばねの弾性力よりまかない、膝関節の関
節アクチュエータの負担を軽減することが可能である。
【０００６】
しかしながら、この二足移動ロボットでは、膝関節における脚体の曲げ度合いが大きくな
ればなるほど、ばねの弾性力は脚体の伸ばし方向に増大する。また、例えば二足移動ロボ
ットを平坦な床上で移動させる場合、一般に各脚体の膝関節における最大の曲げ度合いは
、各脚体の着床状態よりも離床状態において大きくなる。
【０００７】
このため、前記公報の二足移動ロボットでは、各脚体の膝関節に発生させるべき駆動力が
比較的小さなもので済む各脚体の遊脚期においては、支持脚期よりもばねの弾性力が大き
なものとなる。従って、各脚体の遊脚期では、このばねの大きな弾性力を打ち消すような
駆動力を膝関節の関節アクチュエータに発生させなければならない。このため、各脚体の
遊脚期においては、膝関節の関節アクチュエータが大きな駆動力を発生しなければならず
、ひいては、二足移動ロボットの移動時の全般にわたって関節アクチュエータの駆動力を
比較的小さなものに抑えることができない。さらに、二足移動ロボットに階段の昇降を行
わせる場合には、膝関節に発生させるべき駆動力が比較的小さな状態で、且つ該膝関節に
おける脚体の曲げ度合いが比較的大きなものとなる状態があるため、膝関節の関節アクチ
ュエータに発生させる駆動力が大きなものとなってしまうことがある。この結果、ロボッ
トのトータル的なエネルギーの利用効率を高めることが困難である。
【０００８】
また、前記公報の二足移動ロボットでは、膝関節における脚体の曲げ度合いの増加に伴い
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、ばねの弾性力は単調に増加するため、各脚体の遊脚期等において脚体を最大限に曲げた
ときにおけるばねの弾性変形量が大きなものとなる。このため、そのような大きな弾性変
形量を許容し得るばねを用いる必要があり、該ばねの構成が大型化してしまう。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、脚式移動ロボットの関節アクチュエー
タにかかる負担を効果的に低減し、ひいては、エネルギーの良好な利用効率を確保するこ
とができ、また、構成の小型化を図ることができる脚体関節アシスト装置を提供すること
を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本願発明者等は、脚式移動ロボットを例えば平坦な床上を通常的な歩容形態で移動させる
場合に各脚体の膝関節等の関節に発生させるべき駆動力（以下、ここでは必要駆動力とい
う）に関して次のような知見を得た。すなわち、各脚体の関節の必要駆動力が、関節アク
チュエータの駆動力以外の補助駆動力を要する程度に大きなものとなるのは、基本的には
該脚体が着床状態となる期間（該脚体の支持脚期）においてのみである。また、該脚体の
支持脚期においては、関節により連結された一対のリンク部材間の相対的変位量の最大値
は、該脚体が離床状態となる期間（該脚体の遊脚期）よりも小さい。さらに、該脚体の支
持脚期においては、概ね、上記一対のリンク部材間の相対的変位量が最大（極大）となる
ときに、関節の必要駆動力が最も大きくなる。従って、前記補助駆動力をばね手段により
発生させる場合、その補助駆動力は上記一対のリンク部材間の相対的変位量が、ある変位
量以下の比較的小さい範囲に存する状態で、該相対的変位量の増加に伴いばね手段の弾性
力、ひいては補助駆動力が増加するようにすればよく、該相対的変位量が比較的大きい範
囲では、ばね手段の弾性力、ひいては補助駆動力は増加する必要はない。
【００１１】

本発明の 脚式移動ロボットの脚体関節アシス
ト装置は、 一対
のリンク部材間の が 以下であるときには、

該 の増加に伴 、該
が前記 を超えた後には、 前記

における補助駆動力よりも小さ 、

駆動力 ことを特徴とする。

【００１２】
かかる本発明によれば、 運動に際して、前記一対のリンク部材
間の が所定 に増加するまでは、該 の増加に伴い、

前記ばね手段 前
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本発明は、上体から複数のリンク部材を複数の関節を介して連接してなる脚体を複数備え
た脚式移動ロボットにおける各脚体の特定関節を介して連結された一対のリンク部材を、
該特定関節回りに駆動する関節アクチュエータの駆動力と併せて該一対のリンク部材に作
用する該特定関節回りの補助駆動力を、該特定関節における脚体の屈伸運動に応じて蓄積
する弾性エネルギーにより発生するばね手段を備えた脚体関節アシスト装置に関する。そ
して、前記課題を解決するための 第１態様の

前記特定関節における脚体の曲げ度合が大きくなるにつれて増加する前記
屈曲角度 所定角度 該一対のリンク部材の伸ばし

方向に、 屈曲角度 って増加する補助駆動力を前記ばね手段が発生し 屈曲
角度 所定角度 該一対のリンク部材の伸ばし方向に、 所定角度

く 且つ、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動
させる際の各脚体の着床状態における前記一対のリンク部材間の最大の屈曲角度において
０を超える補助 を前記ばね手段が発生する また、前記課題を解
決するための本発明の第２態様の脚式移動ロボットの脚体関節アシスト装置は、前記特定
関節における脚体の曲げ度合が大きくなるにつれて増加する前記一対のリンク部材間の屈
曲角度が所定角度以下であるときには、該一対のリンク部材の伸ばし方向に、該屈曲角度
の増加に伴って増加する補助駆動力を前記ばね手段が発生し、該屈曲角度が前記所定角度
を超えた後には、該一対のリンク部材の伸ばし方向に、前記所定角度における補助駆動力
とほぼ同一、且つ、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動させる際の各脚体の着
床状態における前記一対のリンク部材間の最大の屈曲角度において０を超える補助駆動力
を前記ばね手段が発生することを特徴とする。

脚体の特定関節回りの屈伸
屈曲角度 角度 屈曲角度 当該一対のリンク

部材の伸ばし方向について、 によって発生され、当該一対のリンク部材に



記特定関節回り 補助駆動力が増加する。そして、前記 が所定 を超
えた後には、前記補助駆動力は、前記所定 における該補助駆動力よりも小さい駆動力
、又は該所定 における補助駆動力と 同一の駆動力になる。別の言い方をすれば、
前記一対のリンク部材間の が所定 に増加するまでは、該 の増加側へ
の 運動に伴い、ばね手段の弾性変形が進行する（ばね手段が
弾性エネルギーを蓄積していく）こととなる。そして、前記一対のリンク部材間の

が所定 を超えた後は、 運動に伴い、 運動の単位変
化に対するばね手段の弾性エネルギーの蓄積量の変化の割合が低下しているか、もしくは
、ばね手段の弾性変形状態が元の状態に復元していく（ばね手段が蓄積した弾性エネルギ
ーを放出していく）か、もしくは、ばね手段の弾性変形状態が 一定に維持されること
となる。さらに別の言い方をすれば、前記一対のリンク部材間の に対して、ばね
手段による補助駆動力が上記のような特性で変化するように、両リンク部材間の

運動が適宜の運動伝達手段を介してばね手段に伝達されることとなる。
【００１３】
従って、前記両リンク部材間の が所定 を超えて比較的大きなものとなる状態
（例えばロボットを平坦な床上で移動させる場合における各脚体の遊脚期の状態）では、
ばね手段の弾性力、ひいては前記補助駆動力が過剰に大きなものに増加することがない。
また、両リンク部材間の が所定 以下の比較的小さなものとなる状態（例えば
ロボットを平坦な床上で移動させる場合における各脚体の支持脚期の状態）では、ばね手
段の弾性力、ひいては前記補助駆動力は、両リンク部材間の の増加に伴い、増加
する。このため、脚式移動ロボットの移動時に、ばね手段による前記特定関節への補助駆
動力をさほど要しない状態では、該補助駆動力を不必要に大きなものとすることがないと
共に、該特定関節への補助駆動力を要する状態では、該補助駆動力を支障なくばね手段に
より発生させることができる。この結果、脚式移動ロボットの移動時に、前記特定関節を
駆動する関節アクチュエータの負担（該関節アクチュエータに発生させる駆動力）を過剰
に増やしたりすることなく、効果的に軽減することができ、ひいてはエネルギーの良好な
利用効率を確保することができる。特に、前記関節アクチュエータが電動モータである場
合には、該電動モータに発生させる駆動力、ひいては、該電動モータの通電電流が比較的
小さなもので済むことから、ジュール熱等によるエネルギー損失を極力小さくして、エネ
ルギーの利用効率を高めることができると共に、比較的小型な電動モータを用いることが
できる。従って、本発明は、前記関節アクチュエタータが電動モータである場合に特に好
適である。また、ばね手段は、前記相対的変位量が前記所定の変位量に達したときに、該
ばね手段の弾性変形量がほぼ最大になるようにすることが可能となるので、該ばね手段の
構成の小型化を図ることが可能となる。
【００１６】

ばね手段による補助駆動力の変化の変曲点とな
る前記 、前記脚式移動ロボットを一定の歩容形態で移動させる際の各脚体の離
床状態における前記一対のリンク部材間の よりも小さい角度に設定されて
いること 。
【００１７】
これによれば、各脚体の離床状態（各脚体の遊脚期の状態）において、各脚体の前記一対
のリンク部材間の よりも小さい角度で前記ばね手段の補助駆動力がほぼ最
大となる。この結果、各脚体の離床状態で各脚体の前記一対のリンク部材間の曲げ度合い
が比較的大きなものとなる状態において、ばね手段の補助駆動力が過剰に大きなものとな
ることがなく、前記関節アクチュエータの負担を低く抑えることができる。
【００１８】
さらに 、前記 、前記脚式移動ロボットを一定
の歩容形態で移動させる際の各脚体の着床状態における前記一対のリンク部材間の

の近傍の角度に設定されていることを特徴とする。
【００１９】
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これによれば、各脚体の着床状態（支持脚期の状態）において、前記
の曲げ度合いがほぼ最大（極大）に増加するまで、該曲げ度合いの増加に伴って、

ばね手段
補助駆動力が増加し、該曲げ度合いがほぼ最大の曲げ度合いに達したときに、該

補助駆動力がほぼ最大になる。また、一般に、各脚体の支持脚期における特定関節の必要
駆動力は、前述のように の曲げ度合いがほぼ最大となるときに、該必要駆動力も最大
となる。従って、脚式移動ロボットを一定の歩容で移動させる際に、特定関節の必要駆動
力が最も大きくなるようなときに、ばね手段による補助駆動力をほぼ最大の補助駆動力に
するすることができる。この結果、特定関節 必要駆動力が大き
くなる各脚体の支持脚期における関節アクチュエータの負担を最小限に留めることができ
る。
【００２０】
また、前記脚式移動ロボットが、前記リンク部材としての大腿部、下腿部及び足平部を前
記上体側から股関節、膝関節及び足首関節を介して順番に連接してなる脚体を２本備えた
二足移動ロボットである場合においては、前記特定関節は、前記一対のリンク部材として
の大腿部及び下腿部を屈伸自在に連結する膝関節であることが好適である。これは、該膝
関節が、ロボットの移動時の着床状態において適正な歩容を確保するために比較的大きな
必要駆動力を要するからである。
【００２１】
以上説明した本発明では、前記ばね手段は、コイルばね、板ばね、ねじりばね、金属ばね
、ゴム等の固体ばねでよいことはもちろんであるが、空気ばね等の、気体の圧縮又は膨張
により前記補助駆動力が弾性的に発生する気体ばねであることが好適である。すなわち、
気体ばねは、それ自身の振動を生じ難い（振動が減衰しやすい）ので、前記特定関節に作
用する補助駆動力が振動的なものとなるような事態を抑制することができる。この結果、
各脚体の運動を円滑に制御することが可能となる。
【００２２】
また、特に前記一対のリンク部材間の相対的変位運動が屈伸運動である場合には、前記ば
ね手段は、シリンダと、前記一対のリンク部材間の屈伸運動に連動して該シリンダ内を摺
動自在に設けられたピストンと、該シリンダ内に形成されて該ピストンの摺動に伴い体積
が変化する気室と、該気室に充填された気体と備え、該気室の体積変化に伴う該気室内の
気体の圧縮又は膨張により前記補助駆動力を弾性的に発生する気体ばねであることが好適
である。
【００２３】
このような構造のばね手段（以下、ここではシリンダ構造の気体ばね手段という）では、
該ばね手段が気体ばねであることにより、上述のように各脚体の運動を円滑に制御するこ
とができる他、該ばね手段の構成や、該ばね手段に前記一対のリンク部材間の屈伸運動を
該ばね手段に伝達するための構成（前記一対のリンク部材の屈伸運動を行わせる前記特定
関節の回転運動をピストンの直動運動に変換する機構）が比較的簡単なものとなる。また
、この場合、前記ピストンは、前記一対の屈曲角度が前記所定の変位量に相当する所定の
屈曲角度以下の範囲で該屈曲角度の増加に伴い、前記気室の気体を圧縮又は膨張させる方
向に移動できればよいので、該ピストンの必要ストロークが比較的小さなものでよく、シ
リンダ構造の気体ばね手段を比較的小型なものとすることができる。
【００２４】
なお、本発明において、前記一対のリンク部材間の に対して、ばね手段の補助駆
動力を前述のように変化させるように 運動を該ばね手段に伝達
するための機構（運動伝達手段）は、ばね手段の種類等によって種々様々の形態が可能で
ある。例えば、ばね手段が、コイルばねや、前記シリンダ構造の気体ばね手段のように、
直線的な運動によって弾性力を発生する直動型のものである場合には、上記運動伝達手段
は、例えば、前記特定関節の回転運動をクランク軸やカム等を介してピストン等の直動運
動に変換するような回転運動・直動変換機構を用いて構成することが可能である。
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【００２５】
また、前述のように、ばね手段を例えば前記シリンダ構造の気体ばね手段により構成した
場合には、前記気室の体積変化に伴う該気室内の気体の圧縮又は膨張を阻止するように該
気室内の気体を該気室の外部に流動させるために該気室に接続された流通路と、該流通路
を開閉する弁手段と、該弁手段を各脚体の離床状態で開弁させると共に各脚体の着床状態
で閉弁させる制御手段とを備えることが好ましい。
【００２６】
これによれば、各脚体の着床状態（各脚体の支持脚期の状態）で前記弁手段を閉弁させた
ときには、前記一対のリンク部材間の相対的変位運動（屈伸運動）に伴う前記気室内の気
体の圧縮又は膨張により、ばね手段（シリンダ構造の気体ばね手段）の補助駆動力が発生
する一方、各脚体の離床状態（各脚体の遊脚期の状態）で前記弁手段を開弁させたときに
は、前記気室内の気体の圧縮又は膨張が生じないので、前記特定関節に、ばね手段による
特定関節への補助駆動力が作用しなくなる。この場合、弁手段の開弁を行う各脚体の離床
状態では、該脚体の特定関節の必要駆動力は、前記関節アクチュエータのみにより発生さ
せることとなるが、各脚体の離床状態では、前述のように該脚体の関節の必要駆動力が比
較的小さい。従って、各脚体の離床状態では、ばね手段の補助駆動力を打ち消すような駆
動力を前記関節アクチュエータに発生させる必要が生じるような状況が解消され、該関節
アクチュエータの負担をより効果的に軽減することができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明の第１実施形態を図１～図７を参照して説明する。図１は本実施形態における脚式
移動ロボットとしての二足移動ロボットの構成を模式化して示したものであり、同図示の
ように、ロボット１は、上体２から下方に延設された二本の脚体３，３を備えている。尚
、これらの脚体３，３は後述のアシスト装置を含めて同一構造であるため、一方の脚体３
（図ではロボット１の前方に向かって右側の脚体３）については、その一部分のみを図示
している。
【００２８】
各脚体３は、人間の脚と同様、大腿部４、下腿部５、及び足平部６を上体２から股関節７
、膝関節８、足首関節９を介して順次連接して構成されている。より詳しく言えば、各脚
体３の大腿部４は、上体２から股関節７を介して延設され、下腿部５は膝関節８を介して
大腿部４に連接され、足平部６は足首関節９を介して下腿部５に連接されている。尚、大
腿部４、下腿部５、及び足平部６はそれぞれ本発明におけるリンク部材に相当するもので
ある。
【００２９】
この場合、股関節７は、ロボット１の前後、左右、上下方向の３軸回りの回転動作が可能
とされ、膝関節８は、左右方向の１軸回りの回転動作が可能とされ、足首関節９は、前後
、左右方向の２軸回りの回転動作が可能とされている。これらの各関節７，８，９の回転
動作により、各脚体３は人間の脚とほぼ同様の運動が可能となっている。そして、例えば
膝関節８には、その左右方向の１軸回りの回転動作を行なうために、関節アクチュエータ
としての電動モータ１０（以下、膝関節電動モータ１０という）が設けられている。また
、図示は省略するが、股関節８には、その３軸回りの回転動作を行なうための３個の電動
モータが設けられ、足首関節９には、その２軸回りの回転動作をそれぞれ行なうための２
個の電動モータが設けられている。
【００３０】
ここで、本実施形態では、前記膝関節８は本発明における特定関節に相当するものであり
、該膝関節８の基本構造を図２を参照してさらに説明する。図２に示すように、膝関節８
は、その回転軸心Ｃ上に、下腿部５と一体に回転軸部１１を備えており、この回転軸部１
１の両端部が大腿部４に軸受け１２，１２を介して回転自在に支承されている。そして、
この回転軸部１１の一端部に膝関節電動モータ１０のロータ（図示しない）が接続されて
いる。また、膝関節電動モータ１０のステータ（図示しない）と一体のハウジング１０ａ
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は、大腿部４に固定されている。尚、膝関節電動モータ１０のロータは、例えば減速機を
介して回転軸部１１に接続されていてもよい。
【００３１】
このように構成された膝関節８では、膝関節電動モータ１０から回転軸部１１に回転駆動
力（トルク）を付与すると、下腿部５が回転軸部１１と共に大腿部４に対して相対的に回
転軸心Ｃの回りに回転する。これにより大腿部４及び下腿部５間の相対的変位運動として
の屈伸運動（以下、膝屈伸運動という）が行われる。
【００３２】
尚、本実施形態では、各足平部６に作用する床反力（詳しくはロボット１の前後、左右、
上下の３軸方向の並進力及び３軸回りのモーメント）を検出するために、図１に示すよう
に各足平部６は６軸力センサ１３を介して足首関節９に連結されている。また、各関節７
～９には、その回転位置（詳しくは、各関節７～９の電動モータの回転角）を検出するた
めのエンコーダ（図示しない）が備えられている。
【００３３】
図１及び図２に示すように、ロボット１は、本発明における特定関節としての各脚体３の
膝関節８に補助駆動力（膝関節電動モータ１０の回転駆動力と並列に膝関節８の回転軸部
１１に作用する補助的な回転力）を付与するためのアシスト装置１４が各脚体３毎に具備
している。
【００３４】
このアシスト装置１４は、弾性力を発生するばね手段１５と、このばね手段１５に膝屈伸
運動を伝達する運動伝達手段１６とを具備するものである。前記ばね手段１５は、本実施
形態では気体ばねであり、大腿部４の内部に該大腿部４の軸心方向（図では上下方向）に
延在して形成されたシリンダ１７と、該シリンダ１７にその軸心方向に摺動自在に収容さ
れたピストン１８とを備えている。そして、ピストン１８の上下でシリンダ１７内に形成
された気室１９，２０のうち、例えば上側の気室１９に空気等の気体（図１及び図２に点
描で示す）が密封状態で充填されている。尚、下側の気室２０は、その内部の気圧がほぼ
一定に維持されるように、大腿部４に設けられた開放通気路４ａを介して大気側に開放さ
れている。また、前記シリンダ１７は、その軸心が膝関節８の回転軸部１１の軸心と交差
するような位置で設けられている。
【００３５】
このように構成されたばね手段１５では、ピストン１８の摺動（図１及び図２では上下動
）に応じて気室１９の体積が変化して、該気室１９内の気体が圧縮又は膨張する。これに
より、該気体が弾性エネルギーを蓄積して、その弾性力がピストン１８に作用する。尚、
気室１９，２０内のそれぞれの気圧がほぼ同等になるようなピストン１８の移動位置では
、ばね手段１５の気室１９内の気体は弾性エネルギーを放出した状態となり、ピストン１
８には弾性力が作用しない。
【００３６】
前記運動伝達手段１６は、膝屈伸運動（回転軸部１１の回転運動）を直動運動に変換して
ばね手段１５のピストン１８に伝達するものであり、ピストン１８から気室２０を貫通し
て膝関節８に向かってシリンダ１７と同心に延設されたピストンロッド２１と、このピス
トンロッド２１の先端部（図１及び図２では下端部）を膝関節８の回転軸部１１に連結す
る第１及び第２リンクアーム２２，２３とを備えている。第１リンクアーム２２は、その
一端部がピストンロッド２１の先端部に、回転軸部１１と平行な軸心を有する軸ピン２４
を介して回転自在に連結されている。また、第１リンクアーム２２の他端部は、第２リン
クアーム２３の一端部に、回転軸部１１と平行な軸心を有する軸ピン２５を介して回転自
在に連結されている。そして、第２リンクアーム２３は、その他端部が回転軸部１１の外
周部に固定され、該回転軸部１１と一体に回転軸心Ｃ回りに回転可能とされている。
【００３７】
このように構成された運動伝達手段１６では、膝屈伸運動（回転軸部１１の回転運動）に
応じてピストン１８がピストンロッド２１と共にシリンダ１７の軸心方向に移動すること

10

20

30

40

50

(8) JP 3665013 B2 2005.6.29



となる。これにより前記ばね手段１５の弾性体本体としての前記気室１９内の気体が圧縮
又は膨張され、弾性力を発生することとなる。そして、この弾性力は、ピストン１８、ピ
ストンロッド２１、並びに第１及び第２リンクアーム２２，２３を順に介して膝関節８の
回転軸部１１に補助駆動力（以下、膝回転補助力という）として作用する。
【００３８】
脚体３の膝屈伸運動に伴う前記ピストン１８の運動と、前記膝回転補助力の変化の特性と
についてさらに説明する。本実施形態のアシスト装置１４では、膝屈伸運動の際にピスト
ン１８の移動位置が図３に示すように変化するようになっている。また、このとき、ばね
手段１５の膝回転補助力は、各脚体３の大腿部４及び下腿部５間の屈曲角度である膝曲げ
角θに対して図４に示すように変化する。
【００３９】
尚、図３では、便宜上、大腿部４は仮想線で表示し、下腿部５は棒状に表示している。ま
た、前記膝曲げ角θは、図１に示すように大腿部４の軸心に対して下腿部５の軸心がなす
角度として定義したものである。従って、大腿部４及び下腿部５のそれぞれの軸心が同方
向に延在するように脚体３を伸ばした状態（図３（ａ）の状態）がθ＝０の状態であり、
膝関節８における脚体３の曲げ度合いが大きくなるに伴い膝曲げ角θは増加する。また、
図４では膝回転補助力は、膝関節８における脚体３の曲げ方向の回転力を正の値とし、脚
体３の伸ばし方向の回転力を負の値としている。
【００４０】
ここで、上記のようなピストン１８の運動と、ばね手段１５の膝回転補助力の特性とにつ
いてさらに説明する前に、本実施形態でロボット１に行わせる移動形態に関して図５を参
照して説明しておく。本実施形態では、平地（平坦な床）における人間の通常的な走行の
場合と同じような足運びの形態（以下、人間の通常走行歩容形態という）で、ロボット１
の走行動作を行わせるようにしている。そして、この走行動作を行わせる場合、各脚体３
の膝曲げ角θの目標値（これはロボット１の後述する目標歩容により定まる。以下、目標
膝曲げ角という）と、この目標膝曲げ角に対応して該脚体３の膝関節８の回転軸部１１に
発生させる必要のある回転力（以下、必要膝回転力という）とは、それぞれ例えば図５の
上段図、下段図に示すような経時的変化を呈する。
【００４１】
すなわち、人間の通常走行歩容形態と同様の歩容形態でロボット１を平坦な床上で走行さ
せる場合、図５の上段図に示すように、脚体３の足平部６が着床状態となる支持脚期の前
半では目標膝曲げ角は増加する（膝関節８における脚体３の曲げ度合いが大きくなる）。
そして、支持脚期の後半では、該支持脚期の終了直前まで目標膝曲げ角は減少する（膝関
節８における脚体３の曲げ度合いが小さくなる）。さらに、支持脚期の終了直前から、遊
脚期（脚体３の足平部６が離床状態となる期間）の前半にかけて、目標膝曲げ角は増加し
ていき、その後、遊脚期の後半では、遊脚期の終了直前まで、目標膝曲げ角は減少してい
く。また、遊脚期の終了直前では、目標膝曲げ角は若干増加する。従って、ロボット１の
走行動作時の目標膝曲げ角は、支持脚期の中間時点と、遊脚期の中間時点とにおいてそれ
ぞれ極大値θａ，θｂを採り、また、支持脚期の終了直前、及び遊脚期の終了直前におい
て極小値を採る。
【００４２】
尚、以下の説明においては、各脚体３の支持脚期及び遊脚期における目標膝曲げ角の極大
値θａ，θｂをそれぞれ支持脚期最大膝曲げ角θａ、遊脚期最大膝曲げ角θｂと称する。
人間の通常走行歩容形態と同様の歩容形態でのロボット１の走行動作では、一般に、前記
支持脚期最大膝曲げ角θａは、概ね４０～６０度の範囲内の角度が好適である。また、前
記遊脚期最大膝曲げ角θｂは、支持脚期最大膝曲げ角θａよりも大きく、例えば該支持脚
期最大膝曲げ角θａの概ね２倍程度の角度である。
【００４３】
前記必要膝回転力（脚体３の曲げ方向の回転力を正の値、伸ばし方向の回転力を負の値と
する）は、図５の下段図に示すように、支持脚期の前半（概ね目標膝曲げ角が増加する期
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間）では、正の回転力から負の回転力に大きく減少する（脚体３の伸ばし方向に必要膝回
転力が大きく増加する）。そして、支持脚期の後半では、該支持脚期の終了直前まで（概
ね目標膝曲げ角が減少する期間）、必要膝回転力の絶対値が減少し（脚体３の伸ばし方向
の必要膝回転力が減少する）、該支持脚期の終了直前でほぼ「０」の回転力になる。さら
に、支持脚期の終了直前から遊脚期の前半にかけては、必要膝回転力は、若干負の値に緩
やかに減少し、その後、遊脚期の後半では、必要膝回転力は、負の値から正の値に緩やか
に増加していく。従って、ロボット１の走行動作時の必要膝回転力は、特に、支持脚期に
おいて、脚体３の伸ばし方向に大きくなる。そして、この支持脚期における伸ばし方向の
必要膝回転力は、概ね、目標膝曲げ角の増加に伴って増加すると共に、目標膝曲げ角の減
少に伴って減少し、目標膝曲げ角が前記支持脚期最大膝曲げ角θａに達する時点とほぼ同
時に最大（極大）となる。
【００４４】
本実施形態では、ロボット１の走行動作時のこのような目標膝回転角及び必要膝回転力の
経時的変化の特性を考慮し、前記アシスト装置１４のピストン１８の運動特性とばね手段
１５の膝回転補助力の特性とが次のように設定されている。すなわち、前記アシスト装置
１４では、脚体３を図３（ａ）に示すように伸ばした状態（θ＝０の状態）から膝関節８
における脚体３の曲げ動作を行ったとき、膝曲げ角θが比較的小さい状態（例えば図３（
ｂ）の状態）では、ピストン１８が気室１９の気体を圧縮する方向（図では上方向）に移
動する。そして、膝曲げ角θがさらに増加して、図３（ｃ）に示すある所定角度θｘに達
すると、ピストン１８が気室１９の気体を圧縮する方向に最大限に移動した状態になる（
ピストン１８が上死点に達する）。さらに膝曲げ角θが、上記所定角度θｘを超えて増加
すると（例えば図３（ｄ）の状態）、ピストン１８の移動方向が上記と逆方向（図では下
方向）に転じる。尚、図３（ｄ）の状態は、例えば膝曲げ角θが前記遊脚期最大膝曲げ角
θｂであるときの状態である。
【００４５】
別の言い方をすれば、本実施形態では、膝曲げ角θが、上記所定角度θｘ（＜θｂ）にな
ったときに、ピストン１８が上死点に達するように運動伝達手段１５（詳しくはピストン
１８の移動位置に対する前記第１及び第２リンクアーム２２，２３の姿勢関係や長さ関係
）が構成されている。この場合、本実施形態では、上記所定角度θｘ（以下、ピストン上
死点角度θｘという）は、ロボット１の前述の走行動作における前記遊脚期最大膝曲げ角
θｂよりも小さく、前記支持脚期最大膝曲げ角θａよりも若干大きな角度とされている。
【００４６】
上記のようなピストン１８の運動によって、ばね手段１５の膝回転補助力は、膝曲げ角θ
に対して、図４に示すような特性で変化する。すなわち、膝関節８における脚体３の曲げ
動作によって膝曲げ角θが「０」から増加していくと、該膝曲げ角θが前記ピストン上死
点角度θｘよりも若干小さい所定角度θｙに達するまでは、ばね手段１５の膝回転補助力
は正の値（脚体３の曲げ方向の回転力）から負の値（脚体３の伸ばし方向の回転力）に減
少していく。換言すれば、膝回転補助力は、膝曲げ角θの増加に伴い脚体３の曲げ方向か
ら伸ばし方向に増加していく。そして、膝曲げ角θがさらに増加して、該膝曲げ角θが上
記所定角度θｙからピストン上死点角度θｘよりも若干大きい所定角度θｙ’までの範囲
（θｙ＜θ＜θｙ’の範囲）、すなわち、前記ピストン上死点角度θｘの近傍範囲内の値
になると、膝回転補助力は、伸ばし方向から曲げ方向の値に転じる。尚、｜θｘ－θｙ｜
＝｜θｘ－θｙ’｜である。また、θ＝θｘであるときの、膝回転補助力は「０」である
。
【００４７】
さらに、膝曲げ角θが上記所定角度θｙ’を超えると、ばね手段１５の膝回転補助力は膝
曲げ角θの増加に伴い脚体３の曲げ方向で減少していく。つまり、該膝回転補助力は、ピ
ストン上死点角度θｘよりも若干小さい所定角度θｙで脚体３の伸ばし方向に最大（極大
）となると共に、ピストン上死点角度θｘよりも若干大きい所定角度θｙ’で脚体３の曲
げ方向に最大（極大）となる。この場合、上記所定角度θｙ，θｙ’における膝回転補助
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力の大きさ（絶対値）は同一である。従って、膝回転補助力の絶対値は、上記所定角度θ
ｙ，θｙ’で最大となる（以下、θｙ，θｙ’を補助力最大角度という）。
【００４８】
ここで、本実施形態では、前記補助力最大角度θｙ，θｙ’のうち、ピストン上死点角度
θｘよりも小さい補助力最大角度θｙは、前記図３（ｂ）に示す膝曲げ角θｙであり、前
記支持脚期最大膝曲げ角θａの近傍の角度で、該支持脚期最大膝曲げ角θａよりも若干大
きい角度とされている（θａ＜θｙ）。また、本実施形態では、膝曲げ角θが、ロボット
１の前述の走行動作時の各脚体３の支持脚期において、該支持脚期の前半で前記必要膝回
転力が「０」となる角度（図５の角度θ 1）の近傍の角度、もしくは該支持脚期の後半で
前記必要膝回転力が「０」となる角度（図５の角度θ 2）の近傍の角度としてあらかじめ
定めた所定角度θｚ（図４参照）に一致するときに、前記シリンダ１７の気室１９内の気
体の圧力が気室２０内の気圧（≒大気圧）とほぼ同等となってピストン１８に気体の弾性
力が作用せず（ばね手段１５が弾性エネルギーを放出した状態になる）、ひいては、前記
膝回転補助力が「０」となるように、気室１９の気体の圧力があらかじめ調整されている
。尚、上記所定角度θｚは、前記補助力最大角度θｙや支持脚期最大膝曲げ角θａよりも
小さく、例えば５～１５度の範囲内の角度である。
【００４９】
図１に戻って、ロボット１の上体２には、各脚体３の各関節７～９の動作制御等を行う制
御ユニット２６や、各関節７～９の電動モータ等の電源としての蓄電装置２７、上体２の
傾斜角を検出する傾斜センサ２８、各電動モータの通電を制御するためのモータドライバ
回路２９等が搭載されている。尚、傾斜センサ２８は、ジャイロセンサ、加速度センサ等
を用いて構成されたものである。また、蓄電装置２７はバッテリ（二次電池）や、コンデ
ンサ等により構成されたものである。
【００５０】
制御ユニット２６は、マイクロコンピュータ等を含む電子回路により構成されたものであ
り、図６に示すように、その機能的構成として、歩容生成器３０及びモータ制御器３１を
備えている。
【００５１】
歩容生成器３０は、ロボット１の両脚体３，３の目標歩容（両脚体３，３の目標とする運
動形態）を規定する歩容パラメータ（歩幅、歩行周期、運動モード等）を、外部からの指
令、あるいはあらかじめ設定されたティーチングデータ（移動計画データ）等に応じて、
ロボット１の移動時の１歩毎（支持脚が切換わる毎）に決定し、さらにこれを基に所定の
制御サイクル毎の目標歩容（瞬時目標歩容）を生成するものである。ここで、本実施形態
で歩容生成器３０が生成する歩容パラメータは、ロボット１に通常的な歩行動作を行なわ
せるための目標歩容や、人間の通常走行歩容形態と同様の歩容形態でロボット１の走行動
作を行わせるための目標歩容等を規定するパラメータである。そして、該目標歩容は、例
えばロボット１の上体２の位置及び姿勢の目標値（以下、目標上体位置／姿勢という）と
、ロボット１の各足平部６の位置及び姿勢の目標値（以下、目標足平位置／姿勢という）
と、両足平部６，６にそれぞれ作用する床反力（並進力及びモーメント）の合力（全床反
力）の目標値（以下、目標全床反力という）と、該全床反力の作用点としての所謂ＺＭＰ
（ Zero Moment Point）の目標位置（以下、目標ＺＭＰという）とから構成されるもので
ある。尚、上記目標歩容の構成要素のより具体的な内容については、例えば本願出願人が
特開平１１－３００６６０号公報にて詳細に説明している通りであるので、ここでは詳細
な説明を省略する。また、目標歩容の内容は、必ずしも上記公報に開示されているものに
限られるものではなく、基本的には、ロボット１の目標とする運動形態を表現できるもの
であればよい。
【００５２】
モータ制御器３１は、前記膝関節電動モータ１０を含めて、各関節７～９の電動モータを
逐次制御する（詳しくは該電動モータの回転角を逐次制御する）ものである。このモータ
制御器３１は、歩容生成器３０により生成された目標歩容や、前記傾斜センサ２８により
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検出される上体２の実傾斜角、図示しないエンコーダを用いて検出される脚体３の各関節
７～９の実回転角、前記６軸力センサ１３により検出される各足平部６の実床反力のデー
タ等に基づいて、後述するように、各電動モータに発生させるべきトルクを規定するトル
ク指令（具体的には電動モータの通電電流を規定する指令値）を逐次生成する。そして、
該モータ制御器３１は、生成したトルク指令をモータドライバ回路２９に出力し、該モー
タドライバ回路２９を介してトルク指令に応じたトルクを各電動モータに発生させる。
【００５３】
次に、本実施形態のシステムの作動を説明する。前記制御ユニット２６は、タイマの初期
化等の所定の初期化処理を行った後、あらかじめ定められた所定の制御サイクル（例えば
５０ ms）毎に、図７のフローチャートの処理を実行する。すなわち、制御ユニット２６は
、まず、ロボット１の歩容の切替わりタイミングであるか否かを判断する（ＳＴＥＰ１）
。ここで、歩容の切替わりタイミングは、詳しくは、ロボット１の移動時の支持脚が一方
の脚体３から他方の脚体３に切替わるタイミングである。そして、ＳＴＥＰ１で歩容の切
替わりタイミングでない場合には、制御ユニット２６の処理は後述のＳＴＥＰ３の処理に
進む。
【００５４】
また、ＳＴＥＰ１で歩容の切替わりタイミングである場合には、制御ユニット２６は、外
部から与えられるロボット１の動作指令や、あらかじめ設定された移動計画データに基づ
いて、ロボット１の目標歩容を規定する歩容パラメータを前記歩容生成器３０により生成
（更新）する（ＳＴＥＰ２）。ここで、該歩容生成器３０が生成する歩容パラメータによ
り規定される目標歩容は、例えば次回の歩容の切替わりタイミング、もしくは、それより
も若干先のタイミングまでの目標歩容である。また、この場合、例えばロボット１の走行
動作を行うべき旨の動作指令が外部から与えられている場合や、ロボット１の移動計画デ
ータによってロボット１の走行動作を行うべき状況である場合には、歩容生成器３０が生
成する歩容パラメータにより規定される目標歩容は、ロボット１の走行動作の目標歩容で
ある。この場合の目標歩容に応じて定まる目標膝曲げ角が前記図５に示したような経時的
変化を呈するものとなる。
【００５５】
次いで、制御ユニット２６は、ＳＴＥＰ３～５の処理をモータ制御器３１により実行する
。このＳＴＥＰ３～５の処理は、ばね手段１５の膝回転補助力が膝関節８に作用しないと
した場合に、前記目標歩容にロボット１の運動を追従させるために要する各関節７～９の
電動モータのトルク指令（以下、基本トルク指令という）を求めるための処理である。尚
、このＳＴＥＰ３～５の処理は、既に本願出願人が特開平１１－３００６６０号公報にて
詳細に説明しているので、以下にＳＴＥＰ３～５の処理の概要を説明する。
【００５６】
ＳＴＥＰ３では、制御ユニット２６は、歩容生成器３０により現在生成されている歩容パ
ラメータに基づいて瞬時目標歩容を求める。この瞬時目標歩容は、制御ユニット２６の処
理の制御サイクル毎の目標歩容である。該瞬時目標歩容は、先にも述べたように、制御サ
イクル毎の、目標上体位置／姿勢、目標足平位置／姿勢、目標全床反力、目標ＺＭＰとか
ら成る。尚、ＳＴＥＰ３の処理では、さらに、上記目標足平位置／姿勢、目標全床反力、
目標ＺＭＰ等に基づいて、制御サイクル毎の各脚体３の目標床反力及びその目標床反力の
作用点も求められる。
【００５７】
ＳＴＥＰ４では、制御ユニット２６は、複合コンプライアンス動作処理により、上記瞬時
目標歩容のうちの目標足平位置／姿勢を修正する。この複合コンプライアンス動作処理で
は、より詳しくは、ロボット１の上体２の実傾斜角（これは前記傾斜センサ２８により検
出される）を、前記目標上体位置／姿勢により定まる目標傾斜角に復元させる（上体２の
実傾斜角と目標傾斜角との偏差を「０」に収束させる）ためにロボット１に作用させるべ
き床反力（モーメント）が求められる。そして、この床反力（モーメント）と上記目標全
床反力との合力を、ロボット１に実際に作用させるべきトータルの床反力の目標値とし、
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この目標値に、各足平部６の６軸力センサ１３により検出される各足平部６の実床反力の
合力を追従させるように、制御サイクル毎の目標足平位置／姿勢が修正される。このよう
な複合コンプライアンス動作処理は、ロボット１の姿勢の自律的な安定性を確保するため
のものである。
【００５８】
そして、ＳＴＥＰ５では、制御ユニット２６は、ロボット１の各脚体３の関節７～９の各
電動モータに対する基本トルク指令を求める。この処理では、より具体的には、瞬時目標
歩容における目標上体位置／姿勢、上述のようにＳＴＥＰ４で修正された目標足平位置／
姿勢等から、ロボット１のモデル（剛体リンクモデル）に基づく逆キネマティクス演算処
理によって、ロボット１の各脚体３の各関節７～９の目標回転角が求められる。そして、
この目標回転角に、各関節７～９の実回転角（これは、各関節７～９に備えた図示しない
エンコーダにより検出される）を追従させるように、各関節７～９の電動モータの基本ト
ルク指令が求められる。
【００５９】
この場合、例えば各脚体３の膝関節電動モータ１０の基本トルク指令（これは前記必要膝
回転力に対応する）は、膝関節８の目標膝曲げ角と該膝関節８の実際の膝曲げ角θ（膝曲
げ角θの検出値）との偏差Δθと、該脚体３に対する前記目標床反力を発生させるために
必要な膝関節電動モータ１０のトルクＴ ff（以下、基準トルクＴ ffという）とから、次式
（１）により求められる。
【００６０】
基本トルク指令＝Ｋ p・Δθ＋Ｋ v・（ dΔθ／ dt）＋Ｔ ff　　……（１）
尚、式（１）の演算に用いる基準トルクＴ ffは、目標上体位置／姿勢、目標足平位置／姿
勢、脚体３に対する目標床反力や、各関節７，８，９の目標回転角加速度等から、ロボッ
ト１のモデルに基づく逆キネマティクス演算処理（逆動力学演算処理）によって求められ
る。また、式（１）中のＫ p、Ｋ vは、あらかじめ定められたゲイン係数であり、 dΔθ／ d
tは、偏差Δθの時間微分値である。
【００６１】
ここで、式（１）の右辺第１項及び第２項は、上記偏差Δθに応じたフィードバック制御
項であり、右辺第３項は、脚体３に作用する床反力の影響を補償するためのフィードフォ
ワード制御項である。そして、特に、右辺第２項は、膝曲げ角θの目標値に対する振動を
速やかに減衰させる緩衝機能（ダンピング機能）を有する項である。
【００６２】
膝関節８以外の他の関節７，９の各電動モータについても上記と同様に基本トルク指令が
求められる。このようにして求められる基本トルク指令は、先にも説明したように、アシ
スト装置１４のばね手段１５による膝回転補助力が膝関節８に作用しないとした場合に、
前記目標歩容にロボット１の運動を追従させるために要する各関節７～９の電動モータの
トルク指令である。
【００６３】
制御ユニット２６は、次に、アシスト装置１４のばね手段１５による膝回転補助力（詳し
くは制御サイクル毎の膝回転補助力）を推定する（ＳＴＥＰ６）。この膝回転補助力の推
定値は、モータ制御器３１が、膝関節電動モータ１０に対する最終的なトルク指令を決定
するために用いるものであり、本実施形態では、例えば該モータ制御器３１により次のよ
うに求められる。すなわち、前記図４に示したばね手段１５の膝回転補助力の膝曲げ角θ
に対する特性を表すデータがあらかじめデータテーブルあるいはその特性の近似式として
図示しないメモリに記憶保持されている。そして、モータ制御器３１は、現在の膝曲げ角
θの検出値（あるいは目標値）から上記データテーブルあるいは近似式に基づいて膝回転
補助力を推定する。尚、膝回転補助力は、力センサ等を用いて直接的に検出するようにす
ることも可能である。
【００６４】
次いで、制御ユニット２６は、モータ制御器３１により、脚体３の各関節７～９の電動モ
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ータの制御サイクル毎の最終的なトルク指令としての最終トルク指令を決定する（ＳＴＥ
Ｐ７）。この場合、膝関節電動モータ１０に対する最終トルク指令は、前記ＳＴＥＰ５で
式（１）により求めた基本トルク指令（膝回転補助力が「０」であると仮定した場合に目
標歩容に応じて膝関節８に発生させるべきトルクの指令値）から、前記ＳＴＥＰ６で求め
た膝回転補助力を減算することで、膝関節電動モータ１０に対する最終トルク指令を決定
する。すなわち、膝関節電動モータ１０に対する最終トルク指令（膝関節電動モータ１０
に実際に発生させるべきトルクの指令値）と膝回転補助力との和が基本トルク指令となる
ように膝関節電動モータ１０に対する最終トルク指令を生成する。尚、膝関節８以外の関
節７，９の電動モータに対する最終トルク指令は、前記基本トルク指令がそのまま用いら
れる。
【００６５】
次いで、制御ユニット２６は、上述のように決定した最終トルク指令をモータドライバ回
路２９に出力し（ＳＴＥＰ８）、これにより制御サイクル毎の処理を終了する。この最終
トルク指令の出力に応じて、各関節７～９の電動モータに通電され、該電動モータの回転
角、すなわち、各関節７～９の回転角が前記目標上体位置／姿勢や目標足平位置／姿勢（
前記複合コンプライアンス動作処理による修正を施したもの）により定まる所要の回転角
に追従するように制御される。従って、歩容パラメータにより規定される目標歩容に従っ
て、ロボット１の移動が行われる。
【００６６】
かかる本実施形態のシステムでは、ロボット１の走行動作時の各脚体３の支持脚期におい
て、膝曲げ角θが増加する期間では、ばね手段１５の膝回転補助力が脚体３の伸ばし方向
に増加し、膝曲げ角θが減少する期間では、ばね手段１５の膝回転補助力（脚体３の伸ば
し方向の膝回転補助力）が減少する。従って、基本的には、必要膝回転力が脚体３の伸ば
し方向に大きく増加する期間では、それに合わせてばね手段１５の膝回転補助力が増加し
、続いて、この脚体３の伸ばし方向の必要膝回転力が減少する期間では、それに合わせて
ばね手段１５の膝回転補助力が減少する。つまり、各脚体３の支持脚期では、脚体３の伸
ばし方向の必要膝回転力の増減に追従するようにして、ばね手段１５の膝回転補助力が増
減することとなる。また、この場合、脚体３の伸ばし方向の必要膝回転力がほぼ最大とな
るタイミングにおいて、ばね手段１５の膝回転補助力が極大となる。このため、各脚体３
の支持脚期では、膝関節電動モータ１０が発生する駆動力（トルク）は比較的小さなもの
で済む。
【００６７】
また、各脚体３の遊脚期では、膝曲げ角θが前記遊脚期最大膝曲げ角θｂまで増加してい
く期間では、該膝曲げ角θが前記ピストン上死点角度θｘよりも若干小さい補助力最大角
度θｙに達するまでは、該膝曲げ角θの増加に伴いばね手段１５の膝回転補助力が脚体３
の伸ばし方向に増加するものの、上記補助力最大角度θｙを超えた膝曲げ角θでは、ばね
手段１５の膝回転補助力の大きさ（絶対値）は、補助力最大角度θｙにおける膝回転補助
力の大きさよりも小さい回転力か、もしくは、該補助力最大角度θｙにおける膝回転補助
力と同じ大きさの回転力（θ＝θｙ’の場合）になる。従って、各脚体３の遊脚期におい
て、ばね手段１５の膝回転補助力の大きさ（絶対値）は、補助力最大角度θｙにおける膝
回転補助力よりも大きくなることはなく、膝曲げ角θの必要膝回転力に対して大きくかけ
離れたものになることはない。このため、遊脚期において膝関節電動モータ１０に発生さ
せる駆動力（トルク）が過剰に大きなものとなることもなく、該駆動力は比較的小さなも
ので済む。
【００６８】
従って、ロボット１の走行動作時の各脚体３の支持脚期及び遊脚期を合わせた全期間にお
いて膝関節電動モータ１０に発生させる駆動力は比較的小さなもので済む。このため、膝
関節電動モータ１０に大電流を通電しなければならないような状況がなく、ジュール熱等
によるエネルギー損失が少ないものとなる。
【００６９】
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また、脚体３の支持脚期において、膝曲げ角θが増加していく状態では、ロボット１の運
動エネルギーによって、ばね手段１５が弾性エネルギーを蓄積しつつ弾性力（膝回転補助
力）を発生し、次いで膝曲げ角θが減少していく状態では、ばね手段１５は、蓄積した弾
性エネルギーを放出しつつ弾性力（膝回転補助力）を発生する。そして、この場合、ばね
手段１５の弾性エネルギーとロボット１の運動エネルギーとの間の変換時のエネルギー損
失は、一般に極めて小さい。
【００７０】
この結果、本実施形態のシステムではエネルギーの利用効率を良好に確保することができ
る。
【００７１】
また、ばね手段１５のピストン１８は、前記遊脚期最大膝曲げ角θｂよりも小さい膝曲げ
角θ（＝ピストン上死点角度θｘ）において上死点に達するので、ピストン１８の可動範
囲が比較的小さいものとなる。このため、ばね手段１５の構成を小型なものとすることが
できる。
【００７２】
さらに、本実施形態では、補助力最大角度θｙを支持脚期最大膝曲げ角θａよりも若干大
きくしているので、脚体３の支持脚期における膝曲げ角θの増減に対して、ばね手段１５
の膝回転補助力が単調的に（リニア状に）増減するため、前述の複合コンプライアンス動
作処理によるロボット１の安定性を円滑に確保することができる。
【００７３】
次に、本発明の第２実施形態を図８を参照して説明する。尚、本実施形態は、前記第１実
施形態のものと、アシスト装置の一部の構成のみが相違するものであるので、該第１実施
形態と同一構成部分については、該第１実施形態と同一の参照符号及び図面を用いて説明
を省略する。
【００７４】
図８を参照して、本実施形態のアシスト装置３２は、前記第１実施形態のものと同様、気
体ばねであるばね手段３３と、このばね手段３３に膝屈伸運動を伝達する運動伝達手段３
４により構成されている。この場合、ばね手段３３は、その基本構成は前記第１実施形態
のものと同一であり、シリンダ１７及びピストン１８を備えるものである。但し、本実施
形態では、シリンダ１７内の気室１９，２０のうち、ピストン１８の下側の気室２０に空
気等の気体（図に点描で示す）が密封状態で充填され、上側の気室１９は大腿部４に設け
た開放通気路４ｂを介して大気側に開放されている。
【００７５】
また、運動伝達手段３４は、その基本構成は第１実施形態のものと同一であり、ピストン
１８と膝関節８の回転軸部１１とをピストンロッド２１、並びに第１及び第２リンクアー
ム２２，２３により連結して構成されたものである。但し、本実施形態では、脚体３を伸
ばした状態から、膝関節８における脚体３の曲げ動作を行なったとき、膝曲げ角θがある
所定角度に達するまでは、ピストン１８が気室２０内の気体を圧縮する方向（図では下方
）に移動し、その所定角度を超えると、上記と逆方向（図では上方）に移動するように運
動伝達手段３４（詳しくは、ピストン１８の移動位置に対する第１及び第２リンクアーム
２２，２３の姿勢関係や長さ関係）が構成されている。つまり、上記所定角度でピストン
１８が所謂下死点に達するように運動伝達手段３４が構成されている。この場合、上記所
定角度は、前記第１実施形態で説明したピストン上死点角度θｘと同じ角度とされている
。以上説明した以外の構成は前記第１実施形態のものと全く同一である。また、制御ユニ
ット２６による制御処理も前記第１実施形態と同一である。
【００７６】
かかる本実施形態のアシスト装置３２では、ばね手段３３が気室２０内の気体の弾性力に
より発生する膝回転補助力の膝曲げ角θに対する変化の特性は、前記第１実施形態のもの
と同一となる（図４参照）。従って、前記第１実施形態で説明したロボット１の走行動作
時における前記支持脚期最大膝曲げ角θａ（図５参照）よりも若干大きく且つピストン上
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死点角度θｘよりも若干小さい前記補助力最大角度θｙと、ピストン上死点角度θｘより
も若干大きい補助力最大角度θｙとでばね手段１５の膝回転補助力の大きさ（絶対値）が
最大になる。このため、前記第１実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
【００７７】
次に、本発明の第３実施形態を図９を参照して説明する。尚、本実施形態は、前記第１実
施形態のものと、アシスト装置の一部の構成のみが相違するものであるので、該第１実施
形態と同一構成部分については、該第１実施形態と同一の参照符号及び図面を用いて説明
を省略する。
【００７８】
図９を参照して、本実施形態のアシスト装置３５は、気体ばねであるばね手段３６と、こ
のばね手段３６に膝屈伸運動を伝達する運動伝達手段３７とにより構成されている。この
場合、ばね手段３６は、その基本構成は前記第１実施形態のばね手段１５と同一であり、
シリンダ１７及びピストン１８を備え、ピストン１８の上側の気室１９に気体を密封状態
で充填したものである。尚、本実施形態では、シリンダ１７は、その軸心（ピストン１８
の軸心）が膝関節８の回転軸部１１から該回転軸部１１の径方向に離間する位置に存する
ように大腿部４内に配置されている。また、ピストン１８の下側の気室２０は、大腿部４
に設けた開放通気路４ｃを介して大気側に開放されている。
【００７９】
また、運動伝達手段３７は、本実施形態では、膝関節８の回転軸部１１に該回転軸部１１
と一体に回転可能に装着されたカム３８と、ピストン１８から気室２０を貫通してシリン
ダ１７と同心に下方に延設されたピストンロッド２１と、該ピストンロッド２１の下端部
に回転自在に装着されたローラ４０とにより構成され、該ローラ４０がカム３８の外周面
（カム面）に転動自在に当接されている。従って、膝屈伸運動に伴いカム３８が回転軸部
１１と共に回転すると、カム３８の外周面（カム面）の形状に沿ってピストンロッド２１
及びローラ４０がピストン１８と共にシリンダ１７の軸心方向に移動する。
【００８０】
この場合、前記カム３８のカム面（外周面）は、脚体３を伸ばした状態から、膝関節８に
おける脚体３の曲げ動作を行なったとき、膝曲げ角θが前記第１実施形態で説明した前記
遊脚期最大膝曲げ角θｂよりも小さいある所定角度に達するまでは、ピストン１８が気室
１９内の気体を圧縮する方向（図では上方）に移動し、その所定角度を超えると、上記と
逆方向（図では下方）に移動するように形成されている。つまり、上記所定角度でピスト
ン１８が上死点に達するようにカム３８のカム面の形状が設定されている（以下、上記所
定角度を前記第１実施形態と同様、ピストン上死点角度という）。また、この場合、カム
３８のカム面は、膝曲げ角θに対するばね手段３６の膝回転補助力の特性が、例えば前記
第１実施形態のもの（図４参照）とほぼ同一になるように形成されている。すなわち、本
実施形態におけるピストン上死点角度が前記第１実施形態におけるピストン上死点角度θ
ｘとほぼ同一になり、また、該ピストン上死点角度θｘよりも小さく、且つ、ロボット１
の走行動作時の前記支持脚期最大膝曲げ角θａよりも若干大きい角度（図４のθｙとほぼ
同一の角度）と、ピストン上死点角度θｘよりも若干大きい角度とでばね手段３６の膝回
転補助力の大きさ（絶対値）が最大（極大）になるようにカム３８のカム面が形成されて
いる。以上説明した以外の構成、並びに制御ユニット２６の制御処理は、前記第１実施形
態と同一である。
【００８１】
かかる本実施形態のアシスト装置３５では、ばね手段３６が発生する膝回転補助力の膝曲
げ角θに対する変化の特性が前記第１実施形態と同様であるので、前記第１実施形態と同
様の作用効果を奏することができる。
【００８２】
次に、本発明の第４実施形態を図１０及び図１１を参照して説明する。尚、本実施形態は
、前記第３実施形態のものと、アシスト装置の一部の構成のみが相違するものであるので
、該第３実施形態と同一構成部分については、該第３実施形態と同一の参照符号及び図面
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を用いて説明を省略する。
【００８３】
図１０を参照して、本実施形態のアシスト装置４１は、その基本的構成は前記第３実施形
態のものと同一であり、該第３実施形態のものと同一構成のばね手段３６と、このばね手
段３６にカム３８’を介して膝屈伸運動を伝達する運動伝達手段３７’とにより構成され
ている。但し、この場合、本実施形態のアシスト装置４１の運動伝達手段３７’では、カ
ム３８’のカム面は、ピストン１８が上死点に達する膝曲げ角θであるピストン上死点角
度θ x1（図１１参照）が、前記第３実施形態よりも大きい角度とされ、例えばロボット１
の走行動作における前記遊脚期最大膝曲げ角θｂにより近い角度になるように形成されて
いる。
【００８４】
また、この場合、カム３８’のカム面は、図１１に実線で示すように、ばね手段３６の膝
回転補助力が「０」となるピストン上死点角度θ x1よりも小さく、且つ、前記支持脚期最
大膝曲げ角θａよりも若干大きい所定角度θ y1で脚体３の伸ばし方向に最大（極大）とな
るように形成されている。換言すれば、カム３８’のカム面は、上記所定角度θ y1（以下
、補助力最大角度θ y1という）よりも小さい膝曲げ角θでは、膝曲げ角θの増加に伴い、
脚体３の伸ばし方向にばね手段３６の膝回転補助力を増加させ、補助力最大角度θ y1より
も大きい膝曲げ角θでは、該膝曲げ角θの増加に伴い、脚体３の伸ばし方向の膝回転補助
力が減少するように形成されている。このような膝回転補助力の特性は、例えば、カム３
８’のカム面の前記ローラ４０との接触箇所における半径（膝関節８の回転軸部１１の軸
心からの距離）が、前記第３実施形態の場合よりも膝曲げ角θに対して緩やかに変化する
ように該カム面を形成しておくことで実現される。尚、本実施形態では、膝曲げ角θがピ
ストン上死点角度θ x1を超えると、ばね手段３６の膝回転補助力は、脚体３の曲げ方向に
増加するものの、前記遊脚期最大膝曲げ角θｂにおける膝回転補助力の大きさ（絶対値）
は、前記補助力最大角度θ y1における膝回転補助力の大きさ（絶対値）よりも小さいもの
とされている。
【００８５】
かかる本実施形態では、前記第１実施形態のものと同様に、ロボット１の走行動作時にお
ける支持脚期最大膝曲げ角θａよりも若干大きい膝曲げ角θ（＝θ y1）でばね手段３６の
膝回転補助力の大きさ（絶対値）が最大になるので、第１実施形態と同様の作用効果を奏
することができる。そして、この場合、特に、膝回転補助力が膝曲げ角θに対して滑らか
に変化することから、膝回転補助力の急変、ひいては膝関節電動モータ１０の駆動力の急
変を避けることができる。
【００８６】
尚、上述した第４実施形態に関し、ピストン上死点角度θ x1をさらに大きくした場合（例
えば遊脚期最大膝曲げ角θｂよりも大きくする）には、膝曲げ角θが補助力最大角度θ y1
を超えても、遊脚期最大膝曲げ角θｂよりも小さい膝曲げ角θでは、ばね手段３６の膝回
転補助力が脚体３の曲げ方向に変化しないようにすることも可能である。
【００８７】
さらに、ピストン上死点角度θ x1をさらに大きくした場合には、例えば、カム３８’のカ
ム面の前記ローラ４０との接触箇所における半径が前記第４実施形態の場合よりも膝曲げ
角θに対して緩やかに変化するように該カム面を形成しておくことで、図１１に仮想線で
示すように膝曲げ角θが補助力最大角度θ y1を超えたときにばね手段３６の膝回転補助力
がほぼ一定となる（膝回転補助力が補助力最大角度θ y1における値とほぼ同等に維持され
る）ようにすることも可能である。
【００８８】
このようなばね手段３６の膝回転補助力の特性によれば、ロボット１の走行動作時の各脚
体３の遊脚期においては、膝曲げ角θが補助力最大角度θ y1を越えると、ばね手段３６の
膝回転補助力がほぼ一定となり、前記第３実施形態の場合よりも膝関節電動モータ１０の
負担は増える。しかしながら、補助力最大角度θ y1よりも大きい膝曲げ角θでのばね手段
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３６の膝回転補助力のさらなる増加が生じないため、該膝回転補助力が必要膝回転力に対
して過大になることはない。この結果、ロボット１の走行動作時に膝関節電動モータ１０
に発生させなければならない最大駆動力（最大トルク）を低めの駆動力に抑えることがで
き、ひいては、ジュール熱等によるエネルギー損失を抑えてエネルギーの良好な利用効率
を確保することができる。
【００８９】
また、以上説明した第１～第４実施形態では、ばね手段１５，３３，３６は、シリンダ１
７内の気室１９，２０のうちの一方のみに弾性力を発生する気体を充填して密封するよう
にしたが、気室１９，２０の両者に気体を充填して密封するようにしてもよい。この場合
、気室１９，２０に充填する気体の圧力を比較的高圧なものとしておくことで、ばね手段
が発生する膝回転補助力を高めることができる。
【００９０】
また、前記第３及び第４実施形態では、前記第１実施形態の場合と同様に、シリンダ１７
を、その軸心が膝関節８の回転軸部１１の軸心と交差するような位置に配置するようにし
てもよい。
【００９１】
また、前記第１～第４実施形態では、ばね手段１５，３３，３６を大腿部４内に収容する
ようにしたが、該大腿部４の外部（脚体３の外部）にばね手段を設けるようにしてもよく
、あるいは、ばね手段を下腿部５内に収容するようにしてもよい。
【００９２】
次に、本発明の第５実施形態を図１２及び図１３を参照して説明する。尚、本実施形態は
、前記第１実施形態のものと、アシスト装置の一部の構成並びに制御ユニットの一部の処
理のみが相違するものであるので、該第１実施形態と同一構成部分については、該第１実
施形態と同一の参照符号及び図面を用いて説明を省略する。
【００９３】
図１２を参照して、本実施形態のアシスト装置４２は、気体ばねであるばね手段４３と、
このばね手段４３に膝屈伸運動を伝達する運動伝達手段１６とにより構成されている。こ
の場合、ばね手段４３は、その基本構成は前記第１実施形態のばね手段１５と同一であり
、シリンダ１７及びピストン１８を備えるものである。但し、本実施形態では、シリンダ
１７内の気室１９，２０の両者に加圧された気体が充填されて密封されている。そして、
気室１９，２０は、開閉自在な電磁切換え弁４４を有する通気路４５を介して互いに接続
されている。尚、運動伝達手段１６の構成は、前記第１実施形態のものと同一である。ま
た、図１２では電磁切換え弁４４及び通気路４５は、脚体３の外部に設けられているが、
脚体３の内部に収容されていてもよい。また、前記電磁切換え弁４４及び通気路４５は、
それぞれ本発明における弁手段、流通路に相当するものである。
【００９４】
このように構成されたアシスト装置４２では、電磁切換え弁４４の閉弁状態では、脚体３
の膝屈伸運動に応じて前記第１実施形態と全く同様にピストン１８が移動することで、ば
ね手段４３は、気室１９，２０内の気体の弾性力による膝回転補助力を発生する。そして
、この場合の膝回転補助力の膝曲げ角θに対する変化の特性は、前記第１実施形態のもの
（図４参照）と同様である（但し、各膝曲げ角θで発生する膝回転補助力の大きさは、気
室１９，２０内の気体の圧力等によって一般には、前記第１実施形態のものと相違する）
。また、電磁切換え弁４４の開弁状態では、脚体３の膝屈伸運動に応じてピストン１８は
移動するものの、前記気室１９，２０内の気体が相互に流通することで、該気体の圧縮又
は膨張が生じない。このため、脚体３の膝屈伸運動は、ばね手段４３の気体には伝達され
ず、該ばね手段４３はほとんど弾性力を発生しない。従って、電磁切換え弁４４の開弁状
態におけるばね手段４３の膝回転補助力は、膝曲げ角θによらずにほぼ「０」となる。
【００９５】
また、図１３を参照して、本実施形態では、制御ユニット２６は、前記第１実施形態のも
のと同様に歩容生成器３０及びモータ制御器３１を具備することに加えて、さらに前記電
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磁切換え弁４４を開閉制御する切換え弁制御器４６を機能的手段として備えている。この
切換え弁制御器４６は、ロボット１の走行動作時に前記歩容生成器３０が生成する目標歩
容（詳しくは、目標歩容を規定する歩容パラメータ）がロボット１の前述の走行動作以外
の歩容（例えばロボット１の通常的な歩行を行う場合の歩容等）であるときには、電磁切
換え弁４４を開弁状態に制御する。また、目標歩容がロボット１の前述の走行動作（人間
の通常走行歩容形態と同様の形態での走行動作）を行う場合の歩容である場合には、切換
え弁制御器４６は、その目標歩容に基づいて、制御ユニット２６の制御サイクル毎に逐次
、現在時刻が脚体３の支持脚期であるか遊脚期であるかを判断し、支持脚期であるときに
は、電磁切換え弁４４を閉弁状態に制御する。また、切換え弁制御器４６は、脚体３の遊
脚期であるときには、電磁切換え弁４４を開弁状態に制御するようにしている。尚、制御
ユニット２６の切換え弁制御器４６は本発明における制御手段に相当するものである。
【００９６】
以上説明した以外の構成、並びに制御ユニット２６の制御処理は、前記第１実施形態のも
のと同一である。但し、この場合において、前述のように電磁切換え弁４４の開弁状態で
は、ばね手段４３の膝回転補助力はほぼ「０」であるので、制御ユニット２６が前記図７
のＳＴＥＰ６で推定する膝回転補助力は、電磁切換え弁４４を開弁状態とする脚体３の遊
脚期では「０」である。従って、この場合には、図７のＳＴＥＰ５で求められる各関節７
～９の電動モータの基本トルク指令がそのまま、図７のＳＴＥＰ７で決定される最終トル
ク指令となる。
【００９７】
かかる本実施形態のアシスト装置４２では、人間の通常走行歩容形態と同様の歩容形態で
のロボット１の走行動作時において、各脚体３の支持脚期では、前記第１実施形態と同様
にばね手段４３の膝回転補助力が発生するので、該支持脚期における作用効果は前記第１
実施形態と同様である。すなわち、各脚体３の支持脚期で膝関節電動モータ１０に発生さ
せるべき駆動力（トルク）が比較的小さなもので済み、該膝関節電動モータ１０の負担を
軽減することができる。
【００９８】
一方、ロボット１の走行動作時おける各脚体３の遊脚期ではばね手段４３の膝回転補助力
は発生しないものの、該遊脚期では元々、必要膝回転力は小さいので、膝関節電動モータ
１０に発生させる駆動力は、基本的には、前記第１～第４実施形態の場合よりも小さくな
る。従って、ロボット１の走行動作時の全期間にわたって膝関節電動モータ１０に発生さ
せる駆動力を小さなものにすることができる。また、ロボット１の走行動作時の遊脚期で
は、ばね手段４３の膝回転補助力が発生しないことから、支持脚期におけるばね手段４３
の膝回転補助力（脚体３の伸ばし方向の膝回転補助力）の最大値（極大値）を大きく設定
することができる。この結果、支持脚期における膝関節電動モータ１０の負担を極力低減
することができ、ひいては、走行動作時の全期間にわたって、膝関節電動モータ１０に発
生させる駆動力を極力小さな駆動力に抑えることができる。このため、ロボット１のエネ
ルギー利用効率をより高めることができると共に、膝関節電動モータ１０を小型化するこ
とができる。
【００９９】
尚、前記第５実施形態では、シリンダ１７の気室１９，２０の両者に気体を充填して密封
したものを示したが、前記第１～第４実施形態のように気室１９，２０の一方に気体を密
封状態で充填し、他方の気室を大気側に開放してもよい。この場合、前記第５実施形態の
ように各脚体３の遊脚期等においてばね手段の膝回転補助力を発生させないようにするた
めには、例えば前記第１、第３及び第４実施形態のようにシリンダ１７内の気室１９に気
体を充填して密封した場合には、図１４（ａ）に示すように、気室１９を開閉自在な電磁
切換え弁４７を有する通気路４８を介して大気側に開放可能にしておく。また、前記第２
実施形態のように気室２０に気体を充填して密封した場合には、図１４（ｂ）に示すよう
に、気室２０を開閉自在な電磁切換え弁４７を有する通気路４８を介して大気側に開放可
能にしておく。そして、それらの電磁切換え弁４７を前記第５実施形態と同様に開閉制御
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するようにすればよい。
【０１００】
また、前記第５実施形態では、運動伝達手段１６は、第１実施形態のものと同一構成とし
たが、例えば前記第３実施形態や第４実施形態のもののように、カムを用いて運動伝達手
段を構成するようにしてもよい。
【０１０１】
また、以上説明した第１～第５実施形態では、ばね手段として気体ばねを用いたが、コイ
ルばね等の固体ばねを用いてもよい。この場合、例えば、前記第１～第４実施形態のもの
で、ピストン１８の上側の気室１９あるいは下側の気室２０に該ピストン１８の移動に伴
い伸縮するコイルばねを収容するようにすればよい。但し、一般にコイルばね等の固体ば
ねは、振動を生じやすいので、ロボット１の挙動を滑らかにする上では、前記第１～第５
実施形態のように気体ばねを使用することが好適である。
【０１０２】
また、以上説明した第１～第５実施形態では、膝関節８を特定関節とした場合について説
明したが、他の関節７，９についても、本発明を適用することが可能である。さらに、本
発明は、二足移動ロボットに限らず、３本以上の脚体を備えた脚式移動ロボットについて
も適用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態における脚式移動ロボットの全体構成を示す説明図。
【図２】図１のロボットの脚体の膝関節及びアシスト装置の構成を示す断面図。
【図３】図１のロボットのアシスト装置の作動説明図。
【図４】図１のロボットのアシスト装置のばね手段の特性を示す線図。
【図５】図１のロボットのアシスト装置の作動を説明するための線図。
【図６】図１のロボットに備えた制御ユニットの機能的構成を示すブロック図。
【図７】図６の制御ユニットの処理を示すフローチャート。
【図８】本発明の第２実施形態におけるアシスト装置の構成を示す説明図。
【図９】本発明の第３実施形態におけるアシスト装置の構成を示す説明図。
【図１０】本発明の第４実施形態におけるアシスト装置の構成を示す説明図。
【図１１】図１０のアシスト装置のばね手段の特性を示す線図。
【図１２】本発明の第５実施形態にけるアシスト装置の構成を示す説明図。
【図１３】第５実施形態における制御ユニットの機能的構成を示すブロック図。
【図１４】第５実施形態に係わる変形態様の説明図。
【符号の説明】
１…二足移動ロボット（脚式移動ロボット）、２…上体、３…脚体、４…大腿部（リンク
部材）、５…下腿部（リンク部材）、６…足平部（リンク部材）、７…股関節、８…膝関
節（特定関節）、９…足首関節、１０…膝関節電動モータ（関節アクチュエータ）、１４
，３２，３５，４１，４２…アシスト装置、１５，３３，３６，４３…ばね手段、１７…
シリンダ、１８…ピストン、１９，２０…気室、４４，４７…電磁切換え弁（弁手段）、
４５，４８…通気路（流通路）、４６…切換え弁制御器（制御手段）。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(21) JP 3665013 B2 2005.6.29



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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