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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の可動部を有するロボット装置であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御部と、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測部と、
　前記環境計測部を通して得られる周期的信号入力に対して線形変換を行なって、周期信
号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的振動子制御部と、
　非周期的若しくは一時的なフィードバック信号を前記振動子に入力する非周期的振動子
制御部と、
　振動子出力及びその時間微分を直交軸とする位相平面において、前記振動子の状態が引
き込み領域内か引き込み領域外かを判別する振動子状態判別部と、
を具備し、
　前記周期的振動子制御部は、前記環境計測部による計測結果に基づいて、前記振動子が
引き込み現象を生じるための周期フィードバック信号を出力し、
　前記非周期的振動子制御部は、引き込み領域外という判別結果に基づいて、前記振動子
を前記引き込み領域に戻すための一定の値を前記振動子に対するフィードバック信号とし
て出力する、
ことを特徴とするロボット装置。
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【請求項２】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御部と、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測部と、
　前記環境計測部を通して得られる周期的信号入力に対して線形変換を行なって、周期信
号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的振動子制御部と、
　非周期的若しくは一時的なフィードバック信号を前記振動子に入力する非周期的振動子
制御部と、
を具備し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子の
出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、左右
脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度の少なくとも一方
に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に
入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれたＸ方向運
動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、前
記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＸ方向運
動を記述する振動子に入力し、
　前記の矢状面内運動において、歩幅を増加してより前方に脚を移動させる際に、前記非
周期的振動子制御部は、前脚のＸ方向運動を記述する振動子に対し、その振幅を増加させ
るフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置。
【請求項３】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御部と、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測部と、
　前記環境計測部を通して得られる周期的信号入力に対して線形変換を行なって、周期信
号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的振動子制御部と、
　非周期的若しくは一時的なフィードバック信号を前記振動子に入力する非周期的振動子
制御部と、
を具備し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子の
出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、左右
脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度の少なくとも一方
に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に
入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれたＸ方向運
動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、前
記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＸ方向運
動を記述する振動子に入力し、
　前記の矢状面内運動において、歩幅を減少させる際に、前記非周期的振動子制御部は、
前脚のＸ方向運動を記述する振動子に対し、その振幅を減少させるフィードバック信号を



(3) JP 4836592 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置。
【請求項４】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御部と、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測部と、
　前記環境計測部を通して得られる周期的信号入力に対して線形変換を行なって、周期信
号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的振動子制御部と、
　非周期的若しくは一時的なフィードバック信号を前記振動子に入力する非周期的振動子
制御部と、
を具備し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子の
出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、左右
脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度の少なくとも一方
に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に
入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれたＸ方向運
動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、前
記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＸ方向運
動を記述する振動子に入力し、
　前記の前額面内の足踏み運動において、遊脚の高さを増加させる際に、前記非周期的振
動子制御部は、該遊脚のＺ方向運動を記述する振動子に対し、プラスＺ方向の振幅を増加
させるフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置。
【請求項５】
　前記非周期振動子制御部は、遊脚のＺ方向運動を記述する振動子に対し、前記周期的振
動子制御部が生成する左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差又は前記体幹のロー
ル角度の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号をベースラインとして、該振
動子の振幅よりも大きな値を持つフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とする請求項４に記載のロボット装置。
【請求項６】
　前記周期的振動子制御部は、前記非周期振動制御部が一時的なフィードバック信号をＺ
方向運動を記述する振動子に入力したことに伴い、Ｘ方向運動を記述する振動子に対して
、Ｚ方向運動を記述する振動子と適切な位相差を生成させるためのベースライン周期信号
を入力する、
ことを特徴とする請求項４に記載のロボット装置。
【請求項７】
　前記周期的振動子制御部は、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差に基づく線
形的フィードバック信号と前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を
重み付け線形結合することにより、前記ベースライン周期信号を生成する、
ことを特徴とする請求項６に記載のロボット装置。
【請求項８】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御部と、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
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計測する環境計測部と、
　前記環境計測部を通して得られる周期的信号入力に対して線形変換を行なって、周期信
号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的振動子制御部と、
　非周期的若しくは一時的なフィードバック信号を前記振動子に入力する非周期的振動子
制御部と、
を具備し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子の
出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、左右
脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度の少なくとも一方
に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に
入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御部
は、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれたＸ方向運
動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御部は、前
記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＸ方向運
動を記述する振動子に入力し、
　前記非周期的振動子制御部は、外力の印加により足底が受ける床反力が所定の閾値を下
回り、且つ体幹角速度及び体幹角度がともにそれぞれの閾値を超えたときに、該外力の作
用方向の運動を記述する振動子に対して、該外力の作用方向の出力を大きくするようなフ
ィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置。
【請求項９】
　複数の可動部を有するロボット装置の制御方法であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御ステップと、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測ステップと、
　前記環境計測ステップにおける計測結果に基づいて得られる周期的信号入力に対して線
形変換を行なって、周期信号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的
振動子制御ステップと、
　非周期的振動子制御ステップと、
　振動子出力及びその時間微分を直交軸とする位相平面において、前記振動子の状態が引
き込み領域内か引き込み領域外かを判別する振動子状態判別ステップと、
を有し、
　前記周期的振動子制御ステップでは、前記環境計測ステップにおける計測結果に基づい
て、前記振動子が引き込み現象を生じるための周期フィードバック信号を出力し、
　前記非周期的振動子制御ステップでは、引き込み領域外という判別結果に基づいて、前
記振動子を前記引き込み領域に戻すための一定の値を前記振動子に対するフィードバック
信号として出力する、
ことを特徴とするロボット装置の制御方法。
【請求項１０】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置の制御方法で
あって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御ステップと、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測ステップと、
　前記環境計測ステップにおける計測結果に基づいて得られる周期的信号入力に対して線
形変換を行なって、周期信号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的
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振動子制御ステップと、
　非周期的振動子制御ステップと、
を有し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する
振動子の出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御ス
テップでは、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度
の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を
記述する振動子に入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれた
Ｘ方向運動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御
ステップでは、前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、
前記脚のＸ方向運動を記述する振動子に入力し、
　前記の矢状面内運動において、歩幅を増加してより前方に脚を移動させる際に、前記非
周期的振動子制御ステップでは、前脚のＸ方向運動を記述する振動子に対し、その振幅を
増加させるフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置の制御方法。
【請求項１１】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置の制御方法で
あって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御ステップと、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測ステップと、
　前記環境計測ステップにおける計測結果に基づいて得られる周期的信号入力に対して線
形変換を行なって、周期信号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的
振動子制御ステップと、
　非周期的振動子制御ステップと、
を有し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する
振動子の出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御ス
テップでは、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度
の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を
記述する振動子に入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれた
Ｘ方向運動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御
ステップでは、前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、
前記脚のＸ方向運動を記述する振動子に入力し、
　前記の矢状面内運動において、歩幅を減少させる際に、前記非周期的振動子制御ステッ
プでは、前脚のＸ方向運動を記述する振動子に対し、その振幅を減少させるフィードバッ
ク信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置の制御方法。
【請求項１２】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置の制御方法で
あって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御ステップと、
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　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測ステップと、
　前記環境計測ステップにおける計測結果に基づいて得られる周期的信号入力に対して線
形変換を行なって、周期信号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的
振動子制御ステップと、
　非周期的振動子制御ステップと、
を有し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する
振動子の出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御ス
テップでは、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度
の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を
記述する振動子に入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれた
Ｘ方向運動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御
ステップでは、前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、
前記脚のＸ方向運動を記述する振動子に入力し、
　前記の前額面内の足踏み運動において、遊脚の高さを増加させる際に、前記非周期的振
動子制御ステップでは、該遊脚のＺ方向運動を記述する振動子に対し、プラスＺ方向の振
幅を増加させるフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記非周期振動子制御ステップでは、遊脚のＺ方向運動を記述する振動子に対し、前記
周期的振動子制御部が生成する左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差又は前記体
幹のロール角度の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号をベースラインとし
て、該振動子の振幅よりも大きな値を持つフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とする請求項１２に記載のロボット装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記周期的振動子制御ステップでは、前記非周期振動制御ステップにおいて一時的なフ
ィードバック信号をＺ方向運動を記述する振動子に入力したことに伴い、Ｘ方向運動を記
述する振動子に対して、Ｚ方向運動を記述する振動子と適切な位相差を生成させるための
ベースライン周期信号を入力する、
ことを特徴とする請求項１３に記載のロボット装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記周期的振動子制御ステップでは、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差に
基づく線形的フィードバック信号と前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバッ
ク信号を重み付け線形結合することにより、前記ベースライン周期信号を生成する、
ことを特徴とする請求項１４に記載のロボット装置の制御方法。
【請求項１６】
　体幹に取り付けられた左右の脚を含む複数の可動部を有するロボット装置の制御方法で
あって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御ステップと、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測ステップと、
　前記環境計測ステップにおける計測結果に基づいて得られる周期的信号入力に対して線
形変換を行なって、周期信号からなるフィードバック信号を前記振動子に入力する周期的
振動子制御ステップと、
　非周期的振動子制御ステップと、
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を有し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する
振動子の出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御ス
テップでは、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角度
の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動を
記述する振動子に入力し、
　前記左右の脚を用いた歩行動作のための矢状面内運動を実行する際に、前記運動制御ス
テップでは、前記脚のＺ方向運動を記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれた
Ｘ方向運動を記述する振動子を用いて前記脚のＸ位置を駆動させ、前記周期的振動子制御
ステップでは、前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、
前記脚のＸ方向運動を記述する振動子に入力し、
　前記非周期的振動子制御ステップでは、外力の印加により足底が受ける床反力が所定の
閾値を下回り、且つ体幹角速度及び体幹角度がともにそれぞれの閾値を超えたときに、該
外力の作用方向の運動を記述する振動子に対して、該外力の作用方向の出力を大きくする
ようなフィードバック信号を一時的に供給する、
ことを特徴とするロボット装置の制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脚などの複数の可動部を備えたロボット装置及びその制御方法に係り、特に
、自励振動と引き込み特性を持つ振動子を用いて可動部の運動制御を行なうロボット装置
及びその制御方法に関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、引き込み特性を持つ振動子を用いて可動部の非周期的な運
動の制御を行なうロボット装置及びその制御方法に係り、特に、非周期的信号を振動子へ
のフィードバック信号に用いるとともにより大きな引き込み領域を持つロボット装置及び
その制御方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近、脚式移動ロボットの構造やその安定歩行制御に関する研究開発が進展し、実用化
への期待も高まってきている。これら脚式移動ロボットは、クローラ式ロボットに比し不
安定で姿勢制御や歩行制御が難しくなるが、階段の昇降や障害物の乗り越えなど、柔軟な
歩行・走行動作を実現できるという点で優れている。
【０００４】
　脚式移動ロボットにおける歩行を始めとする運動制御技術は、例えば、モデルベースト
・アプローチと非モデルベースト・アプローチに大別することができる。
【０００５】
　モデルベースト・アプローチの例として、ＺＭＰ（Ｚｅｒｏ Ｍｏｍｅｎｔ Ｐｏｉｎｔ
）を安定度判別規範とする歩行制御技術（例えば、特許文献１及び特許文献２を参照のこ
と）や、線形倒立振子制御（例えば、非特許文献１を参照のこと）などが挙げられる。モ
デルベーストによる運動制御には、ロボット各部位の重心位置や慣性モーメント、リンク
長などの精緻なモデル情報が事前情報として必要である、モデル情報に基づいて設計され
た関節角軌道を正確に追従できるような高精度なアクチュエータが必要となり製造コスト
が増大する、未知の外力が印加される場合や未知の不整地歩行などで頑健性に劣る、とい
った問題がある。
【０００６】
　他方、ヒトなどの生体メカニズムでは、四肢が持つ物理法則を好適に利用して、効率よ
く歩行動作を行なっていると言われている。ロボットも、このように物理法則をうまく利
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用することができれば、精緻なモデルを必要としないで（すなわち少ない演算負荷により
）、アクチュエータの駆動トルクを要せず、高いエネルギ変換効率で歩行動作を実現する
ことができると思料される。
【０００７】
　最近では、モデルベーストの制御技術における上記の問題点に鑑みて、精緻な機械モデ
ル情報や環境情報を事前に必要としない、非モデルベーストのアプローチが注目を集め始
めている。その代表例として、生物の神経系に内在すると言われる神経振動子モデルを用
いたロボットの運動制御が挙げられる。
【０００８】
　神経振動子は、松岡によって定式化された（例えば、非特許文献３を参照のこと）。特
に２つの神経素子を互いに相互抑制結合することにより得られる神経振動子（Ｃｏｕｐｌ
ｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）は、神経素子パラメータで定められる固有振動数で自励振
動することが知られている。この種の神経振動子は、外部から信号を入力することが可能
で、神経振動子の固有振動数に近い周期入力対して一定の位相遅れを以って信号を出力す
る「引き込み現象」が知られている。
【０００９】
　神経振動子は、自励発振と引き込み特性という特長により、環境からの適切な入力（フ
ィードバック）があれば、適応的に同期した信号を出力することができる。したがって、
神経振動子を用いて、環境変化に対して頑健な制御器を構成することができる。例えば、
ロボットの可動部の少なくとも一部を、このような引き込み特性を持つ振動子として捉え
、ロボットが行なう歩行やその他の運動を周期運動として扱い、この振動子の位相や振動
数を決定又は制御するという形態で歩行動作を制御することができる。このような周期運
動が継続することを「安定な歩行」とみなすことができる。
【００１０】
　現在までに、神経振動子に関して、２足歩行運動への適用例（例えば、非特許文献４～
８を参照のこと）、４足歩行運動への適用例（例えば、非特許文献９を参照のこと）、腕
の周期運動への適用例（例えば、非特許文献１０を参照のこと）、ジャグリング動作への
適用例（例えば、非特許文献１１を参照のこと）などが報告されている。
【００１１】
　しかしながら、これらの適用例のほとんどが定常的な周期運動を対象としており、引き
込みには周期振動が用いられている。すなわち、環境からの神経振動子へ入力されるフィ
ードバック信号は周期信号であり、パルス波などの非周期信号をフィードバック信号に用
いた事例はない。例えば目標点への到達運動を行なうような、神経振動子の非周期的運動
への適用可能性に関しては十分な検討がなされていない。また、フィードバック信号の振
幅はせいぜい神経振動子の２分の１程度であり、周期信号による引き込み領域もさほど大
きくとることはできない。
【００１２】
　歩行ロボットは、不整地を歩行するとき、高速歩行するとき、障害物に遭遇したときな
どに突発的な外乱が生じる可能性があり、その際、状態が神経振動子の引き込み領域を逸
脱すると、周期的信号によるフィードバックでは元の状態を回復することは困難となる。
【特許文献１】特許第３４４３０７７号公報
【特許文献２】特許第３４４３１１６号公報
【非特許文献１】Ｓ．Ｋａｊｉｔａ，Ｆ．Ｋａｎｅｈｉｒｏ，Ｋ．Ｋａｎｅｋｏ，Ｋ．Ｆ
ｕｊｉｗａｒａ，Ｋ．Ｙｏｋｏｉ　ａｎｄ　Ｈ．Ｈｉｒｕｋａｗａ，“Ｂｉｐｅｄ　ｗａ
ｌｋｉｎｇ　ｐａｔｔｅｒｎ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｂｙ　ａｓｉｍｐｌｅ　ｔｈｒｅ
ｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｐｅｎｄｕｌｕｍ　ｍｏｄｅｌ”（Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ，Ｖｏｌ．１７，Ｎｏ．２，ｐｐ．１３１－１４７，
２００３）
【非特許文献２】ヴコブラトビッチ（Ｍｉｏｍｉｒ Ｖｕｋｏｂｒａｔｏｖｉｃ）著「脚
式移動ロボット（ＬＥＧＧＥＤ ＬＯＣＯＭＯＴＩＯＮＲＯＢＯＴＳ）」（加藤一郎外著
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『歩行ロボットと人工の足』（日刊工業新聞社））
【非特許文献３】Ｋ．Ｍａｔｓｕｏｋａ：“Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ
　ｇｅｎｅｒａｔｅｄ　ｂｙ　ｍｕｔｕａｌｌｙ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｎｇ　ｎｅｕｒｏｎ
ｓ　ｗｉｔｈ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ”（Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃ
ｓ，５２，ｐｐ．３４５－３５３（１９８５））
【非特許文献４】Ｇ． Ｔａｇａ， Ｙ． Ｙａｍａｇｕｃｈｉ， Ｈ． Ｓｈｉｍｉｚｕ： 
Ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｅｄ ｃｏｎｔｒｏｌｏｆ ｂｉｐｅｄａｌ ｌｏｃｏｍｏｔｉ
ｏｎ ｂｙ ｎｅｕｒａｌ ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ ｉｎ ｕｎｐｒｅｄｉｃｔａｂｌｅ ｅ
ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ， ＢｉｏｌｏｇｉｃａｌＣｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ， ｖｏｌ．６５
， ｐｐ．１４７－１５９（１９９１）
【非特許文献５】多賀厳太郎著「脳と身体の動的デザイン運動－知覚の非線系力学と発達
－」（金子書房（２００２））
【非特許文献６】長谷、山崎共著「神経振動子と遺伝的アルゴリズムを用いた実２足歩行
類似運動の生成」（計測自動制御学会論文集，Ｖｏｌ．３３，　Ｎｏ．５，ｐｐ．４４８
－４５４（１９９７））
【非特許文献７】中村、佐藤、石井共著「神経振動子ネットワークを用いたリズム運動に
対する強化学習法」（電子情報通信学会論文誌，Ｖｏｌ．Ｊ８７－Ｄ－ＩＩ，Ｎｏ．３，
ｐｐ．８９３－９０２（２００４））
【非特許文献８】Ｇ．Ｅｎｄｏ，Ｊ．Ｎａｋａｎｉｓｈｉ，Ｊ．Ｍｏｒｉｍｏｔｏ，Ｇ，
Ｃｈｅｎ“Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ａ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｏｓｃｉ
ｌｌａｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｂｉｐｅｄ　Ｌｏｃｏｍｏｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ＱＲＩＯ”（
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　ａｎｄ
　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ，ｐｐ５９８－６０４（２００５））
【非特許文献９】福岡、木村共著「４足ロボットの生物規範型不整地適応動歩行－体性感
覚・前庭感覚による調整－」
【非特許文献１０】Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｍ．Ｗｉｌｌｉａｍｓｏｎ“Ｒｏｂｏｔ　Ａｒｍ　
Ｃｏｎｒｏｌ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ”（Ｍａｓｓ
ａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｐｈ－Ｄ　Ｔ
ｈｅｓｉｓ（１９９９））
【非特許文献１１】Ｓ．Ｍｉｙａｋｏｓｈｉ，Ｍ．Ｙａｍａｋｉｔａ，Ｋ．Ｆｕｒｕｔａ
“Ｊｕｇｇｌｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｓｉｎｇ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏ
ｒ”（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅ
ｎｔ　Ｒｏｂｏｔｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（ＩＲＯＳ’９４），Ｖｏｌ．２，ｐｐ．
１１８６－１１９３（１９９４））
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、自励振動と引き込み特性を持つ振動子を用いて可動部の運動制御を好
適に行なうことができる、優れたロボット装置及びその制御方法を提供することにある。
【００１４】
　本発明のさらなる目的は、引き込み特性を持つ振動子を用いて可動部の非周期的な運動
の制御を好適に行なうことができる、優れたロボット装置及びその制御方法を提供するこ
とにある。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、非周期的信号を振動子へのフィードバック信号に用いるとと
もにより大きな引き込み領域を持つ、優れたロボット装置及びその制御方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、複数の可動部を有するロボット装
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置であって、
　自励振動と引き込み特性を持つ振動子の出力に基づいて少なくとも一部の可動部の周期
運動に対する制御信号を生成する運動制御部と、
　前記可動部の制御信号に従った運動、又は前記可動部が運動する際における物理環境を
計測する環境計測部と、
　前記環境計測部による計測結果に基づいて、前記振動子に対して周期信号をフィードバ
ック入力して引き込み現象を生成する周期的振動子制御部と、
　非周期的若しくは一時的なフィードバック信号を前記振動子に入力する非周期的振動子
制御部と、
を具備することを特徴とするロボット装置である。ここで、前記可動部は、可動脚などで
あり、少なくとも１つの関節を備えている。前記運動制御部は、前記振動子の出力を前記
ロボット装置の座標系における前記可動部の軌道に変換し、逆キネマティクス演算により
該軌道から前記関節に対する指令値を算出することができる。
【００１７】
　本発明は、運動生理学、脳神経科学、計算機学習の知見を用い、脚などの可動部位の少
なくとも一部を振動子として捉え、歩行やその他の動作を周期運動として扱うロボット装
置に関する。
【００１８】
　当該ロボット装置の運動制御部は、振動子の出力する位相信号を脚などの可動部の関節
の位置や角速度、角加速度、トルクといった関節指示値（制御信号）にマッピングする。
そして、可動部を構成する各関節は制御信号に基づいて駆動する。可動部が操作した際の
関節位置や角速度角加速度、トルクや外力、あるいはその他の環境情報がセンサによって
計測されるが、これらのセンサ出力値に基づいてフィードバック信号を生成する。フィー
ドバック信号に基づいて振動子の位相や振動数が決定され、ロボット装置の動作を制御す
る。すなわち、振動子はフィードバック信号に対し引き込み特性を持ち、その固有振動数
は環境に応じて自律的に調整される。
【００１９】
　例えば、ロボット装置が脚式移動ロボットである場合、歩行運動そのものを周期運動と
して捉え、神経振動子のようなもので周期信号を発生し、それを用いて脚部の関節アクチ
ュエータの制御を行なう。このとき、観測される歩行運動の周期的な信号と神経振動子を
干渉させることによって引き込み現象が発生し、安定な歩行運動を得ることができる。こ
の場合、周期運動が継続することを「安定な歩行」とみなすことができる。
【００２０】
　しかしながら、周期運動において使用されるフィードバック信号は、せいぜい神経振動
子の２分の１程度の振幅を持つ周期信号であり、この引き込み領域はさほど大きくない。
このため、例えば目標点への到達運動を行なうような、神経振動子の非周期的運動への適
用可能性に関しては十分とは言い難い。また、突発的で非周期的な大きな外乱が印加され
て、神経振動子の状態が引き込み領域外に逸脱したときには、引き込み領域に復帰するこ
とはできず、この結果、周期運動を継続することができなくなる。
【００２１】
　そこで、本発明に係るロボット装置では、引き込み領域外に状態が遷移した場合に、例
えば神経振動子の１０倍程度の振幅を持つパルス的な非周期信号を用いて、短期的且つ非
周期的なフィードバックを行なうことで、引き込み領域外に逸脱した状態から引き込み領
域内に復帰させることを可能にした。
【００２２】
　前記振動子には、例えば神経振動子を用いることができる。この神経振動子は、相互抑
制結合された２つの神経素子の一方が正側出力を担当するとともに他方が負側出力を担当
するように構成される。
【００２３】
　前記非周期的振動子制御部は、前記の正側及び負側の神経素子の双方に対し、正方向の
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１パルスの矩形波からなるフィードバック信号を入力する興奮－興奮型フィードバック、
又は負方向の１パルスの矩形波からなるフィードバック信号を入力する抑制－抑制型フィ
ードバックを行なうようにしてもよい。興奮－興奮型、抑制－抑制型のいずれの場合も、
振動子の発振は継続され、その振幅も矩形波の高さにほぼ比例したものとなる。すなわち
、これらのフィードバックは、出力振幅を緩やかに増加（減少）させることができる徐々
に振幅を増減するような場合に適している。
【００２４】
　また、前記非周期的振動子制御部は、前記の正側神経素子に対し正方向、前記の負側の
神経素子に対し負方向のフィードバック信号をそれぞれステップ入力する興奮－抑制型フ
ィードバックを行なうようにしてもよい。この場合、振動子の発振を止めることで、不連
続な運動を生成することができる。したがって、このようなフィードバック信号は、特定
の値で発振を停止することができるので、例えば、到達運動のように非周期的で目標点に
向けてロボットの関節角を制御するときに有用である。
【００２５】
　他方、興奮－抑制型フィードバックをステップ入力ではなく矩形波で行なう場合、この
フィードバック信号の入力を除いた直後に速度が不連続となり発振が止まってしまう。こ
のような速度の不連続性は、ロボットの関節指令値として用いるには好ましくない。これ
に対し、調整したい側の神経素子にのみ矩形波を入力する興奮－ゼロ型又は抑制－ゼロ型
フィードバックを行なうことで、滑らかな速度を持ったまま振動子の発振は継続され、そ
の振幅も矩形波の高さにほぼ比例したものとなる。興奮－ゼロ型並びに抑制－ゼロ型のフ
ィードバックは、特定の振幅のみを滑らかに増減することが可能であるから、一時的に特
定の振幅を増減するような場合に適している。
【００２６】
　また、従来から用いられてきた周期信号のフィードバックによる引き込み現象と、引き
込み領域を逸脱したときの非同期的フィードバックを併用することが可能であり、後者に
より生ずる振動子の位相のずれを前者のフィードバックで吸収することができる。
【００２７】
　また、前記ロボット装置に関する物理環境の情報を計測する環境計測部をさらに備え、
前記振動子状態判別部は、前記環境計測部による計測結果が一定の条件を満たすときに引
き込み領域外と判別することができる。
【００２８】
　そして、前記非周期的振動子制御部は、振動子が引き込み領域外という判別結果に基づ
いて、一定の値を前記振動子に対するフィードバック信号として出力するようにすればよ
い。前記運動制御部は、前記周期的振動子制御部による周期的なフィードバック信号と前
記非周期的振動子制御部による非同期的なフィードバック信号を併用する、すなわち、周
期フィードバック信号をベースラインとして非同期フィードバック信号を重ね合わせたフ
ィードバック信号を前記振動子に入力すればよい。
【００２９】
　可動部として体幹に取り付けられた左右の脚を含む２足歩行ロボットの場合、前記運動
制御部は、前記脚に設定されたＺ方向初期基準位置に、前記脚のＺ方向運動を記述する振
動子の出力に基づく値を加算して前記脚のＺ位置を駆動させる。このとき、前記周期的振
動子制御部は、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差、又は前記体幹のロール角
度の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＺ方向運動
を記述する振動子に入力することによって、左右の脚を用いた歩行動作のための前額面内
の足踏み運動を実行することができる。また、前記運動制御部は、前記脚のＺ方向運動を
記述する振動子に対してほぼ９０度だけ位相がずれたＸ方向運動を記述する振動子を用い
て前記脚のＸ位置を駆動させる。そして、前記周期的振動子制御部は、前記体幹のロール
角速度に基づく線形的フィードバック信号を生成して、前記脚のＸ方向運動を記述する振
動子に入力することによって、矢状面内の直進運動を実行することができる。
【００３０】
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　この矢状面内運動において、歩幅を増加してより前方に脚を移動させたいときには、前
記非周期的振動子制御部は、前脚のＸ方向運動を記述する振動子に対し、その振幅を増加
させるフィードバック信号を一時的に供給するようにすればよい。逆に、前記の矢状面内
運動において、歩幅を減少させる際に、前記非周期的振動子制御部は、前脚のＸ方向運動
を記述する振動子に対し、その振幅を減少させるフィードバック信号を一時的に供給する
ようにすればよい。
【００３１】
　また、前額面内の足踏み運動において、遊脚の高さを増加させたいときには、前記非周
期的振動子制御部は、該遊脚のＺ方向運動を記述する振動子に対し、プラスＺ方向の振幅
を増加させるフィードバック信号を一時的に供給するようにすればよい。
【００３２】
　このとき、前記非周期振動子制御部は、遊脚のＺ方向運動を記述する振動子に対し、前
記周期的振動子制御部が生成する左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の差又は前記
体幹のロール角度の少なくとも一方に基づく線形的フィードバック信号をベースラインと
して、該振動子の振幅よりも大きな値を持つフィードバック信号を一時的に供給するよう
にすればよい。
【００３３】
　定常的な矢状面内の直進運動は、前額面内運動と矢状面内運動がほぼ独立であるという
前提の下で、Ｘ方向及びＺ方向の振動子に適切な位相差を与えて実現している。しかしな
がら、上述のように遊脚高さを増加させるために非周期フィードバック信号を振動子に入
力すると、位相差が適切でなくなるという問題がある。そこで、前記周期的振動子制御部
は、前記非周期振動制御部が一時的なフィードバック信号をＺ方向の振動子に入力したこ
とに伴い、Ｘ方向運動を記述する振動子に対して、Ｚ方向運動を記述する振動子と適切な
位相差を生成させるためのベースライン周期信号を入力するようにすればよい。
【００３４】
　具体的には、前記周期的振動子制御部は、左右脚の足底にそれぞれ印加される床反力の
差に基づく線形的フィードバック信号と前記体幹のロール角速度に基づく線形的フィード
バック信号を重み付け線形結合して、ベースライン周期信号を生成することで、ＸＺ各方
向の振動子間で歩行に必要な適切な位相差を生成することができる。
【００３５】
　また、前記非周期的振動子制御部は、外力の印加により足底が受ける床反力が所定の閾
値を下回り、且つ体幹角速度及び体幹角度がともにそれぞれの閾値を超えたときに、該外
力の作用方向の運動を記述する振動子に対して、該外力の作用方向の出力を大きくするよ
うなフィードバック信号を一時的に供給することで、歩行運動中に印加される外力に対す
るロバスト性を向上することができる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、引き込み特性を持つ振動子を用いて可動部の非周期的な運動の制御を
好適に行なうことができる、優れたロボット装置及びその制御方法を提供することができ
る。
【００３７】
　また、本発明によれば、非周期的信号を振動子へのフィードバック信号に用いるととも
により大きな引き込み領域を持つ、優れたロボット装置及びその制御方法を提供すること
ができる。
【００３８】
　本発明に係るロボット装置は、自励振動と引き込み特性を持つ神経振動子を用いて、可
動部の運動制御を行なうので、詳細な機械モデルを必要とせず、且つ、ロボットのパラメ
ータ変化に対して堅牢となる。また、神経振動子による運動制御を行なっている際に突発
的な外乱の発生などの事象に応じて、神経振動子に対して非周期的信号によるフィードバ
ックを行なう。このとき、神経振動子の発振振幅に比べて十分大きなパルス状の非周期信
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号を入力することで、特定振幅のみを増減させることにより、非周期的な運動の生成が可
能となる。あるいは、神経振動子の発振振幅に比べて十分大きなステップ状の非周期信号
を入力することで、発振そのものを停止することが可能となり、過大な出力を回避するこ
とができる。このような非周期信号のフィードバックは、通常の周期信号フィードバック
に重畳することができる。
【００３９】
　神経振動子の発振振幅に比べて十分大きなパルス状の非周期信号を入力しても、神経振
動子が持つローパスフィルタ特性により滑らかな振動し出力を得ることができる。
【００４０】
　また、フィードバック信号が持つモデル化誤差を強化学習する際も、非周期的に入力さ
れるパルス列だけを学べばよいので、学習が容易になる。
【００４１】
　本発明に係るロボット装置は、非周期的信号のフィードバックにより非周期的な運動を
生成することが可能となるが、正負の振幅が非対称な駆動も可能である。
【００４２】
　また、周期的信号に基づく運動生成と非周期的信号に基づく運動生成といった具合に、
神経振動子の状態を用いて状態遷移機械を構成することで、外乱やノイズに対する耐性を
向上することができる。
【００４３】
　また、この状態遷移機械と、パルス状の非周期信号をワンショット的なフィードバック
として神経振動子に入力することを組み合わせて、神経振動子の引き込み領域を拡大する
ことができる。
【００４４】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に
基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
【００４６】
Ａ．ロボット装置の構成
　図１及び図２には本発明の実施に供される「人間形」又は「人間型」の脚式移動ロボッ
ト１００が直立している様子を前方及び後方の各々から眺望した様子を示している。図示
の通り、脚式移動ロボット１００は、胴体部と、頭部と、左右の上肢部と、脚式移動を行
なう左右２足の下肢部とで構成され、例えば胴体に内蔵されている制御部（図示しない）
により機体の動作を統括的にコントロールするようになっている。
【００４７】
　左右各々の下肢は、大腿部と、膝関節と、脛部と、足首と、足平とで構成され、股関節
によって体幹部の略最下端にて連結されている。また、左右各々の上肢は、上腕と、肘関
節と、前腕とで構成され、肩関節によって体幹部の上方の左右各側縁にて連結されている
。また、頭部は、首関節によって体幹部の略最上端中央に連結されている。
【００４８】
　制御部は、この脚式移動ロボット１００を構成する各関節アクチュエータの駆動制御や
各センサ（後述）などからの外部入力を処理するコントローラ（主制御部）や、電源回路
その他の周辺機器類を搭載した筐体である。制御部は、その他、遠隔操作用の通信インタ
ーフェースや通信装置を含んでいてもよい。
【００４９】
　このように構成された脚式移動ロボット１００は、制御部による全身協調的な動作制御
により、２足歩行を実現することができる。かかる２足歩行は、一般に、以下に示す各動
作期間に分割される歩行周期を繰り返すことによって行なわれる。すなわち、
【００５０】
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（１）右脚を持ち上げた、左脚による単脚支持期
（２）右足が接地した両脚支持期
（３）左脚を持ち上げた、右脚による単脚支持期
（４）左足が接地した両脚支持期
【００５１】
　脚式移動ロボット１００における歩行制御は、例えばＺＭＰを安定度判別規範として、
あらかじめ下肢の目標軌道を計画し、上記の各期間において計画軌道の修正を行なうこと
によっても実現される。この場合、両脚支持期では、下肢軌道の修正を停止して、計画軌
道に対する総修正量を用いて腰の高さを一定値で修正する。また、単脚支持期では、修正
を受けた脚の足首と腰との相対位置関係を計画軌道に復帰させるように修正軌道を生成す
る。
【００５２】
　あるいは、後に詳解するように、脚式移動ロボット１００の左右の脚部など、全身の可
動部のうち少なくとも一部を、周期的運動を繰り返す振動子として捉えることができる。
この場合、センサ出力などに基づいて得られる内部状態と外部環境に応じて振動子の位相
を数学的操作により発生させて、機体の周期安定性を実現するとともに、未知の外乱に適
応的に対応することができる。
【００５３】
　図３には、この脚式移動ロボット１００が具備する関節自由度構成を模式的に示してい
る。同図に示すように、脚式移動ロボット１００は、２本の腕部と頭部を含む上肢と、移
動動作を実現する２本の脚部からなる下肢と、上肢と下肢とを連結する体幹部とで構成さ
れた、複数の肢を備えた構造体である。
【００５４】
　頭部を支持する首関節（Ｎｅｃｋ）は、首関節ヨー軸１と、第１及び第２の首関節ピッ
チ軸２ａ及び２ｂと、首関節ロール軸３という３自由度を有している。
【００５５】
　また、各腕部は、その自由度として、肩（Ｓｈｏｕｌｄｅｒ）における肩関節ピッチ軸
４と、肩関節ロール軸５と、上腕ヨー軸６、肘（Ｅｌｂｏｗ）における肘関節ピッチ軸７
と、手首（Ｗｒｉｓｔ）における手首関節ヨー軸８と、手部とで構成される。手部は、実
際には、複数本の指を含む多関節・多自由度構造体である。
【００５６】
　また、体幹部（Ｔｒｕｎｋ）は、体幹ピッチ軸９と、体幹ロール軸１０という２自由度
を有する。
【００５７】
　また、下肢を構成する各々の脚部は、股関節（Ｈｉｐ）における股関節ヨー軸１１と、
股関節ピッチ軸１２と、股関節ロール軸１３と、膝（Ｋｎｅｅ）における膝関節ピッチ軸
１４と、足首（Ａｎｋｌｅ）における足首関節ピッチ軸１５と、足首関節ロール軸１６と
、足部とで構成される。
【００５８】
　但し、脚式移動ロボット１００が上述したすべての自由度を装備しなければならない訳
でも、あるいはこれに限定される訳でもない。設計若しくは製作上の制約条件や要求仕様
などに応じて、自由度すなわち関節数を適宜増減することができることは言うまでもない
。
【００５９】
　図４には、脚式移動ロボット１００の制御システム構成を模式的に示している。同図に
示すように、脚式移動ロボット１００は、ヒトの四肢を表現した各機構ユニット３０、４
０、５０Ｒ／Ｌ、６０Ｒ／Ｌと、各機構ユニット間の協調動作を実現するための適応制御
を行なう制御ユニット８０とで構成される（但し、Ｒ及びＬの各々は、右及び左の各々を
示す接尾辞である。以下同様）。
【００６０】
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　脚式移動ロボット１００全体の動作は、制御ユニット８０によって統括的に制御される
。制御ユニット８０は、ＣＰＵ（ＣｅｎｔｒａｌＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）やメ
モリなどの主要回路コンポーネント（図示しない）で構成される主制御部８１と、電源回
路やロボット１００の各構成要素とのデータやコマンドの授受を行なうインターフェース
（いずれも図示しない）などを含んだ周辺回路８２とで構成される。
【００６１】
　ここで言う周辺回路８２は、機体に搭載される周辺機器類の他、ケーブルや無線を通し
て接続される外付けの周辺機器、充電ステーション（図示しない）やその他の周辺機器を
接続するためのインターフェース・コネクタなどを含むものとする。
【００６２】
　図３に示した脚式移動ロボット１００は、関節軸毎に回転型アクチュエータを配置し、
これらの位置制御に基づいて所望の装置運動を実現する。
【００６３】
　頭部ユニット３０には、首関節ヨー軸１、首関節ピッチ軸２、首関節ロール軸３の各々
の自由度を実現する首関節ヨー軸アクチュエータＡ1、首関節ピッチ軸アクチュエータＡ2

、首関節ロール軸アクチュエータＡ3が配設されている。
【００６４】
　また、体幹部ユニット４０には、体幹ピッチ軸９、体幹ロール軸１０の各々の自由度を
実現する体幹ピッチ軸アクチュエータＡ9、体幹ロール軸アクチュエータＡ10が配置され
ている。
【００６５】
　また、腕部ユニット５０Ｒ／Ｌは、上腕ユニット５１Ｒ／Ｌと、肘関節ユニット５２Ｒ
／Ｌと、前腕ユニット５３Ｒ／Ｌに細分化されるが、肩関節ピッチ軸４、肩関節ロール軸
５、上腕ヨー軸６、肘関節ピッチ軸７、手首関節ヨー軸８の各々の自由度を実現する肩関
節ピッチ軸アクチュエータＡ4、肩関節ロール軸アクチュエータＡ5、上腕ヨー軸アクチュ
エータＡ6、肘関節ピッチ軸アクチュエータＡ7、手首関節ヨー軸アクチュエータＡ8が配
置されている。
【００６６】
　また、脚部ユニット６０Ｒ／Ｌは、大腿部ユニット６１Ｒ／Ｌと、膝ユニット６２Ｒ／
Ｌと、脛部ユニット６３Ｒ／Ｌに細分化されるが、股関節ヨー軸１１、股関節ピッチ軸１
２、股関節ロール軸１３、膝関節ピッチ軸１４、足首関節ピッチ軸１５、足首関節ロール
軸１６の各々の自由度を実現する股関節ヨー軸アクチュエータＡ11、股関節ピッチ軸アク
チュエータＡ12、股関節ロール軸アクチュエータＡ13、膝関節ピッチ軸アクチュエータＡ

14、足首関節ピッチ軸アクチュエータＡ15、足首関節ロール軸アクチュエータＡ16が配置
されている。
【００６７】
　頭部ユニット３０、体幹部ユニット４０、腕部ユニット５０、各脚部ユニット６０など
の機構ユニット毎に、アクチュエータ駆動制御用の副制御部３５、４５、５５、並びに６
５がそれぞれ配置されている。
【００６８】
　体幹部４０には、加速度センサ９５と姿勢センサ９６が配設されている。また、左右の
脚部の足底６０Ｒ及び６０Ｌには、１以上の接地確認センサ９１及び９２と、加速度セン
サ９３及び９４がそれぞれ配設されている。また、手先やその他のエンド・エフェクタと
なる部位に接触確認（若しくは感圧）センサを配置したりする（図示しない）。接地確認
センサ９１及び９２は、例えば足底に圧力センサを装着することにより構成され、床反力
の有無により足底が着床したか否かを検出することができる。
【００６９】
　これらのセンサ出力値を環境情報に用いて、振動子へのフィードバック項を生成するこ
とができる。例えば、接地確認センサ９１及び９２に出力に基づいて、例えば両脚支持期
、単脚支持期の判定や、さらには振動子としての可動脚の位相φや角周波数ωを推定する
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ことができる。
【００７０】
　主制御部８０は、各センサ９１～９３の出力に基づいて、ロボット１００の内部状態や
外部環境に応じた姿勢安定制御を行なう。より具体的には、副制御部３５、４５、５５、
６５の各々に対して適応的な制御を行ない、脚式移動ロボット１００の上肢、体幹、及び
下肢が協調して駆動する。歩行運動中に脚など可動部位の少なくとも一部において周期運
動を抽出して、内部状態や外部環境に応じてその位相信号を発生し、この位相信号に基づ
いて可動部の駆動制御を行なうことにより、姿勢安定制御を行なうことができる。
【００７１】
Ｂ．振動子を用いたロボット装置の運動制御
　ＺＭＰ規範に基づくロボット装置の運動制御方法は、制御工学的手法に基づく簡単化を
施した後、解析的に解を求めることが可能であり、汎用性が非常に高い。その反面、ロボ
ット装置及び外部環境とも精緻なモデル化を必要とし、その結果、実際のハードウェアに
対する要求精度は非常に高くなる。また、数学的に導出される運動は、見かけの上でも人
間の歩行様式とは異なるものとなる。
【００７２】
　一方、ヒトを始めとする脚式歩行の生体メカニズムでは、現在実現されているＺＭＰ規
範の軌道とは異なる形態で、四肢が持つ物理法則を好適に利用し、自然な歩行動作を行な
っている。ロボット装置も、このような物理法則を有効に利用することで、精緻なモデル
を必要とせず（すなわち低い計算コストで）、より低いアクチュエータの駆動トルクで、
且つ高いエネルギ変換効率で、歩行動作を実現することができると思料される。
【００７３】
　本発明者らは、以上の問題意識から、運動生理学、脳神経科学、計算機学習の知見を用
いて「より人間に近い歩行制御法」について開示する。すなわち、ロボット装置における
脚などの可動部位の少なくとも一部を振動子として捉え、歩行やその他の動作を周期運動
として扱い、この振動子の位相や振動数を決定又は制御するという形態で歩行動作を制御
する。この場合、周期運動が継続することを、ロボット装置の「安定な歩行」とみなすこ
とができる。
【００７４】
　振動子を用いたロボット装置の運動制御の原理について、図５及び図６を参照しながら
説明する。
【００７５】
　ロボット装置全体、あるいは脚部や腕部、腰部、頭部など可動部位の動作は、周期的な
運動を行なう振動子として記述される。この振動子は、図５に示すように、定常的に自励
発振を行なう。ここで、外部環境の変化などによるフィードバック信号が入力として与え
られると、振動子の振幅や周期、位相などが一時的に乱れるものの、やがて図６に示すよ
うに、入力信号に対し位相差が固定された発振を行なう出力信号を得ることができる。
【００７６】
　このように、入出力間で位相関係が固定されることを、引き込み現象（Ｅｎｔｒａｉｎ
ｍｅｎｔ）と呼ぶ。振動子を用いたロボット装置の運動制御においては、外部環境からの
信号を用いて引き込み現象を有効に利用し，自律的に調整された振動子の出力位相情報φ
に基づいて、ロボット装置又はその一部の可動部位に対する制御量Ｕを得ることができる
。
【００７７】
　図７には、振動子が持つ引き込み特性を利用したロボットの制御システムの基本的構成
を示している。図示のシステムは、神経振動子に基づいて指令値を生成するＣＰＧ制御部
と、制御対象となるロボットと、神経振動子に対するフィードバック項を与える神経振動
子フィードバック信号生成部で構成される。
【００７８】
　ＣＰＧ制御部は、神経振動子と、胴体座標系足先軌道生成部と、逆キネマティクス演算
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部と、関節指令値生成部を備えている。
【００７９】
　神経振動子は、生物の神経系に存在するリズム発生器に相当する振動子であり、環境に
対して引き込み特性を持つが、フィードバック信号なしの状態でも固有振動数で自励発振
して、ｑiを出力する。
【００８０】
　胴体座標系足先軌道生成部は、神経振動子の出力ｑiを、直交胴体座標系から見た足先
軌道へ変換（マッピング）する。ここで言う足先軌道としては、位置や速度、力軌道など
が考えられるが、以下の説明では位置軌道を扱うことにする。
【００８１】
　逆キネマティクス演算部は、生成された足先軌道を実現するための脚部の各関節位置を
逆キネマティクス演算により算出する。関節指令値生成部は、得られた関節位置に駆動す
るための指令値信号を生成して、各関節アクチュエータへ出力する。
【００８２】
　実ロボットは、おおまかに言えば、ＣＰＧ制御部による制御対象としての関節アクチュ
エータと、アクチュエータの駆動による運動実行時における物理環境との相互作用を観測
するセンサで構成される。
【００８３】
　神経振動子フィードバック信号生成部は、実ロボットのセンサから入力される観測値に
基づいて、神経振動子へのフィードバック信号ｈiｇiを生成する。ここで、ｈiは振動子
φiへのフィードバック信号ｇiに対するゲインであり、ｈiｇiはＣＰＧ制御部内の神経振
動子への入力信号となる。神経振動子が持つ引き込み特性により、ｑiの発振周波数はｇi

の発振周波数と同期し、その位相関係は一定値に固定される。すなわち、フィードバック
信号に基づいて神経振動子の位相や振動数を決定又は制御することでロボット装置の動作
を制御するが、神経振動子はフィードバック信号に対し引き込み現象を持ち、その固有振
動数は環境に応じて自律的に調整される。
【００８４】
　このようにして、神経振動子は、ロボットのダイナミクスに応じた発振を続けることに
なり、環境に自律的に適応する枠組みとなる。
【００８５】
　なお、実ロボットのセンサから入力される観測値を、どのように神経振動子への敵へ綱
フィードバック信号に変換（マッピング）するかという問題がある。これに対して学習を
用いることで最適化を図るという解決方法がある。
【００８６】
Ｃ．振動子の構成
　引き込み特性を持つ振動子としては、工学的には、検波回路などに用いられるＰＬＬ（
Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）回路などが挙げられる。その他の例として、非線形振
動子や位相振動子を挙げることができる。あるいは、非線形微分方程式により記述される
神経振動子である松岡オシレータを振動子に用いることもできる。
【００８７】
　なお、松岡オシレータに関しては、例えば、Ｍａｔｓｕｏｋａ， Ｋ．著“Ｓｕｓｔａ
ｉｎｅｄ ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎｓｇｅｎｅｒａｔｅｄ ｂｙ ｍｕｔｕａｌｌｙ ｉｎｈ
ｉｂｉｔｉｎｇ ｎｅｕｒｏｎｓ ｗｉｔｈ ａｄａｐｔｉｏｎ”（Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ 
Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ，５２，ｐｐ．３４５－３５３（１９８５））に記載されている
。但し、同文献では発振を継続する条件とその波形が例示されているだけであり、脚式移
動ロボットの歩行運動などの可動部の周期運動に適用したものではない。
【００８８】
　神経振動子は、自励発振を行なうとともに、入力信号に対して一定の位相関係を保つよ
う振動数の調節が行なわれる。図８には、振動子出力ｑ及びその時間微分を直交軸とする
位相平面上での振動子出力ｑの挙動を概念的に示している。自励発振を行なうことから、
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図示のように、振動子はリミット・サイクルを形成し、位相平面上で閉曲線を描く。この
とき、環境からの周期信号をフィードバックすることで、神経振動子の状態をこのリミッ
ト・サイクルに引き込ませることが可能である。同図では、引き込み可能な領域をハッチ
ングで示している。
【００８９】
　神経振動子は、あらゆる入力を印加することが可能であることから、その解析解を得る
ことはできない。しかし、振動子自身の計算量は非常に少ないことから、その挙動をある
パラメータ設定した範囲内で網羅的にパラメータ検索を行なうことで、振動子の入出力関
係を事前に調べることは可能である。
【００９０】
　神経振動子を下式（１）～（６）に示す。また、図９には、下式で表される神経振動子
の構成を模式的に示している。ここで、式（１）及び（２）、並びに式（３）及び（４）
がそれぞれ１つの神経素子単位を表している。以下の式では、２つの神経素子が互いに相
互抑制結合されている。便宜上、式（１）及び（２）で表される素子を正側素子として添
え字１を付与し、式（３）及び（４）で表される素子を負側素子として添え字２を付与し
ている。
【００９１】
【数１】

【００９２】
　上式において、ｕ及びｖは振動子の内部変数を表し、ｑは正側素子と負側素子の出力内
部変数の差であり、最終的な振動子出力とする。なお、式（５）の演算には内部変数のゼ
ロ以上の値を用いるため、式（６）で示される式を用いる。また、τ1とτ2は時定数、ｃ
は定常入力項、βは疲労係数、γは神経素子間の相互抑制結合の重みである。ｇ+とｇ-は
それぞれ正側及び負側神経素子に印加されるフィードバック項である。
【００９３】
Ｄ．神経振動子に対するフィードバック信号の入力
　図８には、位相平面上での神経振動子が位相平面上で形成するリミット・サイクルに併
せて、神経振動子が持つ引き込み領域を示している。しかしながら、適用例のほとんどが
周期運動を対象とし、せいぜい神経振動子の２分の１程度の振幅を持つ周期信号をフィー
ドバック信号に用いていることから、この引き込み領域はさほど大きくない。
【００９４】
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　このため、例えば目標点への到達運動を行なうような、神経振動子の非周期的運動への
適用可能性に関しては十分とは言い難い。また、突発的で非周期的な大きな外乱が印加さ
れて、神経振動子の状態が引き込み領域外に逸脱したときには、リミット・サイクル軌道
に復帰することはできず、この結果、周期運動を継続することができなくなる。これは、
歩行運動中に、不整地に入り込んだり障害物と衝突したりしたときに、歩行の継続が不能
となって転倒することを意味する。
【００９５】
　本発明者らは、このように引き込み領域外に逸脱した状態から引き込み領域内に復帰さ
せるために、通常の周期信号によるフィードバックではなく、一時的で大きな値を持つフ
ィードバックが有効であると考えている。ここで言う一時的なフィードバックとは、引き
込み領域外に状態が遷移した場合のみ印加される短期的且つ非周期的なフィードバックで
あり、例えば神経振動子の１０倍程度の振幅を持つパルス的な非周期信号で構成される。
【００９６】
　具体的な例として、２足歩行運動を挙げ、定常歩行時に前向きに大きな外力が加わった
場合を考える。このとき、転倒を防止するために歩幅を大きくすれば、歩行を継続するこ
とができると考えられる。そして、外力が除かれた後は、定常歩行と同様の周期的フィー
ドバックを用いればよいので、非定常な場合のみに発動される、非周期的若しくはワンシ
ョット的な、大きな振幅を持つフィードバックが有効である。
【００９７】
　図１０には、振動子出力ｑとワンショット的なフィードバック信号の関係を概念的に示
している。振動子出力ｑが脚の前後方向への位置指令にマッピングされるという制御構成
であれば、ワンショット的なフィードバックにより歩幅が一時的に増加して、より前方に
脚を移動させることである。したがって、そのときのフィードバック信号の振幅を通常の
周期的フィードバック信号よりも大きく増加させればよい。また、外力が後ろ向きであっ
た場合には、歩幅を減少させることが望ましいと考えられる。
【００９８】
　非特許文献１０には、定常発振時の神経振動子の出力について、数値的に以下のことを
示している。
【００９９】
（１）時定数の比τ1／τ2は振動子出力ｑの外形を定め、また、τ1／τ2を一定に保ちな
がらτ1のみを変化させることで、自励発振の固有振動数を変化させることができる。
（２）定常入力項ｃと振動子ｑの振幅の間には良好な線形関係がある。
【０１００】
　また、同文献には、フィードバック信号ｇとして正弦波を入力した場合の出力について
記載されている。しかしながら、非周期的なフィードバックについては言及されていない
。
【０１０１】
　そこで、本発明者らは、まず、振幅１、周期１秒で固有発振するように、神経振動子の
パラメータを以下のように調節し固定し、図１１に示すような矩形状の１パルスの入力信
号を「ワンショット・フィードバック」として、図９に示した神経振動子に印加して、振
動子出力の挙動を数値的に検証してみた。但し、図示の矩形波ｇは、高さＨ（－２．０≦
Ｈ≦１０．０）、パルス幅Ｗ（Ｔ／８≦Ｗ≦∞、Ｔは振動子固有周期）、φはワンショッ
ト・フィードバックを入力する位相（ｑ＝０且つｄｑ／ｄｔ＞０のときφ＝０）とした。
従来、神経振動子へのフィードバックの大きさは定常振幅に対して比較的小さい値（例え
ば０．２程度）が用いられてきた。これに対し、非周期的なフィードバック信号では、よ
り絶対値の大きな振幅Ｈ（－２．０≦Ｈ≦１０．０）を用いて、振動子出力ｑを大きく変
動させることができる。
【０１０２】
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【数２】

【０１０３】
　相互抑制結合された神経素子１及び２は、神経振動子の出力ｑの正側出力及び負側出力
をそれぞれ担当し（式（５）を参照のこと）、図１１に示した矩形波がこれら２つの素子
に対するフィードバック信号ｇとして入力される。
【０１０４】
　ここで、各神経素子へのフィードバック信号は、符号の与え方によって興奮（正）・ゼ
ロ・抑制（負）の加え方がある。興奮性結合は神経素子出力をより大きくし、抑制性結合
はその逆である。神経素子へのフィードバックの組み合わせを以下の表にまとめた。
【０１０５】

【表１】

【０１０６】
　２つの神経素子の対称性を考慮すると、同表のようにＩ～Ｖの５つのケースが考えられ
る。以下、各々について結果を説明する。
【０１０７】
Ｄ－１．興奮－興奮、又は抑制－抑制のフィードバック（ケースＩ及びＶ）
　両方の神経素子に対して同じ値の興奮性又は抑制性のフィードバックを加える。この場
合、上式（１）及び（３）において定常入力ｃを増減しているのと等価である。定常入力
ｃと振動子出力ｑの振幅との間には良好な線形関係があることが分かっているので、振幅
の変化が起こる。
【０１０８】
　ケースＩのステップ状の興奮－興奮フィードバック、及びケースＶで周期の半分の抑制
－抑制フィードバックを入力した場合の振動子出力の結果をそれぞれ図１２及び図１３に
示す。図１２を見ると、徐々に振幅が増大しており、応答性が低いことが分かる。また、
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図１３についても、一旦振幅が小さくなると元の振幅に復帰するまで２周期以上要してい
るケースも見受けられ、同じく応答性が低く、さらに出力が滑らかでない場合も見られる
。
【０１０９】
　いずれの場合も、振動子出力の発振は継続され、その振幅も矩形波の高さＨの値に比例
したものになることから、このようなフィードバックは徐々に振幅を増減するような場合
に適するものと考えられる。
【０１１０】
Ｄ－２．興奮－抑制フィードバック（ケースＩＩＩ）
　正側の神経素子に興奮性フィードバックを、負側の神経素子に抑制性フィードバックを
それぞれ入力すると、正側の振幅は増加し、負側の振幅は減少することが予想される。図
１４Ａ～Ｃには、神経振動子に対し興奮－抑制型のフィードバックをステップ入力した場
合、周期の半分の矩形波を振幅増加方向に入力した場合、振幅減少方向に入力した場合の
結果をそれぞれ示している。
【０１１１】
　図１４Ａでは、０．８以上のフィードバックを印加すると、滑らかに発振が止まる様子
が分かる。非特許文献１０で安定な発振のためには時定数比τ1／τ2は０．５以下が望ま
しいとされている。これに対し、本実施形態では、敢えて時定数比τ1／τ2＝０．８と設
定して発振を止めることで、不連続的な運動を生成することが可能にしている。これは到
達運動のように非周期的で目標点に向けてロボットの関節角を制御する場合に有用である
【０１１２】
　図１４Ｂでは、フィードバック信号をワンショット的に印加している期間のみ、正側の
振幅が大きく変更されている。また、図１４Ｃでは、Ｙ軸を逆に見れば、フィードバック
信号が負側にワンショット入力されたものと等価になる。このように、興奮－抑制型のフ
ィードバックをワンショット的に入力することで、振幅を一部だけ小さくすることができ
ていることが分かる。しかし、大きなフィードバック（例えば、Ｈ＝１０．０）を入力し
た場合には、入力を除いた直後に速度が不連続となり発振が止まってしまうことが分かる
。このような速度の不連続性はロボットの関節指令値として用いる場合に好ましくない。
【０１１３】
　図１４Ｂ並びに図１４Ｃに見られる不連続な振動子出力についてさらに考察する。
【０１１４】
　図１５には、神経振動子の内部変数の振る舞いを詳しくプロットして示している。同図
から、フィードバックが加わったときには、負側の神経素子の内部変数ｕ2の値が大きく
マイナス方向に引っ張られていることが分かる。これは、ワンショット・フィードバック
と正側素子の内部変数ｕ1の抑制結合に依拠するものである。
【０１１５】
　相互抑制結合γの重みは２と設定していることから、ワンショット・フィードバックの
値と足すと、大雑把に見積もって正側の３倍近くの大きさの抑制フィードバックがかかっ
ている。このため、ワンショット・フィードバックを除いたとしても、負側の神経素子の
内部変数ｕ2が増大するには時間がかかり、その結果ｕ1及びｕ2がともに負となり、振動
子の出力が０となっていることが判明した。
【０１１６】
　２つの神経素子の内部変数ｕ1及びｕ2がともに負のとき、振動子出力には何ら影響を及
ぼさないことから、過剰な抑制信号は無意味である。これらは、次に説明するケースＩＩ
の興奮－ゼロ型、並びにケースＩＶの抑制－ゼロ型のフィードバックで改良することがで
きる。
【０１１７】
Ｄ－３．興奮－ゼロ、又は抑制－ゼロのフィードバック（ケースＩＩ、ＩＶ）
　上述したケースＩＩＩの結果から、調節したい側の神経素子のみにワンショット・フィ
ードバックを加えることを考える。すなわち、正側振幅のみ大きくしたいのであれば正側
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素子にのみフィードバックを入力し、負側素子への入力はゼロとする。また、このときに
相互抑制結合により負側に過剰な抑制信号とならないように、相互抑制結合の重みγを下
式（７）のように調節する。
【０１１８】
【数３】

【０１１９】
　図１６Ａには、正側神経素子に正方向に振幅を持つパルス波をワンショット・フィード
バックとして入力した結果を示している。また、図１６Ｂには、正側神経素子に負方向に
振幅を持つパルス波をワンショット・フィードバックとして入力した結果を示している。
図１４Ｂ及び図１４Ｃで観察されたような速度の不連続性は、図１６Ａ及び図１６Ｂでは
見られず、出力が滑らかになっていることが分かる。また、図示しないが、Ｗ＝∞とした
場合の挙動は、図１４Ａと同様であった。いずれの場合も、振幅の最大値はワンショット
・フィードバックの大きさと比較的よい線形性があることが分かる。
【０１２０】
Ｄ－４．周期的フィードバックとの併用
　上述したように、特定の振幅のみを変更できることが確認することができた。しかしな
がら、元の振動に比して位相のずれを生じている。この場合であっても、定常的にベース
ラインとして周期信号を入力し、引き込み特性を利用してこの位相ずれを吸収することが
できる。
【０１２１】
　図１７には、正弦波をベースラインとして常に入力しながらワンショット・フィードバ
ックを行なった結果を示している。同図では、入力する位相を変えながらワンショット・
フィードバックを行なっている。ワンショット・フィードバック信号を神経振動子に入力
した後、２周期以内ですぐに元の振動に収束していることが分かる。したがって、従来か
ら用いられてきた周期信号のフィードバックによる引き込み現象と、引き込み領域を逸脱
したときのワンショット・フィードバックを併用することが可能である。
【０１２２】
　以上の結果を総括すると、神経振動子に対する非周期的なフィードバック入力に関し、
次のことが言える。
【０１２３】
（１）出力振幅を緩やかに増加（減少）させることができる（ケースＩ及びＶ）。
（２）特定の値で発振を停止することができる（ケースＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ）。
（３）特定の振幅のみ、滑らかに増減することが可能である（ケースＩＩ、ＩＶ）。
（４）周期信号フィードバックと併用することができ、ワンショット・フィードバックに
よる位相のずれを吸収できる。
【０１２４】
Ｅ．投球動作への適用例
　この項では、図１～図４に示したロボット装置の上肢運動を神経振動子の引き込み特性
とワンショット・フィードバックを用いて制御する適用例の１つとして、投球動作につい
て考察してみる。
【０１２５】
　ここでは、投球には肩関節のみを用い、肩関節角度が閾値を越えたときに把持している
ボールを放して投球動作（下手投げ）を行なうものとする。かかる投球動作のために、図
１８に示すように、ロボットの左肩ピッチ関節に神経振動子を配置し、神経振動子に対し
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てワンショット・フィードバックを用いる。
【０１２６】
　図１９には、ロボット装置による投球動作の枠組みを図解している。
【０１２７】
　操作者は、左肩ピッチ関節に配置された神経振動子ｑl

aに対するフィードバックｇ+の
値を、ある時刻で任意の値に変化できるものとする。ここでは、滑らかな振動子出力を得
るために、ワンショット・フィードバックのうち興奮－ゼロ型（若しくは抑制－ゼロ型）
フィードバックを適用し、常にｇ-＝０とし、ｇ+を神経振動子に入力する。ｇ+＝０なら
ば自励発振するが、ワンショット・フィードバックｇ+の値によって発振を停止すること
ができる。
【０１２８】
　神経振動子は、前述の式（１）～（６）で構成される。但し式（５）のｑをｑl

aとおい
ている。また、神経振動子の相互抑制結合γは、上式（７）を用いて調節される。
【０１２９】
　神経振動子出力ｑl

aは、以下の式（８）によって左肩ピッチ関節指令値θl
arm_pitchに

変換される。但し、Ａaはゲイン定数、θl
a_0は中心値のオフセットである。

【０１３０】
【数４】

【０１３１】
　そして、ボールを把持するハンド部は、下式（９）に従って開閉する。すなわち、振動
子出力ｑl

aによって振り下ろされた左肩が所定の閾値角度θl
a_thに到達すると、ハンド

部はボールを放し、これに伴って投球動作が実現する。
【０１３２】

【数５】

【０１３３】
　図２０には、左肩ピッチ関節に配した振動子出力ｑl

aとワンショット・フィードバック
ｇ+の時系列データを示している。パラメータ設定はτ1／τ2＝０．８、ｃ＝６．０、γ
＝２．０、β＝２．５である。そして、図２０Ａには時定数τ1＝０．８の場合、図２０
Ｂには時定数τ1＝５．０とした。そして、ある時刻でステップ状のワンショット・フィ
ードバックｇ+＝－２．８８又は５．７７を印加し、その挙動を観察した。
【０１３４】
　いずれの場合でも、発振が抑制され，一定値に収束していることが分る．また、図２０
Ａと図２０Ｂを比較すると、時定数τ1を変化させることで、ワンショット・フィードバ
ックに対する応答速度を変更できることが分かる。また、印加するワンショット・フィー
ドバック信号の大きさと収束する値の間には良好な線形性があることも確かめられた。
【０１３５】
　また、図２１には、ワンショット・フィードバックをｇ+＝－２．８８とした後、時刻
ゼロで＋５．７７と変化させたときの挙動を示している。この場合、振動子ｑl

aの出力は
－１．７１から過渡状態を経て、＋３．３５へと収束している。すなわち、初期状態から
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終端状態へ、到達運動を行なうことができる。
【０１３６】
　また、このとき振動子へのフィードバック信号ｇ+はステップ状に急峻に変化するが、
振動子出力はローパスフィルタ特性により比較的滑らかに遷移している。これは、ロボッ
トの関節に負荷を掛けない好適な特性である。
【０１３７】
　上述した振動子出力ｑl

aに適当なゲインを掛けることで、肩関節ピッチ軸θl
arm_pitch

を駆動することができる。図２２には、実現した投球動作を０．２秒毎に撮影した様子を
示している。およそ０．３メートル程度ボールが飛ぶ投球動作が実現されていることが分
る。
【０１３８】
Ｆ．歩行運動への適用例
　この項では、図１～図４に示したロボット装置の２足歩行運動を、神経振動子を用いて
制御する適用例について考察してみる。神経振動子に対して周期的信号をフィードバック
することで、引き込み特性を利用した定常的な歩行動作を実現できるとともに、神経振動
子の状態が引き込み領域から逸脱したときに、非周期的信号のフィードバックにより引き
込み領域へ戻すことができる。
【０１３９】
Ｆ－１．振動子の配置
　図３及び図４に示したように、本実施形態に係るロボット装置は関節軸毎に回転型アク
チュエータを配置し、これらの位置制御に基づいて所望の装置運動を実現するので、直接
の制御対象である関節軸毎に振動子を配置することが考えられる。例えば、６自由度の脚
に対し関節毎に振動子を定義することもできる。
【０１４０】
　ところが、このような順動力学での振動子の配置が、振動子の振る舞いを系全体の挙動
として理解することを難しくする、という問題がある。すなわち、個々の関節角の動作が
作用点としての足部の挙動（接地点や歩幅など）にどれだけ寄与するのか、判りにくい。
【０１４１】
　このような振動子の配置方法は、ロボット工学的には、順運動学的な配置となり、各振
動子の指令は非常に複雑なものとなる。例えば、歩行型ロボットの重心高さを制御する、
あるいは脚の接地位置を制御するような特定のタスクを実行する場合、振動子が出力すべ
き指令は制御目標（すなわち重心高さや接地位置）と座標系が相違するため、振動子特性
の設計が直観的に理解し難く、実現が困難である。このため、フィードバック経路が非常
に複雑になり、試行錯誤的に多大な時間を要してしまう。
【０１４２】
　そこで、本実施形態では、逆キネマティクスを導入した振動子の配置を行なうようにし
ている。制御目標である可動部位に対する基準座標系を設定し、この基準座標系の座標軸
毎に可動部位についての振動子を記述する。この場合、振動子から基準座標系における可
動部位への指令値を得ることができる。そして、可動部位に対する位置指令を逆キネマテ
ィクス演算により、関節角度指令に変換することができる。また、基準座標系における可
動部位の状態量を振動子にフィードバックすることで、引き込み現象を有効に利用するこ
とができる。図７に示した例では、胴体座標系を設定し、神経振動子の出力ｑiを当該座
標系の足先軌道にマッピングし、さらに逆キネマティクス演算により脚部の各関節指令値
を算出している。
【０１４３】
　基準座標系の座標軸毎に可動部位についての振動子を記述するので、ロボット装置が実
現する機能に応じた振動子の配置を実現することができる。また、制御目標である可動部
位の作用点について振動子を記述するので、振動子の役割を直観的に理解し易い配置とな
り、振動子のパラメータ調節が容易になる。そして、振動子による可動部位に対する指令
値を該当する関節部に対する指令値に変換することで、直接の制御対象である関節部アク
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チュエータの指令値を得ることができる。したがって、ロボット装置の力学的特性にも有
効に引き込みを行ない、振動子による引き込み現象をより有効に利用することができる。
【０１４４】
　図２３には、ＸＹＺ直交座標系により基準座標系が構成され、各軸に沿って左右の両脚
にそれぞれ振動子を配置した例を示している。ロボット装置の自重を支持する動作はＺ方
向であり、歩を進めるための動作はＸ方向、左右のバランスを保つための腰揺動はＹ方向
であると機能的に分解することができる。図示の例では、左脚ＸＹＺの各方向に振動子ｑ
l
x、ｑl

y、ｑl
zを、右脚ＸＹＺの各方向に振動子ｑr

x、ｑr
y、ｑr

zをそれぞれ配置し、合
計６個の振動子を使用している。図示しないが、足先姿勢に関しても、同様に基準座標系
で考えることができる。
【０１４５】
　ここで、図２３に示した振動子の配置構成をした脚を用いた直進歩行について考察する
。但し、説明の簡単化のため、足先姿勢は基準姿勢のままであるとする。
【０１４６】
　絶対空間上に座標系Ｒworldを設定する。また、ロボットに固定された座標系Ｒbodyを
設定する。ここでは、図２４に示すように原点と座標軸をとる。絶対座標系Ｒworldから
見たロボット座標系Ｒbodyの原点位置と姿勢を下式（１０）のように表す。
【０１４７】
【数６】

【０１４８】
　この場合、ロボット装置に固定された座標系Ｒbodyから見た左右の足先位置（ｘ，ｙ，
ｚ）並びに姿勢（ｒｏｌｌ，ｐｉｔｃｈ，ｙａｗ）はそれぞれ下式（１１）、（１２）の
ように表される。但し、記号ｌは左、ｒは右を意味する。
【０１４９】

【数７】

【０１５０】
　これら足先位置が与えられたとき、逆キネマティクス演算を用いて関節角を算出するこ
とができる。
【０１５１】
　ＸＺ平面は「矢状面（Ｓａｇｉｔｔａｌ Ｐｌａｎｅ）」であり、ＹＺ平面は「前額面
（Ｌａｔｅｒａｌ Ｐｌａｎｅ）」である。本明細書では、Ｘ軸正方向に進むことを前進
、Ｘ軸負方向に進むことを後進と呼ぶことにする。
【０１５２】
Ｆ－２．振動子を用いた２足歩行運動
　本実施形態に係るロボット装置は、左右の可動脚を備え、２足歩行を行なう。かかる２
足歩行は、一般に、以下に示す各動作期間に分割される歩行周期を繰り返すことによって
行なわれる。すなわち、
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（１）右脚を持ち上げた、左脚による単脚支持期
（２）右足が接地した両脚支持期
（３）左脚を持ち上げた、右脚による単脚支持期
（４）左足が接地した両脚支持期
【０１５４】
　要するに、歩行運動は、離散的な接地と支持脚と遊脚の切り替えを周期的に繰り返すこ
とにより実現される。
【０１５５】
　本実施形態では、基準座標系の座標軸毎に可動部位についての振動子を記述するように
している。この場合、振動子から基準座標系における可動部位への指令値を得ることがで
きる。そして、このような可動部位に対する位置指令を逆キネマティクス演算することに
より、関節角度指令に変換することができる。また、基準座標系における可動部位の状態
量を振動しにフィードバックすることで、引き込み現象を有効に要することができる。
【０１５６】
　歩行運動を矢状面と前額面に分解して検討することは広く一般に用いられる考え方であ
る。図２５には、歩行運動制御を行なうための振動子配置を示している。図示の例では、
左右の脚についてそれぞれＸ方向位置の振動子とＺ方向位置の振動子が配置されている。
各振動子に対する入力と出力の関係を以下の表にまとめておく。
【０１５７】
【表２】

【０１５８】
　以下では、まず始めに、前後進を伴わないその場足踏み、すなわち前額面内での運動に
のみ着目する。これに続いて、矢状面内での運動を考え、前後進を伴う歩行運動について
述べる。
【０１５９】
Ｆ－２－１．前額面内の足踏み運動
　前額面（ＹＺ平面）内運動を、さらにＺ方向とＹ方向と独立に分解して考える。Ｚ方向
運動は、自重を支える運動と、遊脚のためのクリアランスをとる動きを左右の脚で交互に
行なう。説明の簡素化のため、足踏み運動はＺ方向の運動のみで生成し、Ｙ方向は基準位
置のまま固定する。
【０１６０】
　ここで、Ｚ方向に沿って配置した左右脚の振動子出力ｑl

z及びｑr
zと適当な定数Ａl

z及
びＡr

z、及びＺ方向初期基準位置ｚ0を用いると、下式（１３）及び（１４）で表される
ように左右の脚Ｚ位置を駆動すれば、足踏み運動を生成することができる。
【０１６１】
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【数８】

【０１６２】
　しかしながら、ロボットの物理的な固有振動数と振動子の固有振動数が近い場合、共振
により定常的な振動は継続できず、外乱にも弱い。また、振動子の固有振動数が小さい場
合、遊脚化できず、足踏み運動を行なうことができない。そこで、本実施形態では、物理
振動子であるロボットが定常的な発振を行ない、定常的な足踏み動作を継続するため、左
右の脚の各振動子ｑl

z及びｑr
zに対し、以下のようなフィードバック系を導入する。

【０１６３】
（１）進展反応（Ｅｘｔｅｎｓｏｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）
　除脳猫の実験では、脚が進展されているとき、足裏に力が加わるとより強く踏み込むこ
とが知られており、「進展反応」と呼ばれる。このような動作は、鉛直方向床反力を神経
振動子に対するフィードバックに用いることにより、実現することができる。計測される
左右脚床反力をそれぞれＦl

z及びＦr
ｚとおく。また、ロボットの質量をｍ、重力加速度

をｇとおく。このとき、Ｚ方向に沿って配置した各振動子ｑl
z及びｑr

zへのフィードバッ
ク信号ｇERを下式（１５）のように設定することができる。なお、フィードバック・ゲイ
ンｈERの調節を行ない易くなるようにｍｇで正規化し、左右脚で対称な足踏み動作を行な
うため、符号反転する。
【０１６４】
【数９】

【０１６５】
　Ｚ方向に沿って配置した左右の振動子ｑl

z及びｑr
zにより脚Ｚ位置を駆動させて足踏み

運動を生成する際、これらの振動子ｑl
z及びｑr

zに対し上述したような進展反応を利用し
たフィードバック系を導入することにより、床反力が大きくなったとき、より脚を踏み込
むように動作する。この結果、常に床面からの体幹高さＰb

Zを高く保持することができる
。図２６にはその様子を示している。
【０１６６】
（２）前庭脊髄反応（Ｖｅｓｔｉｂｕｌｏ－ｓｐｉｎａｌ　Ｒｅｆｌｅｘ）
　生物の神経系には、体幹が傾斜した場合，傾きを止める側の筋肉が進展されることが知
られており、これを「前庭脊髄反射」と呼ぶ。体幹のロール方向の傾きｐb

rollに基づく
フィードバック信号ｇVSR（式（１８）を参照のこと）を左右の振動子ｑl

z及びｑr
zにそ
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れぞれ入力することで、この反射を導入することができる。但し、フィードバック・ゲイ
ンをｈl

VSR及びｈr
VSRとして、左右脚で対称な動作を行なうため符号反転する。

【０１６７】
【数１０】

【０１６８】
　神経振動子はパラメータを調節することにより、大きなフィードバック値が入力された
場合に発振を止めることが可能である。図２７にはその様子を示している。この性質を利
用して、体幹が大きく傾いた場合、発振を一時的に抑制し、重力による復帰モーメントに
よって転倒を回避することができる。
【０１６９】
　図２８には、ロボット装置の前額面内の足踏み運動を制御するシステム構成例を示して
いる。図示のシステムは、２素子型神経振動子に基づいて指令値を生成するＣＰＧ制御部
と、制御対象となるロボットと、神経振動子に対するフィードバック項を与える神経振動
子フィードバック信号生成部で構成される。
【０１７０】
　ＣＰＧ制御部は、神経振動子と、胴体座標系足先軌道生成部と、逆キネマティクス演算
部と、関節指令値生成部を備えている。
【０１７１】
　左右の脚には、２素子型神経振動子φl

z及びφr
zが胴体座標系Ｚ方向に沿って配置され

る。これらの振動子は、環境に対して引き込み特性を持つが、フィードバック信号なしの
状態でも固有振動数で自励発振して、ｑl

z及びｑr
zをそれぞれ出力する。２素子型神経振

動子の出力は上式（１）～（６）に示した通りである。
【０１７２】
　胴体座標系足先軌道生成部は、左右脚の各神経振動子の出力ｑl

z及びｑr
zを、直交胴体

座標系から見た左右それぞれの脚部が足踏み運動する際の足先の位置軌道ｐl
z及びｐr

zへ
変換（マッピング）する。左右それぞれの脚への位置指令ｐl

z及びｐr
zは上式（１１）及

び（１２）に示した通りである。
【０１７３】
　逆キネマティクス演算部は、生成された足先軌道を実現するための脚部の各関節位置を
逆キネマティクス演算により算出する。関節指令値生成部は、得られた関節位置に駆動す
るための指令値信号を生成して、各関節アクチュエータへ出力する。
【０１７４】
　神経振動子フィードバック信号生成部は、ロボットが足踏み運動を行なっている際にお
けるセンサから入力される観測値に基づいて、神経振動子へのフィードバック信号を生成
する。ここでは、神経振動子フィードバック信号生成部は、足踏み運動により得られた体
幹ロール角度ｐb

roll、体幹ロール角速度、及び左右脚のＺ方向床反力Ｆl
z、Ｆr

ｚを入力
し、上式（１５）～（２０）に示したような、伸展反応及び前提脊髄反射を模した線形フ
ィードバック信号ｇER及びｇVSRをそれぞれ生成し、ＣＰＧ制御部内の各神経振動子φl

z
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及びφr
zへ入力する。各振動子への入力を下式（２１）～（２４）に示しておく。

【０１７５】
【数１１】

【０１７６】
　各神経振動子φl

z及びφr
zが持つ引き込み特性により、これらの振動子出力ｑl

z及びｑ
r
zの発振周波数はｇER及びｇVSRの発振周波数と同期し、その位相関係は一定値に固定さ

れ、固有振動数は環境に応じて自律的に調整される。
【０１７７】
Ｆ－２－２．矢状面内の歩行運動
　続いて、ＹＺ兵面内の運動に、さらにＸ方向の脚運動を加えて歩行を生成する場合につ
いて考察してみる。
【０１７８】
　矢状面内運動は、ＸＺ平面で見た足先軌道が楕円のような軌道であれば歩行が可能であ
る。例えば、図２９に示すような時計回りの楕円軌道を描けば、ロボット装置はＸ方向に
移動することができる。この場合、Ｘ方向の運動は、Ｚ方向の運動とは位相が９０度だけ
ずれたフィードバック信号が必要である、と本発明者らは理解している。このときの右脚
の足先のＸ座標ｐr

x及びＺ座標ｐr
zは下式（２５）、（２６）のようになる。但し、ｘ0

及びｚ0を各座標の初期基準位置、Ａx及びＡzを定数、位相φを図示する角度としてパラ
メータ表示する。
【０１７９】
【数１２】

【０１８０】
　上式より、Ｘ方向の振動にはＺ方向の振動と位相が９０度ずれた信号が必要となる。以
下、定性的に考察をする。図３０に示すように、ｐb

rollは、Ｚ方向振動子出力ｑl
z及び

ｑr
zにより生成されている。すなわち、体幹ロール方向の揺動ｐb

rollと振動子出力ｑl
z

（又はｑr
z）は同位相（逆位相）で振動していると考えられる。仮にｑl

z（又はｑr
z）が

正弦波で近似できるとすれば、その１回微分は余弦波となり、９０度の位相差が得られる
。すなわち、ｐb

rollの１回微分は９０度の位相差を持つものと予想される。ロボット装
置が定常足踏みを行なう際の体幹のロール方向角速度をシミュレーションから求めると、
図３１に示すような結果が得られた。
【０１８１】
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　図３１より、体幹ロール方向の揺動ｐb
rollの一回微分と（ｐr

z－ｚ0）にはおよそ９０
度の位相差があることが分る。ここで、式（１４）より、ｑr

z∝（ｐr
z－ｚ0）であるか

ら、Ｚ方向振動と体幹ロール角速度は９０度の位相差を持つことが分る。したがって、左
右脚のＸ方向運動を記述する各振動子ｑl

x及びｑr
xに対するフィードバック信号として、

体幹のロール方向の角速度を用いることにする。
【０１８２】
　矢状面内運動Ｘ方向に関して、下式（２７）及び（２８）に示すように左右の脚に振動
子ｑl

x及びｑr
xを配置し、左右脚をＸ方向に駆動する。但し、ｘ0は初期基準位置、Ａl

x

並びにＡr
xは適当な定数である。

【０１８３】
【数１３】

【０１８４】
　Ｘ方向振動子に入力するフィードバック信号をｇxとすると、左右脚におけるゲインを
それぞれｈl

x及びｈr
xとおいて、下式（２９）～（３１）で定めることができる。なお、

左右対称に駆動するため、左右ゲインは符号反転している。
【０１８５】

【数１４】

【０１８６】
　図３２には、ロボット装置の歩行運動を制御するシステム構成例を示している。ここで
は、前額面内の足踏み運動は既に実現されているものとし、これに矢状面内の運動を重畳
する。図示のシステムは、神経振動子に基づいて指令値を生成するＣＰＧ制御部と、制御
対象となるロボットと、神経振動子に対するフィードバック項を与える神経振動子フィー
ドバック信号生成部で構成される。
【０１８７】
　ＣＰＧ制御部は、神経振動子と、胴体座標系足先軌道生成部と、逆キネマティクス演算
部と、関節指令値生成部を備えている。
【０１８８】
　左右の脚には、Ｘ方向に沿って２素子型神経振動子φl

x及びφr
xが配置されるとともに

、Ｚ方向に沿って２素子型神経振動子φl
z及びφr

zが配置されている。これらの振動子は
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、環境に対して引き込み特性を持つが、フィードバック信号なしの状態でも固有振動数で
自励発振する。２素子型神経振動子の出力は上式（１）～（６）に示した通りである。
【０１８９】
　胴体座標系足先軌道生成部は、左右の脚にＺ方向に沿って配置された各神経振動子の出
力ｑl

z及びｑr
zを、直交胴体座標系から見た左右それぞれの脚部が足踏み運動する際の足

先の位置軌道ｐl
z及びｐr

zへ変換（マッピング）する。左右それぞれの脚への位置指令ｐ
l
z及びｐr

zは上式（１１）及び（１２）に示した通りである。
【０１９０】
　また、胴体座標系足先軌道生成部は、左右の脚にＸ方向に沿って配置された各神経振動
子の出力ｑl

x及びｑr
xを、直交胴体座標系から見た左右それぞれの脚部が歩行運動を行な

う際の足先のＸ方向の位置軌道ｐl
x及びｐr

xへ変換（マッピング）する。左右それぞれの
脚への位置指令ｐl

c及びｐr
xは上式（２７）及び（２８）に示した通りである。

【０１９１】
　逆キネマティクス演算部は、生成された足先軌道を実現するための脚部の各関節位置を
逆キネマティクス演算により算出する。関節指令値生成部は、得られた関節位置に駆動す
るための指令値信号を生成して、各関節アクチュエータへ出力する。
【０１９２】
　神経振動子フィードバック信号生成部は、ロボットが歩行運動を行なっている際におけ
るセンサから入力される観測値に基づいて、神経振動子へのフィードバック信号を生成す
る。ここでは、神経振動子フィードバック信号生成部は、歩行運動により得られた体幹ロ
ール角度ｐb

roll、及び左右脚のＺ方向床反力Ｆl
z、Ｆr

ｚを入力し、上式（１５）～（２
０）に示したような、伸展反応及び前提脊髄反射を模した線形フィードバック信号ｇER及
びｇVSRをそれぞれ生成し、ＣＰＧ制御部内の各神経振動子φl

z及びφr
zへ、上式（２１

）～（２４）に示すように入力する。
【０１９３】
　また、神経振動子フィードバック信号生成部は、ロボットが歩行運動を行なっている際
におけるセンサから入力される観測値に基づいて、神経振動子へのフィードバック信号を
生成する。ここでは、神経振動子フィードバック信号生成部は、歩行運動により得られた
体幹ロール角度ｐb

roll、左右脚のＺ方向床反力Ｆl
z及びＦr

ｚに加えて、体幹ロール角速
度を入力し、上式（２９）～（３１）に示したようなフィードバック信号ｇxを生成し、
ＣＰＧ制御部内の神経振動子φl

x及びφr
xへ入力信号する。各振動子への入力を下式（３

２）～（３５）に示しておく。
【０１９４】
【数１５】
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【０１９５】
　図３３には、神経振動子フィードバック信号生成部の内部構成を示している。神経振動
子フィードバック信号生成部は、振動子配置に合わせて、Ｘ方向振動子とＺ方向振動子へ
のフィードバックとして別々に構成される。各々の方向について、内部はさらに周期信号
を生成する部分と非周期信号を生成する部分に区別される。
【０１９６】
　非周期信号生成部は、センサ情報が一定の条件を満たすとき、一定の値を出力する。ま
た、周期信号生成部は、周期信号入力に対して線形変換を行ない、周期信号のままフィー
ドバック信号を生成する。生成された非周期的及び周期的なフィードバック信号はＸ方向
並びにＺ方向に沿って配置された各々の神経振動子に入力される。
【０１９７】
　Ｘ方向に沿って配置された各神経振動子φl

x及びφr
xが持つ引き込み特性により、これ

らの振動子出力ｑl
x及びｑr

xの発振周波数は、体幹ロール角速度から求まるフィードバッ
ク信号ｇxの発振周波数と同期し、その位相関係は一定値に固定され、固有振動数は環境
に応じて自律的に調整される。また、伸展反応及び前提脊髄反射を模した線形フィードバ
ック信号ｇER及びｇVSRをそれぞれ生成して、Ｚ方向に沿って配置された各神経振動子φl

z及びφr
zへ入力すると、引き込み特性によりこれらの振動子出力ｑl

z及びｑr
zの発振周

波数はｇER及びｇVSRの発振周波数と同期することは、前述（図２８を参照のこと）と同
様である。
【０１９８】
Ｆ－２－３．その場足踏み運動における遊脚高さの増加
　例えば、未知の凹凸路面上を歩行するとき、脚の躓きを防ぐために、遊脚高さを高くす
ることが好ましい。しかしながら、上式（１３）及び（１４）で表される足踏み運動は、
Ｚ方向の運動を記述する振動子ｑzにより駆動されており、脚を踏み込む振幅（ｑz＜０）
と遊脚化する振幅（ｑz＞０）の大きさは同一である。このような場合、遊脚高さを確保
するために振幅Ａzを増大させると、必然的に支持脚時に脚を踏み込む振幅も大きくなり
、体幹ロール方向の振動が大きくなってしまうため、外乱に対して弱くなる。また、大き
な体幹ロール振動のため、足踏み運動を継続することが難しくなり、横方向への転倒に至
ることもある。
【０１９９】
　通常の周期的信号のフィードバックによる引き込み現象のみでは、遊脚をより高く持ち
上げるという動作を振動子ｑzの出力から得ることは難しい。これに対し、ワンショット
・フィードバックを導入すれば、遊脚時のみ振幅を増大させることが可能である。
【０２００】
　以下では、非周期的フィードバック信号としてワンショット・フィードバックを用いる
ことで、遊脚高さを増加させることができ、床面との十分なクリアランスを確保すること
ができることについて説明する。まず、左右脚のＸ方向の運動を記述する各振動子ｑl

x及
びｑr

xに乗算する定数Ａl
x及びＡr

xをともにゼロとして、その場足踏み運動について検討
する。
【０２０１】
　図３４には、ロボット装置が遊脚高さを増加する足踏み運動を実現するための制御シス
テム構成を示している。図示の通り、神経振動子フィードバック信号生成部は、周期信号
生成部と非周期信号生成部を備えている。
【０２０２】
　周期信号生成部は、周期的なフィードバック信号を左右脚のＺ方向を記述する各神経振
動子に入力し、定常的な足踏み運動を行なわせる。具体的には、足踏み運動により得られ
た体幹ロール角度ｐb

roll、体幹ロール角速度、及び左右脚のＺ方向床反力Ｆl
z、Ｆr

ｚを
入力し、上式（１５）～（２０）に示したような、伸展反応及び前提脊髄反射を模した線
形フィードバック信号ｇER及びｇVSRをそれぞれ生成し、ＣＰＧ制御部内の各神経振動子
φl

z及びφr
zへ、上式（２１）～（２４）に示すように入力する。
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【０２０３】
　一方、非周期信号生成部は、遊脚をより高く持ち上げるという非定常的な足踏み運動を
行なわせる際に、具体的にはロボット装置が次の条件に合致するときに、ワンショット・
フィードバック信号を生成して、各神経振動子φl

z及びφr
zに供給する。ここで、ワンシ

ョット・フィードバック信号は神経振動子に比して大きな定数とし、例えば＋１０．０と
する。
【０２０４】
（１）足底が床面に接触していない。
（２）支持脚方向に倒れこむ向きに体幹ロール角速度が生じている。
【０２０５】
　この条件を定式化すると、以下の通りとなる。
【０２０６】
【数１６】

【０２０７】
　ワンショット・フィードバックは、振動子ｑzを正方向に大きくする（脚を短くする）
ために、ｑzの１０．０倍の振幅を持つ。ワンショット・フィードバックは、上記の線形
的フィードバックｇER並びにｇVSRをベースラインとして重ね合わせて各神経振動子φl

z

及びφr
zに印加される。神経振動子φl

z及びφr
zへのフィードバック信号を下式（３８）

～（４１）に示す。
【０２０８】
【数１７】

【０２０９】
　なお、このワンショット・フィードバックの発動は、歩行ロボットの運動制御に用いら
れる状態遷移機械と同一であり、神経振動子と状態遷移機械の制御器を容易に組み合わせ
られることが分る。
【０２１０】
　図３５には、ワンショット・フィードバックを利用して遊脚高さを増加させる制御を行
なった際の計算機シミュレーション結果を示している。また、これとの比較として、図３
６には、ワンショット・フィードバックを導入せずに遊脚高さの増加を試みた場合の計算
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機シミュレーション結果を示している。
【０２１１】
　各図において、上段は、左脚足底面のＺ方向高さを示している。ワンショット・フィー
ドバックを導入した場合、最大遊脚高さがおよそ２倍に向上していることが分る。
【０２１２】
　また、各図の中段は、振動子出力ｑl

zと印加されたフィードバック（正側：ｇ+、負側
：ｇ-）を示している。ワンショット・フィードバックを用いないと、正負の振幅は等し
くその絶対値はほぼ１を取っている。これに対し、＋１０．０のワンショット・フィード
バックが印加されている場合では、正側の振幅のみ出力が大きく増幅され、およそ６倍の
値をとっている。また、この最大振幅は、印加するワンショット・フィードバックの値と
良好な線形関係が確認できた。
【０２１３】
　また、各図の下段は足踏み運動時のロボットの体幹ロール角度ｐb

rollの時系列変化を
示している。ワンショット・フィードバックを導入した場合でも、体幹ロール方向への揺
動は増加せず、むしろ小さくなっている。したがって、体幹ロール方向への振幅を増加す
ることなく遊脚高さのみを増加させることができていることが分る。
【０２１４】
　また、支持脚時の振る舞いは、線形フィードバック信号ｇER並びにｇVSRを用いた場合
と同様であり、横方向への外乱に対するロバスト性を従来と同じく確保することができる
。
【０２１５】
Ｄ－２－４．遊脚高さを確保した直進歩行、高速歩行、障害物踏破
　次に、Ｚ方向へのワンショット・フィードバックを導入した場合の直進歩行について説
明する。ワンショット・フィードバックを用いて遊脚高さを支持脚Ｚ方向振幅と独立に制
御することで、（１）高速な歩行が可能になる、（２）不整地踏破性が向上する、といっ
たメリットがある。
【０２１６】
（１）高速歩行を行なう場合、重心の上下動を最小化し、位置エネルギの損失を防ぐ必要
がある。このため、支持脚のＺ方向変位はなるべく小さく設定されるべきである。また、
遊脚も床面と接触しない範囲で最小化すれば、歩行周期が短く大きな関節角速度が必要な
場合でも対応することができる。ワンショット・フィードバックを用いない場合、支持脚
振幅と遊脚振幅が同一となるため、各々を調整することができず、歩行速度が限定される
。
【０２１７】
（２）不整地歩行を行なう場合、躓きを防止するために遊脚高さを大きく確保することは
重要である。ワンショット・フィードバックを用いない場合は、遊脚高さの確保に限界が
あるため、歩行路面の凹凸に対して堅牢性が低い。
【０２１８】
　以上の点を鑑みて、定常直進時、高速歩行時、並びに、不整地における踏破性について
、ワンショット・フィードバックを導入することの有効性について考察する。
【０２１９】
Ｆ－２－３－１．定常直進時の脚軌道の位相調整
　図３７～図４０には、実機を用いた直進歩行時の右脚軌道を示している。図３７及び図
３８はワンショット・フィードバックを用いない場合、図３９及び図４０はワンショット
・フィードバックを用いた場合である。図３７並びに図３９は、振動子出力をＸＺ平面で
プロットしたものであり、白丸は遊脚、黒四角は支持脚を表しており、時間とともに時計
回りの軌道を描く。また、図３８並びに図４０は、振動子出力と脚接地状態を時系列で示
したものである。
【０２２０】
　図３７では、ほぼ楕円型の点対称な脚軌道となっており、接地時の踏み込み量と遊脚高
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さが変わらないことが分る。また、図３８を見ると、Ｘ方向振動子出力が最小のとき、す
なわち支持脚が最も後ろにあるとき遊脚となり、振動子出力の最大付近で接地しており歩
幅が増加していることが分る。
【０２２１】
　これに対し、ワンショット・フィードバックのある図３９では、Ｚ方向に非対称で遊脚
高さが大きな脚軌道となっていることが分る。また、図４０でも、Ｚ正方向の振動子出力
が大きくなっていることが分る。
【０２２２】
　しかしながら、ワンショット・フィードバックを導入することによって、歩行に必要な
Ｘ－Ｚ間の適切な位相差が変化する。この影響により、遊脚が接地した後でも、前に脚を
蹴り出すような動きをしており、その結果、歩幅が減少することになる。また、この軌道
は遊脚期の前半に高いクリアランスがあるものの、遊脚期の後半では非常に小さなクリア
ランスしかないため、障害物に容易に躓いてしまう。
【０２２３】
　そこで、Ｘ－Ｚ間に適切な位相差を生成させるためのベースライン周期信号フィードバ
ックについて検討する。
【０２２４】
　Ｘ方向振動子の引き込みは、式（２９）で示したように、体幹ロール角速度に基づくフ
ィードバック信号ｇxを用いている。このｇxは、Ｚ方向振動子の引き込みに使われるフィ
ードバック信号ｇERとは９０度の位相差があることが予想される（前述）。図４１には、
実機実験より計測された体幹ロール角速度とｇERの関係を示している。但し、Ｋは適当な
正規化定数で、定常足踏み運動のセンサ値である体幹ロール角速度より得られる。同図よ
り、およそ９０度の位相差があることが確かめられた。
【０２２５】
　したがって、これらのセンサ信号に基づくフィードバック信号を下式（４２）～（４５
）で定めるように重み付け線形結合して、Ｘ方向振動子に対する線形フィードバック信号
を生成することで、歩行に必要な適切な位相差を生成する。正規化された体幹ロール角速
度を改めてｇd(roll)とおく。
【０２２６】
【数１８】

【０２２７】
　図４２には、ロボット装置が遊脚高さを確保した直進歩行運動を実現するための制御シ
ステム構成を示している。図示の通り、神経振動子フィードバック信号生成部は、Ｚ方向
の神経振動子に対する周期信号生成部と非周期信号生成部を備えるとともに、Ｘ方向の神
経振動子に対する周期信号生成部を備えている。
【０２２８】
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　Ｚ方向の神経振動子に対するフィードバック信号を生成する仕組みは、図３４に示した
システム構成と同様である。すなわち、周期信号生成部は、周期的なフィードバック信号
を左右脚のＺ方向を記述する各神経振動子に入力し、歩行運動により得られた体幹ロール
角度ｐb

roll、体幹ロール角速度、及び左右脚のＺ方向床反力Ｆl
z、Ｆr

ｚを入力し、上式
（１５）～（２０）に示したような、伸展反応及び前提脊髄反射を模した線形フィードバ
ック信号ｇER及びｇVSRをそれぞれ生成し、ＣＰＧ制御部内の各神経振動子φl

z及びφr
z

へ入力する。また、非周期信号生成部は、式（３６）又は式（３７）で定式された条件が
合致するときに動作して、式（３６）又は式（３７）に示されるワンショット・フィード
バック信号を生成する。ワンショット・フィードバックは、上記の線形的フィードバック
ｇER並びにｇVSRをベースラインとして重ね合わせてＺ方向の各神経振動子φl

z及びφr
z

に印加される。神経振動子φl
z及びφr

zへのフィードバック信号は上式（３８）～（４１
）に示した通りである。
【０２２９】
　一方、Ｘ方向の神経振動子に対する周期信号生成部は、周期的フィードバック信号ｇx

はＺ方向振動子の引き込みに使われるフィードバック信号ｇERとは９０度の位相差がある
という予想の基で、伸展反応を利用したフィードバックｇERと、正規化された体幹ロール
角速度ｇd(roll)とを重み付け線形結合して、上式（４４）に示した線形フィードバック
信号を生成してＸ方向振動子に入力することで、歩行に必要な適切な位相差を生成する。
神経振動子φl

x及びφr
xへのフィードバック信号を下式（４６）～（５３）に示す。

【０２３０】
【数１９】

【０２３１】
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　本発明者らは、式（４５）に従って体幹ロール角速度に基づくフィードバック信号ｇd(

roll)に対する重みｈd(roll)をパラメータとして変化させ、脚軌道への影響を調べてみた
。図４３～図４６にはその結果を示している。図示の通り、脚は時計回りに軌道を描いて
いる。この結果、遊脚最大高さとなるのが遊脚初期から徐々に後期に移っていく様子が確
かめられる。
【０２３２】
　どのような脚軌道が最適であるかは、目的によって異なるため、一意に定まらないが、
例えば不整地路面を歩くような場合ではｈd(roll)＝０．２のようなクリアランスを一定
に保つような軌道が相応しい。
【０２３３】
　人間の歩容に近い形態を目指すならば、ｈd(roll)＝０．４の値が良いと思われる。図
４７には、ｈd(roll)＝０．４の場合の脚軌道を示している。また、図４８には人間の定
常歩行時の脚先軌道をモーション・キャプチャしたデータを示しているが、両者が類似し
ていることが分かる。
【０２３４】
　以上から、ワンショット・フィードバックと定常周期フィードバック信号の組み合わせ
によって脚軌道を変化させることができることが理解できる。
【０２３５】
Ｆ－２－３－２．高速歩行
　神経振動子を用いた高速歩行運動においても、ワンショット・フィードバックを用いれ
ば、支持脚時の踏み込み量を減らし、遊脚高さのみを増加させることが可能である。踏み
込み量の減少は左右揺動を減らすことにつながり、その結果、ロボットは転倒しにくくな
る。この場合の制御システム構成は、図４２と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０２３６】
　図４９には、ワンショット・フィードバックを導入して神経振動子を用いた高速歩行運
動制御を行なった場合の実験結果を示している。また、比較として、ワンショット・フィ
ードバックを用いずに高速歩行を行なった結果を図５０に示している。但し、移動速度は
、接地脚と体幹との相対速度によるデッドレコニングにより計測している。ワンショット
・フィードバックにより、毎秒０．２９２メートルという高速な歩行が可能であった。こ
れは、ワンショット・フィードバックを導入しない場合に比しておよそ１．５倍の速度で
ある。
【０２３７】
Ｆ－２－３－３．不整地踏破性の向上
　遊脚高さを高くすれば、不整地での躓きを回避することができる。この場合の制御シス
テム構成は、図４２と同様なので、ここでは説明を省略する。
【０２３８】
　本発明者らは、ワンショット・フィードバックによる不整地踏破性を確かめるため、段
差を踏破する実験を行なった。この実験では、厚さ２、３、５、並びに６．５ミリ・メー
トルの板を歩行面上に置いて、ロボットが段差を昇ること並びに下ることが可能かどうか
を調べた。各１０回とし、さまざまな位相から歩行を開始し、踏破できる割合を調べた。
また、歩行周期が短いほど横方向へのロバスト性が向上することが分っているので、神経
振動子の時定数τ1を変化させて、歩行周期を変えることで比較した。
【０２３９】
　図５１にはその実験結果を示している。また、これとの比較として、ワンショット・フ
ィードバックを用いない場合に実験結果を図５２に示している。横軸は段差の条件を、縦
軸は踏破できた割合（％）を棒グラフで示している。パターンの違いは歩行周期を表して
いる。ワンショット・フィードバックがある場合の方が踏破できる割合が高いことが分る
。また、ワンショット・フィードバックがある場合、歩行周期が小さいほど踏破性が高く
なっている。
【０２４０】
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Ｆ－２－４．前方外力に対するロバスト性の向上
　神経振動子を用いたロボットの運動制御においてワンショット・フィードバックを導入
した場合、突発的な外乱に対して歩幅を増加させることによってロバスト性を向上できる
。
【０２４１】
　図５３には、ロボット装置の前方外力に対するロバスト性を向上させるための制御シス
テム構成を示している。図示のシステムは、図４２に示した直進歩行の枠組みに、さらに
Ｘ方向神経振動子フィードバック生成部で非周期的フィードバックを印加することで実現
され、この非周期的フィードバックによって歩幅を一時的に増加させて、Ｘ方向神経振動
子を引き込み領域に戻すことができる。
【０２４２】
　Ｚ方向の神経振動子に対するフィードバック信号を生成する仕組みは、図３４に示した
システム構成と同様である。すなわち、周期信号生成部は、周期的なフィードバック信号
を左右脚のＺ方向を記述する各神経振動子に入力し、足踏み運動により得られた体幹ロー
ル角度ｐb

roll、体幹ロール角速度、及び左右脚のＺ方向床反力Ｆl
z、Ｆr

ｚを入力し、上
式（１５）～（２０）に示したような、伸展反応及び前提脊髄反射を模した線形フィード
バック信号ｇER及びｇVSRをそれぞれ生成し、ＣＰＧ制御部内の各神経振動子φl

z及びφr

zへ、上式（２１）～（２４）に示すように入力する。また、非周期信号生成部は、式（
３６）又は式（３７）で定式された条件が合致するときに動作して、式（３６）又は式（
３７）に示されるワンショット・フィードバック信号を生成する。ワンショット・フィー
ドバックは、上記の線形的フィードバックｇER並びにｇVSRをベースラインとして重ね合
わせて各神経振動子φl

z及びφr
zに印加される。神経振動子φl

z及びφr
zへのフィードバ

ック信号は下式（３８）～（４１）に示した通りである。
【０２４３】
　また、Ｘ方向の神経振動子に対する周期信号生成部は、周期的フィードバック信号ｇx

はＺ方向振動子の引き込みに使われるフィードバック信号ｇERとは９０度の位相差がある
という予想の基で、伸展反応を利用したフィードバックｇERと、正規化された体幹ロール
角速度ｇd(roll)とを重み付け線形結合して、上式（４４）に示した線形フィードバック
信号を生成してＸ方向振動子に入力することで、歩行に必要な適切な位相差を生成する。
【０２４４】
　一方、Ｘ方向の神経振動子に対する非周期信号生成部は、以下の３条件を満足するとき
に、ワンショット・フィードバック信号を生成する。
【０２４５】
（１）垂直床反力＜Ｆz_th

（２）体幹角速度＞ωth

（３）体幹角度＞θth

【０２４６】
　Ｆz_thは床反力の閾値、ωthは体幹角速度の閾値、θthは体幹角度の閾値である。この
３条件は下式（５４）のように定式化される。
【０２４７】
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【数２０】

【０２４８】
　ここでは、Ｘ方向の神経振動子に対する非周期信号生成部は、＋Ｘ方向へ＋５．０のワ
ンショット・フィードバックｇl

x_1及びｇr
x_1を生成して、Ｘ方向の各神経振動子φl

x及
びφr

xに入力することで、遊脚時の＋Ｘ方向への出力を大きくすることで、歩幅を増加し
転倒を防止する。これらのワンショット・フィードバックは、周期信号生成部からの線形
フィードバック信号ｇxをベースラインとして重ね合わせて各神経振動子φl

x及びφr
xに

印加される。Ｚ方向の神経振動子へのフィードバック項は、定常直進時における足踏み運
動の場合と同様である。各神経振動子へのフィードバック信号は下式（５５）～（６２）
に示す通りである。
【０２４９】
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【数２１】

【０２５０】
　図５４には、定常歩行を行なっているロボットに（但し、歩幅を０．０４ｍ、１歩当た
り０．４秒とする）、時刻ゼロから０．１秒間だけ、進行方向向き（Ｘ正方向）に２５．
０ニュートンの水平外力を骨盤部分に作用させたときに、ワンショット・フィードバック
を用いて歩幅を増加させた場合の動力学シミュレーションの結果を示している。また、こ
れとの比較で、同じ条件でワンショット・フィードバックを用いない場合の結果を図５５
に示す。各図において、“ＳｗｉｎｇＬｅｇ／Ｓｔａｎｃｅ Ｌｅｇ”は足底が床面に接
触しているか否かを示す値であり、１であれば遊脚、０であれば支持脚を表している。
【０２５１】
　図５５にしめすように、ワンショット・フィードバックがない場合、水平外力を印加し
た後、ロボットは徐々に体幹が前方に傾き、やがて転倒に至っている。このことは、体幹
高さｐb

zを見ても理解できよう（グラフでは便宜上１０倍して示した）。
【０２５２】
　これに対し、ワンショット・フィードバックを導入した場合には、図５４に示すように
、水平外力の印加時に遊脚となっている左脚のＺ方向運動を記述する振動子の出力qlzが
ワンショット・フィードバックによって大きく正方向に増加していることが分る。これに
より、水平外力が印加したときには歩幅が大きくなり、転倒を防止することができる。実
際、時刻０～１．２秒の間では、体幹ピッチ角度ｐb

pitchが大きく振れているが、その後
はゼロ付近に収束している。また、体幹高さもほぼ一定値を保っており、歩行が継続でき
ていることが分る。
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【０２５３】
　図５６及び図５７には、定常歩行を行なっているロボットの骨盤部分に進行方向向き（
Ｘ正方向）に水平外力を作用させたときに、ワンショット・フィードバックを適用した場
合と適用しない場合それぞれについての動力学シミュレーションを、ロボットの全体の挙
動が分るよう一定時間毎に可視化して示している。各図において、上から２段目のときに
外乱が前向き水平に印加されているとする。
【０２５４】
　図５７に示すように、ワンショットがない場合は転倒に至っている。これに対し、ワン
ショット・フィードバックを適用した場合は、図５６に示すように、転倒せずに歩行が継
続されている様子が確かめられる。
【産業上の利用可能性】
【０２５５】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、
本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明
である。
【０２５６】
　本明細書では、２足歩行型のロボット装置に適用した実施形態を中心に説明してきたが
、本発明の要旨は必ずしもこれに限定されるものではない。２足以外の歩行型ロボットや
、脚式以外のロボット装置、あるいはロボット以外の機械装置であっても、周期運動を行
なう可動部に対して、自励発振と引き込み特性を持つ振動子を用いて運動制御を行なうこ
とによって、同様に本発明の効果を奏することが可能である。
【０２５７】
　要するに、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限
定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌
すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０２５８】
【図１】図１は、本発明の実施に供される脚式移動ロボット１００が直立している様子を
前方から眺望した様子を示した図である。
【図２】図２は、本発明の実施に供される式移動ロボット１００が直立している様子を後
方から眺望した様子を示した図である。
【図３】図３は、脚式移動ロボット１００が具備する関節自由度構成を模式的に示した図
である。
【図４】図４は、脚式移動ロボット１００の制御システム構成を模式的に示した図である
。
【図５】図５は、振動子を用いたロボット装置の運動制御の原理を説明するための図であ
る。
【図６】図６は、振動子を用いたロボット装置の運動制御の原理を説明するための図であ
る。
【図７】図７は、振動子が持つ引き込み特性を利用したロボットの制御システムの基本的
構成を示した図である。
【図８】図８は、自励発振する振動子がリミット・サイクルを形成し、位相平面上で閉曲
線を描く様子を示した図である。
【図９】図９は、神経振動子の構成を模式的に示した図である。
【図１０】図１０は、振動子出力ｑとワンショット的なフィードバックの関係を概念的に
示したタイミング・チャートである。
【図１１】図１１は、神経振動子に入力するワンショット・フィードバック信号を示した
図である。
【図１２】図１２は、ステップ状の興奮－興奮フィードバックを入力した場合の振動子出
力の結果を示した図である。
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【図１３】図１３は、周期の半分の抑制－抑制フィードバックを入力した場合の振動子出
力の結果を示した図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、興奮－抑制型のフィードバックをステップ入力した場合の振動
子出力の結果を示した図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、興奮－抑制型のフィードバックを周期の半分の矩形波として振
幅増加方向に入力した場合の振動子出力の結果を示した図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、興奮－抑制型のフィードバックを周期の半分の矩形波として振
幅減少方向に入力した場合の振動子出力の結果を示した図である。
【図１５】図１５は、神経振動子の内部変数の振る舞いを詳しくプロットして示した図で
ある。
【図１６Ａ】図１６Ａは、正側神経素子に正方向に振幅を持つパルス波をワンショット・
フィードバックとして入力した結果を示した図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、正側神経素子に負方向に振幅を持つパルス波をワンショット・
フィードバックとして入力した結果を示した図である。
【図１７】図１７は、正弦波をベースラインとして常に入力しながらワンショット・フィ
ードバックを行なった結果を示した図である。
【図１８】図１８は、肩関節角度が閾値を越えたときに把持しているボールを放して投球
動作（下手投げ）を行なうための神経振動子の配置例を示した図である。
【図１９】図１９は、ロボット装置による投球動作の枠組みを説明するための図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、左肩ピッチ関節に配した振動子出力ｑl

aとワンショット・フィ
ードバックｇ+の時系列データを示した図である（但し、τ1＝０．８）。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、左肩ピッチ関節に配した振動子出力ｑl

aとワンショット・フィ
ードバックｇ+の時系列データを示した図である（但し、τ1＝５．０）。
【図２１】図２１は、左肩ピッチ関節に配した振動子出力ｑl

aに対するワンショット・フ
ィードバックをｇ+＝－２．８８とした後、時刻ゼロで＋５．７７と変化させたときの挙
動を示した図である。
【図２２】図２２は、ロボットの投球動作を０．２秒毎に撮影した様子を示した図である
。
【図２３】図２３は、ＸＹＺ直交座標系により基準座標系が構成され、各軸に沿って左右
の両脚にそれぞれ振動子を配置した例を示した図である。
【図２４】図２４は、定常歩行について考察する際の座標軸の設定を示した図である。
【図２５】図２５は、足踏み運動制御を行なうための振動子配置を示した図である。
【図２６】図２６は、脚式移動ロボットがＺ方向に沿って配置した振動子φzにより脚Ｚ
位置を駆動させて足踏み運動を生成する際、左右の振動子ｑl

z及びｑr
zに進展反応を利用

したフィードバック系を導入して、常に床面からの体幹高さＰb
Zを高く保持する様子を示

した図である。
【図２７】図２７は、神経振動子のパラメータを調節することにより大きなフィードバッ
ク値が入力された場合に発振を止める様子を示した図である。
【図２８】図２８は、ロボット装置の前額面内の足踏み運動を制御するシステム構成例を
示した図である。
【図２９】図２９は、ロボットの矢状面内における歩行運動の振動子を用いた制御を説明
するための図である。
【図３０】図３０は、ロボットの矢状面内における歩行運動の振動子を用いた制御を説明
するための図である。
【図３１】図３１は、振動子を用いてロボットの矢状面内歩行運動の制御を行なったとき
のシミュレーション結果を示した図である。
【図３２】図３２は、ロボット装置の歩行運動を制御するシステム構成例を示した図であ
る。
【図３３】図３３は、神経振動子フィードバック信号生成部の内部構成を示した図である
。
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【図３４】図３４は、ロボット装置が遊脚高さを増加する足踏み運動を実現するための制
御システム構成を示した図である。
【図３５】図３５は、ワンショット・フィードバックを利用して遊脚高さを増加される制
御を行なった際の計算機シミュレーション結果を示した図である。
【図３６】図３６は、ワンショット・フィードバックを導入せずに遊脚高さの増加を試み
た場合の計算機シミュレーション結果を示した図である。
【図３７】図３７は、ワンショット・フィードバックを用いない場合の実機を用いた直進
歩行時の右脚軌道を示した図である。
【図３８】図３８は、ワンショット・フィードバックを用いない場合の実機を用いた直進
歩行時の右脚軌道を示した図である。
【図３９】図３９は、ワンショット・フィードバックを用いた場合の実機を用いた直進歩
行時の右脚軌道を示した図である。
【図４０】図４０は、ワンショット・フィードバックを用いた場合の実機を用いた直進歩
行時の右脚軌道を示した図である。
【図４１】図４１は、実機実験より計測された体幹ロール角速度とｇERの関係を示した図
である。
【図４２】図４２は、ロボット装置が遊脚高さを確保した直進歩行運動を実現するための
制御システム構成を示した図である。
【図４３】図４３は、体幹ロール角速度に基づくフィードバック信号ｇd(roll)に対する
重みｈd(roll)が脚軌道に及ぼす影響を示した図である。
【図４４】図４４は、体幹ロール角速度に基づくフィードバック信号ｇd(roll)に対する
重みｈd(roll)が脚軌道に及ぼす影響を示した図である。
【図４５】図４５は、体幹ロール角速度に基づくフィードバック信号ｇd(roll)に対する
重みｈd(roll)が脚軌道に及ぼす影響を示した図である。
【図４６】図４６は、体幹ロール角速度に基づくフィードバック信号ｇd(roll)に対する
重みｈd(roll)が脚軌道に及ぼす影響を示した図である。
【図４７】図４７は、ｈd(roll)＝０．４の場合の脚軌道を示した図である。
【図４８】図４８は、人間の定常歩行時の脚先軌道をモーション・キャプチャしたデータ
を示した図である。
【図４９】図４９は、ワンショット・フィードバックを導入して神経振動子を用いた高速
歩行運動制御を行なった場合の実験結果を示した図である。
【図５０】図５０は、ワンショット・フィードバックを用いずに神経振動子を用いた高速
歩行運動制御を行なった場合の実験結果を示した図である。
【図５１】図５１は、ワンショット・フィードバックを導入した場合の不整地踏破性を検
証した結果を示した図である。
【図５２】図５２は、ワンショット・フィードバックを導入しない場合の不整地踏破性を
検証した結果を示した図である。
【図５３】図５３は、ロボット装置の前方外力に対するロバスト性を向上させるための制
御システム構成を示した図である。
【図５４】図５４は、定常歩行を行なっているロボットの骨盤部分に進行方向向き（Ｘ正
方向）に水平外力を作用させたときに、ワンショット・フィードバックを用いて歩幅を増
加させた場合の動力学シミュレーションの結果を示した図である。
【図５５】図５５は、定常歩行を行なっているロボットの骨盤部分に進行方向向き（Ｘ正
方向）に水平外力を作用させたときに、ワンショット・フィードバックを用いない場合の
動力学シミュレーションの結果を示した図である。
【図５６】図５６は、定常歩行を行なっているロボットに水平外力を作用させたときに、
ワンショット・フィードバックを適用した場合の動力学シミュレーションを、ロボットの
全体の挙動として一定時間毎に可視化して示した図である。
【図５７】図５７は、定常歩行を行なっているロボットに水平外力を作用させたときに、
ワンショット・フィードバックを適用しない場合の動力学シミュレーションを、ロボット
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【符号の説明】
【０２５９】
　１…首関節ヨー軸
　２Ａ…第１の首関節ピッチ軸
　２Ｂ…第２の首関節（頭）ピッチ軸
　３…首関節ロール軸
　４…肩関節ピッチ軸
　５…肩関節ロール軸
　６…上腕ヨー軸
　７…肘関節ピッチ軸
　８…手首関節ヨー軸
　９…体幹ピッチ軸
　１０…体幹ロール軸
　１１…股関節ヨー軸
　１２…股関節ピッチ軸
　１３…股関節ロール軸
　１４…膝関節ピッチ軸
　１５…足首関節ピッチ軸
　１６…足首関節ロール軸
　３０…頭部ユニット，４０…体幹部ユニット
　５０…腕部ユニット，５１…上腕ユニット
　５２…肘関節ユニット，５３…前腕ユニット
　６０…脚部ユニット，６１…大腿部ユニット
　６２…膝関節ユニット，６３…脛部ユニット
　８０…制御ユニット，８１…主制御部
　８２…周辺回路
　９１，９２…接地確認センサ
　９３，９４…加速度センサ
　９５…姿勢センサ
　９６…加速度センサ
　１００…脚式移動ロボット
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