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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部と、前記ベース部に取り付けられた、相互に対向するように駆動可能な対向２
輪型の車輪部と、前記ベース部の上部に装備された、１以上の関節を連接して構成される
上体部を有するロボット装置であって、
　床反力及び摩擦力が作用する前記車輪部の前進方向及び左右方向並進自由度とヨー回り
回転自由度を、前記ベース部に固定された座標系から見た旋回方向回転自由度と前進方向
並進自由度で表現した車輪等価関節に置換した、前記ロボット装置全体を単一のマニピュ
レーター構造にモデル化した対向２輪等価モデルと、
　前記上体部の各関節の角度及び角速度と前記車輪部の角度及び角速度からなるロボット
装置の現在状態を観測し、前記の観測した前記車輪部の角度及び角速度を基に前記車輪等
価関節の旋回方向回転自由度及び前進方向並進自由度の各関節速度を設定して、前記ベー
ス部の位置及び姿勢を得るロボット状態観測部と、
　前記対向２輪等価モデルの制御演算を行なう制御部と、
　前記制御部で算出された制御目標値の一部を前記車輪部の制御目標値に変換する変換部
と、
　前記変換部で変換された前記車輪部の制御目標値に基づいて前記車輪部の関節駆動用ア
クチュエーターを制御するとともに、前記制御部で算出された制御目標値に基づいて前記
車輪部以外の関節駆動用アクチュエーターを制御する関節制御部と、
を具備することを特徴とするロボット装置。
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【請求項２】
　前記制御部は、前記ロボット装置の前記対向２輪等価モデルの各関節の目標関節力を算
出し、
　前記変換部は、前記車輪等価関節への目標関節力を前記車輪部の目標関節力に変換する
、
ことを特徴とする請求項１に記載のロボット装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記ロボット装置の運動目標を力制御により実現するために前記対向２
輪等価モデルに作用する仮想的な力を算出し、前記仮想的な力と等価な目標関節力に変換
する、
ことを特徴とする請求項２に記載のロボット装置。
【請求項４】
　少なくとも一部の関節における関節駆動方向の作用力を検出する作用力検出手段を備え
、
　前記関節制御部は前記関節の力制御を行なう、
ことを特徴とする請求項１に記載のロボット装置。
【請求項５】
　前記関節制御部は、目標関節力と、関節駆動方向の作用力と、関節駆動速度が与えられ
たときに、前記関節駆動用アクチュエーターが理想的に応答したことにより達成される関
節加速度目標値の関係を規定した前記関節駆動用アクチュエーターの理想応答モデルに基
づいて、前記関節駆動用アクチュエーターへの指示関節力を決定して、前記関節の力制御
を行なう、
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】
　ベース部と、前記ベース部に取り付けられた、相互に対向するように駆動可能な対向２
輪型の車輪部と、前記ベース部の上部に装備された、１以上の関節を連接して構成される
上体部を有するロボット装置の制御方法であって、
　前記ロボット装置の運動目標を設定するステップと、
　各関節駆動用アクチュエーターの関節値及び関節速度を取得するステップと、
　左右の車輪駆動用アクチュエーターの関節値を基に、床反力及び摩擦力が作用する前記
車輪部の前進方向及び左右方向並進自由度とヨー回り回転自由度を、前記ベース部に固定
された座標系から見た旋回方向回転自由度と前進方向並進自由度で表現した車輪等価関節
の関節値及び関節速度を計算して、前記ロボット装置の前記車輪部を前記車輪等価関節に
置換してなる対向２輪等価モデルにおけるすべての関節値及び関節速度を設定するステッ
プと、
　前記運動目標を力制御により実現するための仮想力を求め、前記仮想力を実在力に変換
して、前記対向２輪等価モデルにおける外力及びすべての関節への要求トルクを算出する
ステップと、
　前記車輪等価関節への要求トルクを、前記車輪部の左右の駆動輪への要求トルクに変換
するステップと、
　得られた要求トルクに従って各関節についてトルク制御を行なうステップと、
を有することを特徴とするロボット装置の制御方法。
【請求項７】
　ベース部と、前記ベース部に取り付けられた、相互に対向するように駆動可能な対向２
輪型の車輪部と、前記ベース部の上部に装備された、１以上の関節を連接して構成される
上体部を有するロボット装置を制御するための処理をコンピューター上で実行するように
コンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラムであって、前記コンピ
ューターを、
　床反力及び摩擦力が作用する前記車輪部の前進方向及び左右方向並進自由度とヨー回り
回転自由度を、前記ベース部に固定された座標系から見た旋回方向回転自由度と前進方向
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並進自由度で表現した車輪等価関節に置換して、前記ロボット装置全体を単一のマニピュ
レーター構造からなる対向２輪等価モデルにモデル化し、
　前記上体部の各関節の角度及び角速度と前記車輪部の角度及び角速度からなるロボット
装置の現在状態を観測し、前記の観測した前記車輪部の角度及び角速度を基に前記車輪等
価関節の旋回方向回転自由度及び前進方向並進自由度の各関節速度を設定して、前記ベー
ス部の位置及び姿勢を得るロボット状態観測部、
　前記対向２輪等価モデルの制御演算を行なう制御部、
　前記制御部で算出された制御目標値の一部を前記車輪部の制御目標値に変換する変換部
、
　前記変換部で変換された前記車輪部の制御目標値に基づいて前記車輪部の関節駆動用ア
クチュエーターを制御するとともに、前記制御部で算出された制御目標値に基づいて前記
車輪部以外の関節駆動用アクチュエーターを制御する関節制御部、
として機能させるためのコンピューター・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輪移動機構を備えたロボット装置及びその制御方法、並びにコンピュータ
ー・プログラムに係り、特に、対向２輪式などの横方向に並進運動できない非ホロノミッ
ク拘束を有する車輪移動機構を備えたロボット装置及びその制御方法、並びにコンピュー
ター・プログラムに関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、上体と非ホロノミック拘束を有する車輪移動機構を備えた
ロボット装置及びその制御方法、並びにコンピューター・プログラムに係り、特に、上体
と非ホロノミック拘束を有する車輪移動機構を含む機体全体を協調させた力制御を行なう
ロボット装置及びその制御方法、並びにコンピューター・プログラムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　急激な高齢化社会の到来により、高齢者とそれを支える生産年齢人口の比率は現在（２
００５年）の１人：３．３人から、２０１５年には１人：２．４人に、さらに２０２５年
には１人：２．１人になると見込まれている。このように、人口構成に占める比重が急速
に高まっていく高齢者が、できる限り要介護状態とならず健康で活き活きと暮らせること
、また、要介護状態となってもできる限り悪化を防ぎ、自立した生活を送ることができる
社会とすることが急務となっている。
【０００４】
　このような高齢化社会の到来に伴い、高齢者介護施設や高齢者を抱える家庭では、高齢
者の心身の補助を行なうことを目的としたメカトロ機器への要求が高まっている。また、
自律歩行補助器、上肢のパワーアシストといった装着型の物理支援の他、自立して移動し
、床上の物体を運んできてくれたり、掃除を行なってくれたりといった、エージェント型
の物理支援への要求もある。
【０００５】
　ロボットの移動手段として、例えば脚式移動型と車輪型を挙げることができる。脚式移
動ロボットは、不整地や障害物など作業経路上に凹凸のある歩行面や、階段や梯子の昇降
など不連続な歩行面に対応することができるなど、柔軟な移動作業を実現できる反面、関
節数が増大して高コストであることや姿勢が不安定で歩行制御が難しいこと、といった欠
点がある。例えば、ロボットが転倒した際、足が不自由な要介護者に危害を与えるおそれ
がある。これに対し、車輪型ロボットであれば、関節数を少なくして低コストに抑えるこ
とができ、且つ、姿勢が安定であり、転倒するおそれも少ない。
【０００６】
　車輪型の移動機構を、全方位型と、非ホロノミック（ｎｏｎｈｏｌｏｎｏｍｉｃ）型に
大別することができる。非ホロノミックは、「力学系の拘束条件が可積分でないこと」、
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「ドリフトがあること」、「入力の数よりも多くの座標を制御できる」といった意味があ
る。非ホロノミック系の移動機構は、対向２輪など単純な構造で構成され、瞬間的に真横
（左右）に進むことはできないが、低コストで製作することができる。例えば、対向２輪
式の車輪移動機構は、実用的な移動手段として、多くの移動ロボットで採用されている（
例えば、特許文献１、非特許文献１を参照のこと）。
【０００７】
　また、上述の物理支援を主用途とした場合、メカトロ機器は、人や複雑な実環境と柔軟
且つ安全に物理接触しながら作業を遂行しなければならない。つまり、従来の産業ロボッ
トが既知環境下で固定的動作を行なっていたのとは異なり、上記メカトロ機器は、未知の
環境をセンシングし、時々刻々と変化する周囲環境から適切な外力を得て、目的の作業（
タスク）が達成されるように、アクチュエーターの発生力を適切に調整しなければならな
い。また、機体の随所に作用し得る未知の外乱に対し、安全を考慮した柔軟な反応が望ま
れている。
【０００８】
　従来のロボットの多くは、関節駆動用のアクチュエーターに角度指令値を与え、指令値
に追従するように関節を駆動する、位置制御型であった。位置制御型のロボットは、制御
が容易な反面、力や加速度オーダーの「やわらかい」制御を苦手とする。これに対し、力
制御型のロボットは、関節発生力を直接制御し、力を直接的に制御することから、力オー
ダーの、より柔軟な対人物理インタラクション・サービスが可能である。
【０００９】
　脚式ロボットに関しては、多自由度脚部関節を含む全身の関節を協調的に用いて、機体
全体の随所における力インタラクションを行なう方法が幾つか提案されている（例えば、
非特許文献２、３を参照のこと）。
【００１０】
　一方、対向２輪式の車輪移動機構を用いた全身協調型力インタラクション方法について
は、必ずしも明らかでない。例えば、移動ベースとアームを力オーダーで協調制御する車
輪型ロボット装置について提案がなされているが（例えば、非特許文献４を参照のこと）
、移動ベースには全方位移動体が用いられており、非ホロノミック性は現れない。
【００１１】
　対向２輪式のロボットにおいて全身協調制御系を構築することは、横には並進移動でき
ない運動学的拘束（すなわち非ホロノミック拘束）を有していることを考慮しなければな
らないことから、単純な構造に反し、煩雑性を有している。また、車輪部の運動学と、上
体の運動学は、その特徴が異なるため、両者の融合が図りにくい。本発明者は、かかる点
が、対向２輪式ロボットにおける全身協調力制御の実現を難しくしていると思料する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００７－２５７２００号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】平田泰久、小菅一弘、浅間一、嘉悦早人、川端邦明共著「キャスタ特性
を有した複数の人間協調型移動ロボットと人間との協調による単一物体の搬送」（日本ロ
ボット学会誌Ｖｏｌ．２１、Ｎｏ．７、ｐｐ．７７６－７８４、２００３）
【非特許文献２】Ｌ．Ｓｅｎｔｉｓ　ｅｔ　ａｌ．“Ａ　Ｗｈｏｌｅ－ｂｏｄｙ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎｏｉｄｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｉ
ｎ　Ｈｕｍａｎ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ”（Ｉｎ　Ｐｒｏｃ．ＩＥＥＥ　Ｉｎｔ．Ｃ
ｏｎｆ．ｏｎ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ，２００６，ｐｐ．２
６４１－２６４８）
【非特許文献３】Ｋ．Ｎａｇａｓａｋａ　ｅｔ　ａｌ．“Ｍｏｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｏｆ　ａ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｈｕｍａｎｏｉｄ　ｔｈａｔ　ｃａｎ　Ｐｅｒｆｏｒｍ　
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Ｒｅａｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｓ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｈｕｍａｎ”
（Ｉｎ　Ｐｒｏｃ．２００８　ＩＥＥＥ／ＲＳＪ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｒｏｂｏｔｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ，２００８，ｐｐ．２３０３－２３１０）
【非特許文献４】ｘ　Ｋｈａｔｉｂ，Ｏ．，Ｙｏｋｏｉ，Ｋ．，Ｃｈａｎｇ，Ｋ．，Ｒｕ
ｓｐｉｎｉ，Ｄ．，Ｈｏｌｍｂｅｒｇ，Ｒ．Ｃａｓａｌ，Ａ．“Ｖｅｈｉｃｌｅ／Ａｒｍ
　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍａｎｉｐｕ
ｌａｔｏｒ　Ｄｅｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ”（Ｐｒｏｃ．ｏｆ
　ＩＥＥＥ／ＲＳＪ　Ｉｎｔ．Ｃｏｎｆ．Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｒｏｂｏｔｓ　ａｎ
ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＩＲＯＳ’９６，１９９６，ｐｐ．５４６－５５３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、上体と非ホロノミック拘束を有する車輪移動機構を備えた、優れたロ
ボット装置及びその制御方法、並びにコンピューター・プログラムを提供することにある
。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、上体と非ホロノミック拘束を有する車輪移動機構を含む機体
全体を協調させた力制御を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、
並びにコンピューター・プログラムを提供することにある。
【００１６】
　本発明のさらなる目的は、全身のいたるところで、環境や人と力相互作用を行ない、柔
軟な物理サービスを提供することができる、優れたロボット装置及びその制御方法、並び
にコンピューター・プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の発明は、ベース
部と、前記ベース部に取り付けられた、相互に対向するように駆動可能な対向２輪型の車
輪部と、前記ベース部の上部に装備された、１以上の関節を連接して構成される上体部を
有するロボット装置であって、
　前記車輪部の自由度を前記ベース部の回転自由度と並進自由度で表現した車輪等価関節
に置換した、前記ロボット装置全体を単一のマニピュレーター構造にモデル化した対向２
輪等価モデルと、
　前記上体部の各関節の角度及び角速度と前記車輪部の角度及び角速度からなるロボット
装置の現在状態を観測し、前記ロボット装置の現在状態を前記対向２輪等価モデルに反映
するロボット状態観測部と、
　前記対向２輪等価モデルの制御演算を行なう制御部と、
　前記制御部で算出された制御目標値の一部を前記車輪部の制御目標値に変換するトルク
変換部と、
を具備することを特徴とするロボット装置である。
【００１８】
　また、本願の請求項２に記載の発明によれば、前記車輪等価関節は、前記ベース部の旋
回方向回転自由度と前後方向並進自由度を有し、前記ロボット状態観測部は、観測した前
記車輪部の角度又は角速度から、前記ベース部の位置及び姿勢を算出するように構成され
ている。
【００１９】
　また、本願の請求項３に記載の発明によれば、前記制御部は、前記ロボット装置の前記
対向２輪等価モデルの各関節の目標関節力を算出し、前記変換部は、前記車輪等価関節へ
の目標関節力を前記車輪部の目標関節力に変換するように構成されている。
【００２０】
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　また、本願の請求項４に記載の発明によれば、前記制御部は、前記ロボット装置の運動
目標を実現するために前記対向２輪等価モデルに作用する仮想的な力を算出し、前記仮想
的な力と等価な目標関節力に変換するように構成されている。
【００２１】
　また、本願の請求項５に記載のロボット装置は、少なくとも一部の関節における関節駆
動方向の作用力を検出する作用力検出手段を備えており、前記関節制御部は前記関節の力
制御を行なうように構成されている。
【００２２】
　ここで、前記関節制御部は、本願の請求項６に記載されているように、目標関節力と、
関節駆動方向の作用力と、関節駆動速度が与えられたときに、前記関節駆動用アクチュエ
ーターが理想的に応答したことにより達成される関節加速度目標値の関係を規定した前記
関節駆動用アクチュエーターの理想応答モデルに基づいて、前記関節駆動用アクチュエー
ターへの指示関節力を決定して、前記関節の力制御を行なうようにしてもよい。
【００２３】
　また、本願の請求項７に記載の発明は、ベース部と、前記ベース部に取り付けられた、
相互に対向するように駆動可能な対向２輪型の車輪部と、前記ベース部の上部に装備され
た、１以上の関節を連接して構成される上体部を有するロボット装置の制御方法であって
、
　前記ロボット装置の運動目標を設定するステップと、
　各関節駆動用アクチュエーターの関節値及び関節速度を取得するステップと、
　左右の車輪駆動用アクチュエーターの関節値を基に、前記車輪部の自由度を前記ベース
部の回転自由度と並進自由度で表現した車輪等価関節の関節値及び関節速度を計算して、
前記ロボット装置の前記車輪部を前記車輪等価関節に置換してなる対向２輪等価モデルに
おけるすべての関節値及び関節速度を設定するステップと、
　前記運動目標を実現するための仮想力を求め、前記仮想力を実在力に変換して、前記対
向２輪等価モデルにおける外力及びすべての関節への要求トルクを算出するステップと、
　前記車輪等価関節への要求トルクを、前記車輪部の左右の駆動輪への要求トルクに変換
するステップと、
　得られた要求トルクに従って各関節についてトルク制御を行なうステップと、
を有することを特徴とするロボット装置の制御方法である。
【００２４】
　また、本願の請求項８に記載の発明は、ベース部と、前記ベース部に取り付けられた、
相互に対向するように駆動可能な対向２輪型の車輪部と、前記ベース部の上部に装備され
た、１以上の関節を連接して構成される上体部を有するロボット装置を制御するための処
理をコンピューター上で実行するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピュー
ター・プログラムであって、前記コンピューターを、
　前記上体部の各関節の角度及び角速度と前記車輪部の角度及び角速度からなるロボット
装置の現在状態を観測し、前記ロボット装置の現在状態を、前記車輪部の自由度を前記ベ
ース部の回転自由度と並進自由度で表現した車輪等価関節に置換した対向２輪等価モデル
に反映するロボット状態観測部、
　前記対向２輪等価モデルの制御演算を行なう制御部、
　前記制御部で算出された制御目標値の一部を前記車輪部の制御目標値に変換する変換部
、
　前記変換部で変換された前記車輪部の制御目標値に基づいて前記車輪部の関節駆動用ア
クチュエーターを制御するとともに、前記制御部で算出された制御目標値に基づいて前記
車輪部以外の関節駆動用アクチュエーターを制御する関節制御部、
として機能させるためのコンピューター・プログラムである。
【００２５】
　本願の請求項８に係るコンピューター・プログラムは、コンピューター上で所定の処理
を実現するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラムを定
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義したものである。換言すれば、本願の請求項に係るコンピューター・プログラムをコン
ピューターにインストールすることによって、コンピューター上では協働的作用が発揮さ
れ、本願の請求項１に係るロボット装置と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、上体と非ホロノミック拘束を有する車輪移動機構を含む機体全体を協
調させた力制御を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、並びにコ
ンピューター・プログラムを提供することができる。
【００２７】
　本発明に係る移動ロボットは、従来多く見られた位置制御型のロボットとは異なり、全
身のいたるところで、環境や人と力相互作用を行ない、柔軟な物理サービスを提供するこ
とができる。
【００２８】
　本願の請求項１、７、８に記載の発明によれば、ロボット状態観測部は、対向２輪から
なる移動部の車輪自由度、回転自由度と並進自由度で表現した等価な関節に置換すること
で、ロボット装置全体を枝分かれした単一のマニピュレーター構造からなる対向２輪等価
モデル化して、ロボット装置の現在状態をこの対向２輪等価モデルに反映することができ
る。したがって、本願の請求項２乃至４に記載の発明によれば、かかる対向２輪等価モデ
ルを用いて制御演算を行なうとともに、算出された制御目標値の一部を車輪の制御目標値
に変換することによって、対向２輪式移動機構を有するロボット装置における、車輪を含
む全身協調型力制御を実現することができる。
【００２９】
　また、本願の請求項１、７、８に記載の発明によれば、車輪移動型のロボット装置であ
っても、車輪と腕部を協調させて、より効率的にタスクを遂行したり、車輪と腕部自由度
を相補的に利用すること（上肢にない自由度成分の力インタラクションを車輪自由度で行
なったり、車輪自由度にない成分の運動を上肢自由度で行なったりすること）が可能であ
る。すなわち、本願発明に係るロボット装置は、脚式移動ロボットに比較して単純な移動
機構ながら、柔軟で多様なタスクが行なうことができる。
【００３０】
　また、本願の請求項５、６に記載の発明によれば、少なくとも一部の関節駆動用アクチ
ュエーターは、減速器の出力軸にモーターの外トルクを検出するトルク・センサーを設置
し、トルク指令値に従って関節駆動用のアクチュエーターを力制御する際に、アクチュエ
ーターの理想応答モデルに基づいて、関節に対して指示する駆動力を決定する仮想化アク
チュエーターであり、移動ロボットは環境や人との力相互作用を好適に行なうことが可能
となる。
【００３１】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明を適用することができる、対向２輪式の移動ロボットの外観
を示した図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明を適用することができる、対向２輪式の移動ロボットの外観
を示した図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明を適用することができる、対向２輪式の移動ロボットの外観
を示した図である。
【図２】図２は、図１に示した移動ロボットの（車輪機構を陽にモデル化した）関節自由
度構成を示した図である。
【図３】図３は、移動ベースの機構を説明するための図である。
【図４】図４は、実際の車輪機構が持つ自由度と車輪機構に加わる外力を示した図である
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。
【図５】図５は、図１に示した移動ロボットの車輪機構と等価な低次元モデル化した関節
自由度構成を示した図である。
【図６】図６は、車輪機構を等価な低次元モデル化した場合のベース部が持つ自由度を示
した図である。
【図７】図７は、移動ロボットの制御系の全体構成を模式的に示した図である。
【図８】図８は、左右の車輪の回転速度ωL、ωRから対向２輪と等価となるベース部の前
進速度ｖ及び旋回速度ωを算出する手順を説明するための図である。
【図９】図９は、旋回（ヨー）方向回転自由度を持つ関節ＥＪ１と、前進方向並進自由度
を持つ関節ＥＪ２への要求トルクを、左右の車輪１０１Ｌ、１０１Ｒへの要求トルクに変
換する手順を説明するための図である。
【図１０】図１０は、図７に示した移動ロボットの制御システムにおける処理手順を示し
たフローチャートである。
【図１１Ａ】図１１Ａは、頭部の位置及び姿勢に対しインピーダンス制御を施し、車輪を
含む全身協調力制御を行なった際のシーケンス例（力学シミュレーション）を示した図で
ある。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、頭部の位置及び姿勢に対しインピーダンス制御を施し、車輪を
含む全身協調力制御を行なった際のシーケンス例（力学シミュレーション）を示した図で
ある。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、頭部の位置及び姿勢に対しインピーダンス制御を施し、車輪を
含む全身協調力制御を行なった際のシーケンス例（力学シミュレーション）を示した図で
ある。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、頭部の位置及び姿勢に対しインピーダンス制御を施し、車輪を
含む全身協調力制御を行なった際のシーケンス例（力学シミュレーション）を示した図で
ある。
【図１２】図１２は、図１１に示したシーケンス例における、首の位置変化を示した図で
ある。
【図１３】図１３は、図１１に示したシーケンス例における、首の姿勢変化を示した図で
ある。
【図１４】図１４は、図１１に示したシーケンス例における、ベース部の位置変化を示し
た図である。
【図１５】図１５は、図１１に示したシーケンス例における、ベース部の姿勢変化を示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明に係る移動ロボットは、従来多く見られた位置制御型のロボットと異なり、全身
のいたるところで、環境や人と力相互作用を行ない、柔軟な物理的サービスを提供するも
のである。このため、体の任意部位における力、加速度、速度、位置の次元に関する運動
指令が自在に与えられる必要がある。
【００３４】
　以下では、図面を参照しながら、車輪移動型のロボットに関する本発明の実施形態につ
いて詳解する。
【００３５】
　図１Ａ～図１Ｃには、本発明を適用することができる、対向２輪式の移動ロボットの外
観を示している。また、図２には、この移動ロボットの関節自由度構成を図解している。
【００３６】
　図示の移動ロボットは、移動手段として、ベース部に、対向する２輪の駆動輪１０１Ｒ
及び１０１Ｌを備え、それぞれピッチ回りに回転する駆動輪用アクチュエーター１０２Ｒ
及び１０２Ｌによって駆動する。なお、図２中において、参照番号１５１、１５２、１５
３は、実在しない劣駆動関節であり、移動ロボットの床面に対するＸ方向（前後方向）の
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並進自由度、Ｙ方向（左右方向）の並進自由度、並びに、ヨー回りの回転自由度にそれぞ
れ相当し、移動ロボットが仮想世界を動き回ることを表現したものである。
【００３７】
　移動手段は、股関節を介して上体に接続される。股関節は、ピッチ回りに回転する股関
節ピッチ軸アクチュエーター１０３によって駆動する。上体は、左右２肢の腕部と、首関
節を介して接続される頭部で構成される。左右の腕部は、それぞれ肩関節３自由度、肘関
節２自由度、手首関節２自由度の、計７自由度とする。肩関節３自由度は、肩関節ピッチ
軸アクチュエーター１０４Ｒ／Ｌ、肩関節ロール軸アクチュエーター１０５Ｒ／Ｌ、肩関
節ヨー軸アクチュエーター１０６Ｒ／Ｌによって駆動する。肘関節２自由度は、肘関節ピ
ッチ軸アクチュエーター１０７Ｒ／Ｌ、肘関節ヨー軸アクチュエーター１０８Ｒ／Ｌによ
って駆動する。手首関節２自由度は、手首関節ロール軸アクチュエーター１０９Ｒ／Ｌ、
手首関節ピッチ軸アクチュエーター１１０Ｒ／Ｌによって駆動する。また、首関節２自由
度は、首関節ピッチ軸アクチュエーター１１１Ｒ／Ｌ、首関節ヨー軸アクチュエーター１
１２Ｒ／Ｌによって駆動する。
【００３８】
　各軸のアクチュエーターには、関節角を計測するためのエンコーダー、トルクを発生す
るためのモーター、モーターを駆動するための電流制御型モーター・ドライバーの他、十
分な発生力を得るための減速機が取り付けられている。また、アクチュエーターには、ア
クチュエーターの駆動制御を行なうマイクロコンピューターが併設されている（いずれも
図示しない）。
【００３９】
　移動ロボット全体の動作は、ホスト・コンピューター（図示しない）によって統括的に
制御される。ホスト・コンピューターは、各軸のマイクロコンピューターと通信可能であ
り、各軸のアクチュエーターのトルク目標値をホスト・コンピューターから与えることが
できるとともに、マイクロコンピューターは、アクチュエーターにおける現在の出力トル
ク、関節角度、関節角速度をホスト・コンピューターに送信することができる。そして、
ホスト・コンピューター上では、全身協調のための制御演算が実行され、全関節へのトル
ク目標値が算出される。
【００４０】
　一般に、ロボットの関節部には、摩擦や慣性などのモデル化、同定が困難な未知の物理
パラメータが存在する。これら未知パラメータに起因し、モーターの電流制御を行なって
も、所定のトルクを発生することができず、また、発生したトルクに対して理論通りの応
答を示さないことが良好な力制御の妨げとなる。かかる問題を解決するためには、例えば
、本出願人に既に譲渡されている特願２００８－１１９５０８号明細書に開示されている
、発生トルク指令及び外トルクに対して理想的応答を行なう仮想化アクチュエーターを適
用すればよい。
【００４１】
　同アクチュエーターは、減速器の出力軸にモーターの外トルクを検出するトルク・セン
サーを設置し、トルク指令値に従って関節駆動用のアクチュエーターを力制御する際に、
アクチュエーターの理想応答モデルに基づいて、関節に対して指示する駆動力を決定する
ようにしている（ここで言う理想応答モデルは、トルク指令値と、外トルクと、関節角を
時間微分して得られる関節角速度が与えられたときに、アクチュエーターが理想的に応答
したことにより達成される関節角加速度目標値の関係を規定した、２次の微分方程式で構
成される）。
【００４２】
　上記の理想化されたアクチュエーターをすべての関節に適用することによって、移動ロ
ボットは環境や人との力相互作用を好適に行なうことが可能となる。但し、本発明の要旨
は特定のアクチュエーターの構成方法に限定されるものではない。
【００４３】
　続いて、移動ベースの機構について、図３を参照しながら説明する。同図上段に示すよ
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うに、ベース部には、対向２輪機構である左右の駆動輪１０１Ｒ／Ｌの他に、キャスター
１６１が取り付けられ、ベース部は床面に対して常に水平を維持できる構成となっている
。
【００４４】
　また、図３の下段には、このようなベース部を上部から俯瞰し、その可動方向を図解し
ている。左右の駆動輪１０１Ｒ／Ｌが同一の回転速度及び同一の回転方向で回転すること
で、同図左に示すようにベース部は前後方向に移動することができる。左右の駆動輪１０
１Ｒ／Ｌの回転速度が異なると、ベース部は右折又は左折する。左右の駆動輪１０１Ｒ／
Ｌの回転方向が異なると、同図中央に示すように、ベース部はヨー回りに旋回する。この
ように、対向２輪機構は、前後並びに旋回方向には移動可能であるが、同図右に示すよう
な、左右方向に移動することができない。
【００４５】
　図３の下段に示したように、対向２輪機構への入力は左右の駆動輪１０１Ｒ／Ｌの計２
自由度であるが、２次元平面内での任意の位置（ｘ；ｙ）及び方位（ヨー回り）の計３自
由度を制御することができる。このように入力の数よりも多くの座標を制御できる拘束は
、非ホロノミック拘束と呼ばれる。
【００４６】
　図２に示した関節自由度構成は、実際の車輪機構と、同図中の参照番号１５１、１５２
、１５３で示される並進自由度及び回転自由度を有する。これは、車輪に作用する外界か
らの力を変数とする、実構成に忠実な（車輪機構を陽にモデル化した）モデル化方法であ
るが、図４に示すように、対向２輪のＸＹ各方向の並進自由度及びヨー回りの回転自由度
と、車輪に加わる床反力Ｆn及び摩擦力Ｆtを考慮しなければならない。この結果、下式（
１）に示すように、ベース部のモーション・サブスペースＳoの変数の増大を招くという
問題がある。但し、モーション・サブスペースの各列の６つの要素は、第０要素から順に
、Ｘ軸回り回転（ロール）、Ｙ軸回り回転（ピッチ）、Ｚ軸回り回転（ヨー）、Ｘ軸方向
並進、Ｙ軸方向並進、Ｚ軸方向並進の自由度を表すことが一般的である。
【００４７】
【数１】

【００４８】
　そこで、本実施形態では、図５に示すように、対向２輪と等価な運動学モデルとして、
車輪の代わりに、参照番号１７１で示すベース部ローカル座標系から見た旋回方向自由度
（ヨー回り：ＥＪ１）と、参照番号１７２で示す前進方向並進自由度（Ｘ：ＥＪ２）の２
自由度を有した、すなわち低次元モデル化した車輪等価関節を考える。図６には、図５に
示すように低次元化したときの、車輪等価関節によって実現されるベース部の自由度を図
解している。この低次元モデルは、ベース部に対し、下式（２）に示すような２自由度の
モーション・サブスペースＳoを有した車輪等価関節を定義することに相当する。
【００４９】
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【数２】

【００５０】
　ここで、上式（２）に示したモーション・サブスペースＳoの第１列はベース部に固定
された座標系から見たＺ軸回り回転（ヨー）自由度（ＥＪ１）を表し、第２列はＸ軸方向
並進自由度（ＥＪ２）を表している。
【００５１】
　上式（２）に示すモーション・サブスペースＳoを定義することにより、移動ロボット
のベース部は、図６に示すように、ベース部に固定されたローカル座標系からみて、鉛直
軸回りの回転と、前後方向の並進の運動のみが可能な系となり、左右方向に並進運動でき
ない対向２輪の拘束を低次元すなわちスマートに扱うことができるようになる。且つ、図
５並びに図６に示す等価モデルによれば、移動ロボット全体は、上肢と併せて、分岐のあ
る１つのマニピュレーターと等価となり、全身協調型の制御が扱い易くなる。
【００５２】
　本実施形態では、図２～図４に示した対向２輪型の移動ロボットを、図５～図６に示す
ような等価ロボットとみなして全身協調力制御を行ない、ベース部のヨー軸自由度（ＥＪ
１）及びＸ軸並進自由度（ＥＪ２）と、左右の車輪回転自由度との観測量及び制御量の変
換部を別途設けて、対向２輪型移動ロボットとしての全身協調力制御を実現するものであ
る。
【００５３】
　図７には、移動ロボットの制御系の全体構成を模式的に示している。図示の制御システ
ムは、ロボット状態観測部７０１と、対向２輪等価モデル７０２と、全身協調力制御部７
０３と、理想関節制御部７０４と、車輪トルク変換部７０５で構成される。以下では、各
機能ブロックの処理内容について詳解する。
【００５４】
　対向２輪等価モデル７０２は、図２～図４に示した、現実の対向２輪型移動ロボットを
、図５～図６に示すような、拘束を低次元化した等価ロボットである（前述）。
【００５５】
　ロボット状態観測部７０１は、例えば、各軸のアクチュエーターに装備されたエンコー
ダー並びにマイクロコンピューターで構成される。ロボット状態観測部７０１では、全身
協調力制御の前段階として、移動ロボットの実際の状態を、観測データに基づいて、図５
～図６に示した対向２輪等価ベースを有するロボットのモデルに反映する。基本的に、エ
ンコーダーから得られる関節値、及び、関節値を微分して得られる関節速度を、対向２輪
等価モデルの関節値と関節速度にそれぞれ設定すればよい。すなわち、ｉ番目の関節アク
チュエーターに装備されたエンコーダーの出力ｑi を関節値とすると、ロボット状態観測
部７０１は、対向２輪等価ベース以外の各関節ｉについて、下式（３）、（４）のように
状態を観測することができる。
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【数３】

【００５７】
【数４】

【００５８】
　また、ロボット状態観測部７０１は、対向２輪と等価となるベース部のヨー軸及びＸ軸
の位置及び関節速度については、左右の車輪回転自由度の観測量から変換、すなわち、両
輪のエンコーダーの出力値から算出する。図８に示すように、車輪半径をｒ、車輪間距離
を２Ｗ、左右の各車輪のエンコーダー値を数値微分して得られる各車輪の回転速度をωL

、ωRとすると、左右の車輪の接地点での速度ｖL、ｖRはそれぞれ下式（５）、（６）に
示す通りとなる。
【００５９】
【数５】

【００６０】
【数６】

【００６１】
　ベース部の前進速度をｖ、旋回速度をωとすると、これらは、左右の車輪の接地点での
速度ｖL、ｖRを用いてそれぞれ下式（７）、（８）のように表される。ロボット状態観測
部７０１は、これらを車輪等価関節の前進方向並進自由度ＥＪ２及び旋回方向回転自由度
ＥＪ１の関節速度として設定する。
【００６２】

【数７】

【００６３】
【数８】

【００６４】
　ベース部の世界座標系における位置をｘo、姿勢（方位角）をθとすると、これらの速
度はそれぞれ下式（９）、（１０）のように表される。
【００６５】
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【数９】

【００６６】
【数１０】

【００６７】
　これら速度を下式（１１）、（１２）に示すように数値積分すれば、サンプリング時刻
ｊにおけるベース部の位置及び姿勢（ｘ0j，θj）を得ることができる。
【００６８】

【数１１】

【００６９】
【数１２】

【００７０】
　上式において、Δｔはサンプリング周期（例えば１ミリ秒周期）である。これは、デッ
ドレコニング（あるいはオドメトリ）と呼ばれる手法でベース部の位置及び姿勢を得る方
法である。その他、ＳＬＡＭ（Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　
Ａｎｄ　Ｍａｐｐｉｎｇ）などの手法で自己位置を推定し、ベース部の位置及び姿勢を更
新するようにしてもよい。
【００７１】
　全身協調力制御部７０３は、ロボットの全身協調運動を力制御すべく、仮想力算出部７
０３Ａが運動目標（タスク）を実現するための仮想力ｆvを求める第１の処理と、実在力
算出部７０３Ｂがこの仮想力ｆvを実在力に変換する第２の処理を実行する。実在力算出
部７０３Ｂが算出する実在力は、対向２輪等価モデルからなるロボットの各関節アクチュ
エーターのトルク、及び、ロボットに加わる外力である。
【００７２】
　図５～図６に示した対向２輪等価モデルによれば、ロボット全体は枝分かれした単一の
マニピュレーター構造からなる。かかるロボット全体の運動方程式が、下式（１３）で表
されるとする。
【００７３】

【数１３】

【００７４】
　上式（１３）において、ｑは、剛体リンクが関節を介して連なったリンク構造物におい
て、関節の値をすべて連ねてできるベクトルからなる関節空間であり、一般化変数とも呼
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ばれる。また、Ｈは関節空間に対する慣性行列、τは関節空間ｑに対応した関節力（一般
化力）、ｂは重力・コリオリ力を表している。
【００７５】
　ここで、力制御系のロボット制御における重要な概念として、「操作空間（Ｏｐｅｒａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｓｐａｃｅ）」と呼ばれる概念がある。操作空間は、ロボットに作用する
力と発生する加速度の関係を記述するための空間である。ロボットの関節角を位置制御で
はなく力制御する際にロボットと環境の接し方を拘束条件として用いるときに、操作空間
が必須となる。
【００７６】
　タスクは、操作空間ｘに対して、定義されるとする。操作空間ｘは、関節空間ｑの時間
微分値との関係がヤコビアンＪを用いて、下式（１４）に示す形に関係付けられる。
【００７７】
【数１４】

【００７８】
　上式（１４）を、下式（１５）のように変形する。
【００７９】
　対向２輪等価モデルの位置、速度、加速度に関する運動要求すなわちタスクは、操作空
間ｘの加速度として与えられる。タスクを実現するために操作空間ｘに印加すべき仮想力
ｆvは、下式（１５）に示すような一種の線形相補性問題として定式化される。言い換え
れば、仮想力算出部７０３Ａが実行する第１の処理は、下式（１５）に示した線形相補性
問題を解いて、操作空間ｘに作用する仮想力ｆvを得ることである。
【００８０】
【数１５】

【００８１】
　但し、上式（１５）中で、ＬiとＵiはそれぞれ仮想力ｆvの第ｉ成分の負の下限及び正
の上限値（±∞を含む）とする。また、Λ-1は操作空間慣性逆行列と呼ばれ、下式（１６
）のように表される。
【００８２】
【数１６】

【００８３】
　また、上式（１５）中で、ｃは操作空間バイアス加速度（すなわち、外力が作用しない
場合に操作空間に作用する加速度）に相当し、下式（１７）のように表される。
【００８４】
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【数１７】

【００８５】
　なお、タスクを実現するための仮想力ｆvを線形相補性問題として解く方法の詳細につ
いては、本出願人に既に譲渡されている特願２００７－２７２０９９号明細書を参照され
たい。
【００８６】
　また、上記の線形相補性問題を解く上で、操作空間慣性逆行列Λ-1、及び操作空間バイ
アス加速度ｃを算出する必要がある。ここで、操作空間ｘに関する順動力学演算ＦＷＤを
下式（１８）のように表す。
 
【００８７】

【数１８】

【００８８】
　上式（１８）に示した順動力学演算ＦＷＤによれば、リンク構造からなる対向２輪等価
モデルに相当する関節空間ｑと、関節力τ、重力ｇ、仮想力ｆvといったリンク構造物に
作用する力情報から、リンク構造物の各点に発生する加速度を得ることができる。ここで
、上式（１８）において、順動力学演算ＦＷＤの入力パラメータのうち関節空間ｑ及び仮
想力ｆv以外をすべて０とする制約条件下では、重力、関節力、速度積に関連する力（コ
リオリ力など）が発生しない状況において操作空間に発生する加速度を求めることができ
る。すなわち、式（１７）において、バイアス加速度ｃ＝０とすることができる。さらに
、ｆv＝ｅi、すなわち、ｉ番目の操作空間にのみ単位仮想力を作用させる条件下で計算を
実行すると、操作空間慣性逆行列Λ-1の第ｉ列を求めることができることが分かる。よっ
て、下式（１９）の演算をすべての列ｉについて実行すれば操作空間慣性逆行列Λ-1全体
を得ることができる。
【００８９】

【数１９】

【００９０】
　また、上式（ １８）の順動力学演算ＦＷＤを外力ｆ＝０とし、関節に発生する力及び
関節の速度、重力のみが作用するという制約条件下で実行することで、下式（２０）に示
すように操作空間バイアス加速度ｃを抽出することができる。
【００９１】
【数２０】

【００９２】
　要するに、上式（１９）及び（２０）を併せて、リンク構造物の力学モデルとしての一
般化変数ｑを用いて順動力学演算ＦＷＤを実行することにより、操作空間における重要な
物理量である操作空間慣性逆行列Λ-1と操作空間バイアス加速度ｃを求めることができる
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訳である。
【００９３】
　順動力学演算ＦＷＤは、当初は逆動力学演算（加速度から力を求める演算）を利用して
構成する方法が一般的であったが、Ｏ（Ｎ3）の計算量を有し、自由度数が増すと演算量
が嵩むという問題がある。その後、研究が進み、現在では、単一のＣＰＵを用いてＯ（Ｎ
）、複数のＣＰＵを並列化してＯ（ｌｏｇ（Ｎ））の計算量を達成することができるよう
になっている。単一のＣＰＵを用いた例（Ｏ（Ｎ））として、Ａｒｔｉｃｕｌａｔｅｄ　
Ｂｏｄｙ（ＡＢ）法を用いた順運動学演算のＦＷＤの構成方法を挙げることができる。Ａ
Ｂ法の詳細については、例えば、Ｒ．Ｆｅａｔｈｅｒｓｔｏｎｅ著“Ｒｏｂｏｔ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃｓ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ”（Ｋｌｕｗｅｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｕｂｌｉｓ
ｈｅｒｓ，１９８７）に記載されている。
【００９４】
　ＡＢ法は、リンク毎の再帰演算によって構成される。本実施形態では、ＡＢ法をイナー
シャ情報算出、速度情報算出、力情報算出、加速度情報算出の４つの過程に分解し、対向
２輪等価モデルのベース部を以下のように表す。
【００９５】
イナーシャ情報算出：
　ベースリンクのＩ0

A（Ａｒｔｉｃｕｌａｔｅｄ　Ｂｏｄｙ　Ｉｎｅｒｔｉａ）を、下式
（２１）を実行することで求める。
【００９６】
【数２１】

【００９７】
　ここで、Ｉ0はベースリンクのイナーシャ、Ｃ0はベースリンクの子リンクのインデック
ス集合、iＸjは座標系ｉから座標系ｊへの変換とする。
【００９８】
速度情報算出：
　ベースリンクの速度をｖ0、ベースリンクの関節値をｑ0とすると、下式（２２）を実行
することで、速度情報を求める。Ｓ0はベースリンクの関節の運動自由度を表す行列（モ
ーション・サブスペース）である。
【００９９】
【数２２】

【０１００】
力情報算出：
　力情報としてベースリンクのバイアス力ｐ0を、下式（２３）を実行することで求める
。
【０１０１】

【数２３】



(17) JP 4821865 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【０１０２】
　ここで、ｆkはベースリンクに対するｋ番目の外力、Ｆ0はベースリンクに作用する外力
のインデックス集合、τjはリンクｊの関節力である。
【０１０３】
加速度情報算出：
　加速度情報は、ベースリンクの加速度ａ0を、下式（２４）、（２５）を実行すること
で求める。
【０１０４】
【数２４】

【０１０５】

【数２５】

【０１０６】
　ここで、Ｘ0はベースリンクの姿勢、ｇは重力加速度とする。
【０１０７】
　なお、作空間慣性逆行列Λ-1、及び操作空間バイアス加速度ｃの高速な算出方法の詳細
については、本出願人に既に譲渡されている特開２００７－１０８９５５号公報を参照さ
れたい。
【０１０８】
　続いて、実在力算出部７０３Ｂが実行する、仮想力ｆvを実在力に変換する第２の処理
では、以下の等式（２６）が成立するよう、仮想力ｆvを、床反力などの外力ｆeとアクチ
ュエーターの発生力τaに変換する。
【０１０９】

【数２６】

【０１１０】
　上式（２６）において、ＪvuとＪvaはそれぞれ仮想力ｆvが作用する操作空間に関する
ヤコビアンの劣駆動関節成分及び駆動関節成分である。ＪeuとＪeaはそれぞれ外力ｆeが
作用する操作空間に関するヤコビアンの劣駆動関節成分及び駆動関節成分である。Δｆv

は、仮想力のうち、実在力で実現不能な成分を表す。上式（２６）は不定であり、一般に
は２次計画問題（ＱＰ）を解くことで、外力ｆe及びアクチュエーターの発生力τaを得る
ことができるが、その詳細については特願２００７－２７２０９９号明細書（前述）を参
照されたい。
【０１１１】
　本実施形態に係る対向２輪等価ベースを有するロボットは、図５～図６から分かるよう
に、劣駆動関節はなく、車輪に作用する外力を変数としない（これに対し、現実のロボッ
トは、図２に示すように劣駆動関節１５１～１５３を有し、図４に示すように車輪に作用
する外力Ｆn、Ｆtが作用する）。したがって、実在力算出部７０３Ｂが仮想力ｆvを実在
力に変換する第２の処理では、上式（２６）にｆe＝０、Δｆv＝０を代入することで、下
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式（２７）のように簡略化される。
【０１１２】
【数２７】

【０１１３】
　このようにして、全身協調力制御部７０３では、対向２輪等価ベースの関節ＥＪ１、Ｅ
Ｊ２を含む、すべての関節の要求トルクを算出する。続いて、車輪トルク変換部７０５は
、対向２輪等価ベースの関節ＥＪ１、ＥＪ２への要求トルクを、左右の駆動輪１０１Ｌ、
１０１Ｒへの要求トルクに変換する。
【０１１４】
　図９に示すように、ヨー方向関節ＥＪ１の関節力をＭz、Ｘ方向関節ＥＪ２の関節力を
Ｆx、左輪のトルクをτL、右輪のトルクをτR、車輪半径をｒ、車輪間間隔を２Ｗとする
と、これらの間には、下式（２８）に示す関係が成り立つ。
【０１１５】
【数２８】

【０１１６】
　上式（２８）をτL、τRについて解くと、下式（２９）に示す通りとなる。これらを左
右の車輪１０１Ｌ、１０１Ｒへの要求トルクとすればよい。
【０１１７】

【数２９】

【０１１８】
　このようにして、上肢及び車輪のすべての関節への要求トルクが得られたので、後は、
理想関節制御部７０４において、全関節に関して、該要求トルク値及び対向２輪等価モデ
ルで仮定される関節イナーシャ、粘性抵抗を実現するよう、トルク制御することによって
、車輪部を含んだ形で全身協調型の力制御が達成される。
【０１１９】
　ロボットの関節部には、摩擦や慣性などのモデル化、同定が困難な未知の物理パラメー
タが存在し、これら未知パラメータに起因し、所定のトルクを発生することができず、ま
た、発生したトルクに対して理論通りの応答を示さないことが良好な力制御の妨げとなる
ことが懸念される。そこで、例えば、本出願人に既に譲渡されている特願２００８－１１
９５０８号明細書に開示されている、発生トルク指令及び外トルクに対して理想的応答を
行なう仮想化アクチュエーターを適用すればよい（前述）。
【０１２０】
　図１０には、図７に示した移動ロボットの制御システムにおける処理手順をフローチャ
ートの形式で示している。



(19) JP 4821865 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【０１２１】
　まず、全身協調力制御部７０３に、運動目標を設定する（ステップＳ１）。
【０１２２】
　次いで、ロボット状態観測部７０１は、すべての関節駆動用アクチュエーターに装備さ
れたエンコーダーから出力値を読み込み、関節値及び関節速度を計測する（ステップＳ２
）。
【０１２３】
　次いで、ロボット状態観測部７０１は、左右の車輪駆動用アクチュエーター１０２Ｌ、
１０２Ｒのエンコーダー値を基に車輪等価関節ＥＪ１、ＥＪ２の関節値及び関節速度を計
算して、対向２輪等価モデルにおけるすべての関節値及び関節速度を設定する（ステップ
Ｓ３）。
【０１２４】
　次いで、全身協調力制御部７０３では、ロボットの全身協調運動を力制御すべく、仮想
力算出部７０３Ａが運動目標（タスク）を実現するための仮想力ｆvを求める第１の処理
と、実在力算出部７０３Ｂがこの仮想力ｆvを実在力に変換する第２の処理を実行して、
対向２輪等価モデルにおける外力及びすべての関節への要求トルクを算出する（ステップ
Ｓ４）。
【０１２５】
　次いで、車輪トルク変換部７０５は、対向２輪等価ベースの関節ＥＪ１、ＥＪ２への要
求トルクを、左右の駆動輪１０１Ｌ、１０１Ｒへの要求トルクに変換する（ステップＳ５
）。
【０１２６】
　このようにして、上肢及び車輪のすべての関節への要求トルクが得られた後に、理想関
節制御部７０４において、全関節に関して、該要求トルク値及び対向２輪等価モデルで仮
定される関節イナーシャ、粘性抵抗を実現するよう、トルク制御する（ステップＳ６）。
理想関節制御部７０４は、例えば、特願２００８－１１９５０８号明細書に開示されてい
る仮想化アクチュエーターを適用する。
【０１２７】
　移動ロボットの制御システムは、上記のステップＳ１～Ｓ６からなる処理を例えば１ミ
リ秒という所定の制御周期で実行する。
【０１２８】
　最後に、対向２輪型移動ロボットに対する本発明の適用例について説明する。
【０１２９】
　図１１Ａ～図１１Ｄには、頭部の位置及び姿勢に対しインピーダンス制御を施し、車輪
を含む全身協調力制御を行なった際のシーケンス例（力学シミュレーション）を示してい
る。各図では、初期に外乱を与えた際，車輪と上体を協調させ、所定のコンプライアンス
を以って指定位置・姿勢に復帰する様子を示している。
【０１３０】
　また、図１２～図１５には、このときの首及びベース部の位置、姿勢の変化を示してい
る。
【０１３１】
　各図から、対向２輪を有したロボットであっても、車輪と上体を協調させた、全身協調
型の力インタラクションが行なえるようになることが分かる。安価な２輪ロボットでも、
多様なタスクを遂行し、人及び環境に対して、柔軟に対応するロボットが実現可能となる
という訳である。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　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。
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【０１３３】
　本明細書では、本発明を対向２輪型の移動ロボットに適用した実施形態を中心に説明し
てきたが、本発明の要旨はこれに限定されるものではない。
【０１３４】
　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。
【符号の説明】
【０１３５】
　１０１…駆動輪
　１０２…駆動輪用アクチュエーター
　１０３…股関節ピッチ軸アクチュエーター
　１０４…肩関節ピッチ軸アクチュエーター
　１０５…肩関節ロール軸アクチュエーター
　１０６…肩関節ヨー軸アクチュエーター
　１０７…肘関節ピッチ軸アクチュエーター
　１０８…肘関節ヨー軸アクチュエーター
　１０９…手首関節ロール軸アクチュエーター
　１１０…首関節ピッチ軸アクチュエーター
　１１１…首関節ピッチ軸アクチュエーター
　１５１、１５２、１５３…劣駆動関節
　１６１…キャスター
　７０１…ロボット状態観測部
　７０２…対向２輪等価モデル
　７０３…全身協調力制御部
　７０３Ａ…仮想力算出部、７０３Ｂ…実在力算出部
　７０４…理想関節制御部
　７０５…車輪トルク変換部
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