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Human muscular-skeleton structure is supposed to play an important role for realizing
dynamic locomotion such as jumping and running. This paper investigates the effect of
human-like morphology for dynamic bouncing. We design a monopod that has biomimetic
muscular-skeleton structure inculuding biarticular muscles and confirm that biarticular mus-
cles strongly governed the posture through bouncing. Experimental results show that a con-
trol scheme for stable bouncing is very simple even though the pneumatic artificial muscles
have complicated characteristics.
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1 はじめに

生物が実現する適応的かつ安定した運動は，実世界で
動作するロボットにとっての中心的課題である．従来の
ロボットは電動モータによって駆動されてきたが，減速比
の増大に伴う見かけの慣性モーメントの増大や，フィー
ドバック遅れあるいはアクチュエータの機械時定数によ
る反応の遅れのため，ダイナミックな運動を実現するこ
とは困難であった．
この問題に対し，身体のダイナミクスを適切に設計す

ることで，環境とうまく相互作用し，適切な運動を実現
するという Morphological Computation1) に基づいたロ
ボットの設計論の重要性が指摘されている．McGeerの
受動歩行ロボット 2)，Raibert3) や玄ら 4) の跳躍走行ロ
ボットは，適切に設計された身体構造が運動において制
御系と同様に重要であるという主張を実証していると考
えられる．
細田らは，各関節に空気圧人工筋を拮抗配置し，身体

の動特性を移動形態に応じて変化させ，歩行，跳躍といっ
た多様な動的運動を実現している 5)．このロボットは高
い運動性能と多様な運動の実現を両立しているが，運動
の再現性や外乱に対する頑健性は低かった．これは，各
関節が別々の拮抗筋 (単関節筋)によって駆動されていた
ため，適切な関節間の連動を生み出せていないことに起
因すると考えられ，この問題を解決するシステムの構築
が求められている．
バイオメカニクスの分野では，生物が持つ二関節筋が

関節間の連動に寄与しているという知見が得られている．
大島らや鳥海らは，生物の下腿に存在する二関節筋（腓
腹筋）に着目し，腓腹筋に相当する弾性のないワイヤと
膝伸筋のバネを用いて，安定した跳躍運動を実現してい
る 6, 7)．このように二関節筋が関節角度間に拘束を与え
ることで，関節トルク調整し，適切な関節間の連動を実
現するということが理論 8)，実機によって示されている．
ロボティクスの分野では，新山らは二関節筋を含めた

筋骨格構造をもつ二足ロボットを開発している 9)．この
ロボットは，非常に高い運動性能を実現し，二関節筋を

含めた筋骨格系がダイナミックな運動に効果的に作用し
ていることを実証している．しかし筋骨格系の個々の筋
の運動への寄与については詳しく述べられてはいない．
本研究ではヒトの構造に倣った筋骨格構造を持つ 1脚

ロボットを開発し，高速動作や関節間の協調動作が要求
されるダイナミックな運動において筋骨格系,特に二関節
筋が果たす役割を構成論的に調査する．そしてこの関係
を利用することで連続跳躍運動の実現を行う．

2 ロボットの構成

2.1 概要

開発した 1足ロボット，空脚Kの外観を図 1に示す．ロ
ボットの全長は 730mm，重量は 4.3 kgであり，股，膝，
足首関節にそれぞれピッチ方向の回転自由度を持つ．

Fig.1 Overall of the monopod robot

空脚Kは，ロボットの筋配置をヒト脚部の構造と同じ
5対 9筋の配置とし（図 2），各筋にはマッキベン型空気
圧人工筋を用いている．またバイオメカニクスの分野で
は，末端部の重量を小さくした身体構造が運動の省エネ
ルギ化に寄与していることが知られている 10)．このこと
から，空脚Kにおいても胴体に重量が集中した身体構造
を採用し，運動性能の向上を図っている．
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Fig.2 Muscular-sleletal system of the robot

2.2 筋構造
跳躍や着地などのダイナミックな動作の実現のため，ア

クチュエータには高い出力と適切な受動ダイナミクスを
とれるような受動特性を有していることが求められる．
マッキベン型空気圧人工筋の出力特性，電動モーターと

比較して高い出力（図 3.a）と給気圧力に比例した機械的
な弾性係数を有している（図 3.b）ことが分かる．このこ
とからマッキベン型空気圧人工筋はダイナミック運動を
行うための条件を満たしている考えられる．今回，人工筋
には日立メディコ社製のエアマッスル（自然長 200 [mm])
を使用している．
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Fig.3 Characteristic of the pneumatic actuator

2.3 関節構造
着地などのダイナミックな運動においては地面との衝

突の際に撃力が発生する．この衝撃に耐えるため，関節
には高い耐衝撃性が要求される．
今回空脚Kには，坂口らが開発したアラミド樹脂によ

る開放型人工関節を採用している 11)．この人工関節は広
い面で関節同士が接しているため高い耐衝撃性を有して
おり，跳躍着地運動を行うロボットに有効な構造である
と考えられる．
2.4 センサ
連続跳躍運動とは跳躍運動と着地運動の繰り返し運動

である．この運動を実現するためにはこれら 2つの運動
の切り替えタイミングをロボットが認識することが求め
られる．本研究では着地運動でロボットが最も沈み込ん
だ瞬間を着地運動から跳躍運動の切り替えタイミングと
設定し，このタイミングの認識に筋内圧の変化を用いる．
これは人工筋に外力を加え伸長させると，人工筋内部の
体積が減少し内圧が増加する性質を利用したものである．

この切り替えタイミングの認識のため，空脚 K には
筋#3 に人工筋の内圧を計測する SMC 社製圧力センサ
PSE530を搭載している．ここで，#3は図 2の 3番の筋
のことを意味している．図 4に着地運動を行ったときの
筋#3の圧力センサの値を示す．80ステップ目付近で圧
力センサの値に極大値が発生しているが，これは落下の
衝撃で#3の筋が伸長されたことにより発生した圧力変化
であり，この極大値を検出することでロボットは着地運
動の最下点の検出を行っている．

Fig.4 Time course of pressure during landing

2.5 制御システム
図 5にロボットの駆動システムの概略を示す．このシ

ステムでは，ロボットの運動はマイクロコントローラに
よって制御される．マイクロコントローラにはルネサス
テクノロジ社製の H8-3664Nを使用する．マイクロコン
トローラは制御弁の開閉を制御し，この弁の開閉によっ
て人工筋へ空気が給排気されることでロボットが運動を
行う．加えて，運動の結果得られたセンサ情報を読み取
り，運動へのフィードバックを行っている．また，空気
の供給源には供給圧力 0.7 [MPa]のエアーコンプレッサを
使用している．

Fig.5 Cotrol architecture

3 ダイナミック運動における二関節筋の機能
二関節筋は関節間に拘束を与えることで関節間の連動

を規定し，安定したダイナミック運動の実現に大きな寄
与を果たしていると考えられる．本節では，跳躍運動，着
地運動において二関節筋と運動の関係を実験を通じて明
らかにする．
3.1 跳躍運動
空脚Kは図 6の給排気パターンによって跳躍運動を実

現している．初期給気では二関節筋である筋#5，#9へ
給気を行っている．この初期給気により，初期姿勢や二関
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節間の拘束条件を決定している．駆動給排気では抗重力
筋である筋#2，#3，#8に適当なタイミングで順次給気
を行い，ピストン運動を行うことで跳躍運動を行ってい
る．ここでは，各筋への給気時間は，筋への給気が完全
に完了するのに十分な時間としている．この給気パター
ンにおける跳躍運動の様子を図 7に示す．

Fig.6 Valve operation for jumping from standstill

Fig.7 Jumping from standstill

ここでは二関節筋による関節間の拘束が関節間の連動
を規定し，結果，一関節筋の駆動タイミング T2 や T8 の
厳密性を緩和することを示す．実験設定としては，初期
給気パターンを二関節筋を用いない場合と二関節筋を用
いる場合の 2通り用意する．前者はロボットの初期姿勢
のみを設定してるが，後者はそれに加えて関節間の拘束
条件も設定している．この 2種類の初期給気において T2

や T8を網羅的に設定し，その時の跳躍運動の変化を調べ
る．T2や T8の値は共に，25ms，50ms，75ms，100 ms，
125msの 5通りとし，実験の評価基準にはロボットの最
大跳躍高さにおけるロボットの回転角度 θを用いる．
この実験の結果を図 8に示す．この図は，各タイミン

グにおいてそれぞれ 10回試行実験を行った際の θの平均
値を示している．一関節筋のみを用いた初期給気ではタ
イミングに依存して θが大きく変化している．このタイ
ミングが適切でない場合は抗重力筋が発生するエネルギ
の多くが回転エネルギに変換され，大きな θをとってい
る．一方，二関節筋のみを用いた初期給気ではタイミン
グの厳密性が緩和され，広いパラメータにおいてある一
定の回転角度付近をとることが分かる．このように，二
関節筋は関節間の連動を規定し，ダイナミック運動の安
定化に寄与していることが分かる．
3.2 着地運動
空脚Kは図 9の給排気パターンによって着地運動を実

現している．この着地運動は，初期給気で各人工筋に適

Fig.8 Valve operation delay(T2, T8) and Body rotation

切な初期給気を行い，その後は受動ダイナミクスに従う
ことで着地運動を行っている．着地運動を行っている間，
ロボットは各人工筋に対して全く制御を行わず，ロボッ
ト自身の受動ダイナミクスによる運動を行う．この給排
気パターンにおける着地動作の様子を図 10に示す．この
ように本研究では，制御系が行う関節間の協調運動を二
関節筋によって機械的に実現している．

Fig.9 Valve operation for landing

Fig.10 Landing from approximately 1m height

ここでは，大腿二関節筋（#5，#6）への初期給気時間
t05，t06を変数として設定する．そしてロボットが同じ初
期姿勢を維持できるように股一関節筋（#1，#2）への初
期給気時間 t01，t02を調整する．今回は簡単のため，t05，
t06 は同じ値を取るものとし，この変数がとる値は 0ms，
20ms，40ms，80ms，160msの 5通りである．この 5通
りの給排気パターンにおいて着地運動を行い，おのおの
の胴体姿勢を調べる．
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着地運動における胴体の姿勢 γの時間変化を図 11に示
す．γ はグローバル座標から見た胴体の姿勢である．こ
の図を見ると，(t05, t06)の増大に伴って γ が増大してい
ることが分かる．この理由としては以下のように考える
ことができる．股一関節筋#1,2のみを用いて着地運動を
行った場合，胴体は膝の屈曲に伴って後方に傾く．これ
に対し，大腿二関節筋#5,6を用いた場合は二関節筋によ
る拘束のため，膝の屈曲に伴って胴体が前方に傾く．こ
のように，二関節筋による拘束が胴体の着地運動時の動
的な姿勢を自動的に調整していることが分かる．

Fig.11 Time course of body posture during landing

4 連続跳躍運動の実現
前章で実現した跳躍運動，着地運動を連続して行うこ

とにより，空脚 Kは連続運動を実現している．図 12は
連続跳躍の際の給排気パターンである．

Fig.12 Valve operation for bouncing

この運動の実現のためには，駆動給排気の開始タイミ
ング，つまり，着地運動時の最下点を認識しなければな
らない．今回，人工筋#3に取り付けられた圧力センサを
用いて図 12の最下点を認識している．検出された最下点
において跳躍の給排気パターンを実行し，跳躍から一定
時間経過した後，同様に固定された着地の給排気パター
ンを実行し，これを繰り返し実行することで連続跳躍運
動を実現している．この制御方法によって探索的にパラ
メーターを調整した結果，20 cmの跳躍高さで連続 5回
の跳躍に成功している．この連続跳躍の様子を図 13に示
す．このよう身体構造の活用によって，跳躍タイミング
の切り替わりのみを認識する単純な制御則によって連続
跳躍運動が実現できる．

Fig.13 Bouncing sequence

5 おわりに
本研究ではヒトの筋骨格構造に倣い，二関節筋を含め

た筋骨格構造を持つ 1脚跳躍ロボット空脚Kを開発した．
このロボットは弾道学的な運動を行い，受動ダイナミク
スを活用する事で，単純な制御則で適応的な運動を行う
ことができる．跳躍運動では，二関節筋が跳躍に与える
影響を検証し，二関節筋が一関節筋の駆動タイミングの
厳密性を緩和していることを確認した．着地運動におい
ては，大腿二関節筋が着地の際の胴体の姿勢を膝関節の
屈曲と連動して自動的に調整し，適切な着地運動の実現
に寄与していることが明らかとなった．この動作を用い
て連続跳躍を行い，膝伸筋の圧力センサを用いた単純な
フィードバック制御によって 5回の連続跳躍を実現した．
このように筋骨格系，特に二関節筋は安定したダイナミッ
クな運動の実現のために必要不可欠な要素である．今後
の課題としては，筋骨格系の機能を理論的に解析し，定
式化および，二足形態への拡張，様々な運動形態への適
応が挙げられる．
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