
想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

１．はじめに

　ヒト歩行を解析し臨床に役立つ様々な成果が報告

されているが，それらの要素を統合し歩行機能全体

として再構成することは，ヒト歩行における各要素

の連携・相乗効果を評価する上で有用な知見を与え

ると考えられる．その中で Perry らは筋骨格構成と

力学的洞察から歩行全体の要素を結びつけ，ロッ

カーファンクションという歩行相の解釈を示した 1)．

直接的には歩行中に足部のどこで転がりや回転運動

が生じているかを示した表現であるが，その運動の

理由と効果・動作筋群・次の運動との関係まで含め

た，総合的な歩行モデルと考えることが出来る．

　二足歩行ロボットの研究は，動力義足の開発 2) と

並び，バイオメカニズムの解析 3) から開始された側

面を持つ．現在，高効率な二足歩行を追求する受動

歩行ロボット 4) とならび，ヒト歩行に関する筋骨格

構成や運動様式を物理モデル化する 5) という考え方

がある．この中で２関節筋の特性を利用した垂直

ジャンプロボット 6) や，ヒト下肢筋群を空気圧を用

いたゴム人工筋で構成した歩行ロボット 7) が開発さ

れた．

　ヒト筋骨格構成を考えたとき，筋は等尺性収縮か

ら遠心性収縮において高効率であり，その特性を利

用して歩行を行なっていると考えられる．筋力発生

において Titin がアンカ位置変更可能な受動ばね機

構 8) であることが分かり，高速な遠心性収縮時に必

要であることが報告された 9)．筋腱複合体の弾性反

跳は，弾性によるエネルギ回収という点で，高エネ

ルギ効率での歩行に寄与していると考えられる．

　脳卒中リハビリなどにおいて歩行を再建するため

には，正常歩行のより深い理解が求められる．

Perry らはヒト歩行を筋骨格の全体運動として観察・

解析したが，もし歩行に関する筋骨格構成とその力

学的機能が理解されているならば，それを物理シ

ミュレータにおいて再現可能と考えられる．細田ら

はヒト身体の特徴長さ比を持つ筋骨格型ロボットを

歩行させたが，三次元歩行という厳しい条件下では

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．

　ヒト筋骨格構成は合目的な構成であると考えられるが，真にヒト歩行が理解されているならば，同じ事を

人工物で再現可能であると著者らは考えている．本研究では，筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シミュレー

タを構成し，Perry のロッカーファンクションによる歩行モデルにより，歩行の生成を試みた．２関節筋を

含む下肢９筋モデルに対し，後面の３筋を能動駆動させることでロボット化し，関節角度においてヒトと類

似の歩行が可能であった．本歩行モデルを用い，前脛骨筋弛緩が歩容に与える変化を観察し，歩行速度の低

下が確認された．また 9mm 高の障害物乗越えでは柔軟に歩容を生成し，乗越えが可能であった．本研究のロ

ボット歩行シミュレータは，ヒト下肢筋骨格構成を研究することが目的であり，ヒト歩行のより深い理解へ

の貢献が期待される．
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【要　旨】

２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

あるが，歩行スタンス長は足部前後長の程度である

と観察された 7)．ロボットはヒトと同じ方法で二足

歩行しなければならないという事はなく，自由に議

論されるべきであるが，Perry の精密な歩行相解釈

と比較したとき，ヒト下肢筋骨格構成の持つ巧妙な

仕組みを取入れる余地はまだ多くあると著者らは考

えている．

　本研究では，ヒト筋骨格構成の理解のために下肢

物理シミュレータを構成し，ロッカーファンクショ

ンの説明により歩行発現させることを目的とする．

各筋はばねを基本要素とし，ばねに直列するケーブ

ルを一部モータで牽引することでロボット化する．

真にヒト歩行様式を再現したロボット歩行シミュ

レータは，病的歩行の再現，機能的下肢装具の開発

や人工関節シミュレータ等において有用な応用が期

待される．本稿ではこの筋骨格歩行シミュレータを

ロッカーファンクションにより歩行構築を行い，実

機において歩行可能であったので，その結果を報告

する．

２．方法

２．１．ロッカーファンクションについて

　ロッカーファンクションについて，短視眼的であ

るが工学的視点の初見での印象について述べる．図

１にロッカーファンクションの一部を示す．

　まず，荷重応答期の開始時より膝関節が屈曲して

いるが，工学的には荷重下で大腿四頭筋により膝関

節屈曲状態を保つエネルギが必要なため，非効率に

見える．高効率を求める受動歩行ロボットでは，初

期接地時から立脚中において通常直線状態10) で運

動を行なう．また，アンクルロッカー時にヒラメ筋

で膝折れを防ぐために直接的にブレーキをかけてい

ることも，エネルギ消費に繋がる．このように一部

分のみを抜出した場合にエネルギ効率的に考える

と，一見非合理に見える動作がある．しかし，この

ような負の効果はサイクリックな歩行動作として見

た場合に，その背後にあるより重要な要素を適正化

し，結果として歩行全体の効率化が得られている可

能性がある．下肢の機能は移動であるが，ヒト歩行

は生体という条件で効率的に移動を行なうための合

目的な形態を持つ事を，筋骨格ロボット歩行シミュ

レータにより見定めるというのが，著者らの立ち位

置である．

２．２．筋骨格型ロボット歩行シミュレータの構成

　本稿の導入で述べたように Titin はアンカ位置変

更可能な受動ばねである．理想的ばねは伸縮での弾

性エネルギ収支は０であり，もしばねを基本とする

構造で歩行可能とすれば，エネルギ効率の高さを再

確認できる．また，ばねとしての振る舞いとロッカー

ファンクションの相乗効果が期待される．よって，

本研究では各筋をばねとして表現することを基本と

した．ばねは内骨格に相当するフレームへケーブル

を介して取付け，圧縮方向へは力を出さない構成と

した．能動的に駆動する場合は，ばねに取付けられ

たケーブルをモータで牽引するばね―モータ直列構

成6) を筋の基本要素とすることとした． 

　図２に製作したロボット物理歩行シミュレータの

３モータモデルの写真を示す．全高 800mm，股関節

幅 200mm，重量は両足合計６個のモータと歩様向上

のための500gの腰部おもりを併せ5.66kgとなった．

現段階では平面内動作とし，腰部両側面にボール

ローラを配置し，452mm の間隔で設置された２枚の

アクリルプレートの間を二次元歩行させることとし

た．ヒト関節において特に膝関節は十字靱帯により

ロールバックするが，本稿ではピンジョイントとし，

ポテンシオメータで各関節角度を測定した．

　図３に３モータモデルの概略図を示す．なお，図

３では特徴長さやモーメントアームを確認するため

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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図１ ロッカーファンクションの概略図

２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

図２ 筋骨格型ロボット歩行シミュレータの写真

（b）側面（a）前面

【作用筋群】

①股関節屈曲単関節筋

　腸骨筋，長内転筋

　(2.06N/mm)

②股関節伸展単関節筋

　大殿筋，大内転筋

　(4.9N/mm)

③骨盤下腿前面２関節筋

　大腿直筋

　(1.52N/mm)

④骨盤下腿後面２関節筋

　大腿二頭筋長頭，半膜様筋，

　半腱様筋

　(3.24N/mm)

⑤膝関節伸展単関節筋

　大腿四頭筋広筋群

　(1.38N/mm)

⑥膝関節屈曲単関節筋

　大腿二頭筋短頭，膝窩筋

　(直動 )

⑦腓腹筋

　(4.31N/mm)

⑧前脛骨筋

　(2.06N/mm)

⑨ヒラメ筋

　(4.31N/mm)

図３ 歩行シミュレータの構成図 号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

図４ 歩行シミュレータの歩行時連続写真

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

図５ 歩行時の関節角度

(a) 前脛骨筋強度による腰部速度の変化

(b) 荷重応答期終了時の脛骨姿勢変化

図６ 前脛骨筋強度と歩容の変化

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

図７ 段差乗越え

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）

18）

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．



想的である．しかし，病的歩行では上体の観察は欠

かせない物である．今回は前脛骨筋弛緩のみを扱っ

たが，各種病的歩行についても検討可能と考えてい

る．具体的データは示さないが本稿で触れた２モー

タモデルは，グラフ上ではヒトに近い歩容ではな

かったが，歩行開始時に腸骨筋により１歩目の脚を

上げる骨盤補助のみで歩行が開始されたた．この補

助は腹筋に相当するかもしれない．歩行開始も興味

深いテーマである．本研究で著者らが感じたことは，

シミュレータの転倒の様子が興味深かったことであ

る．恣意的に転倒させることに対し問題が無いこと

はロボットならではの手法である．現状では，二次

元歩行であること，モーメントアームが生理的でな

いこと，長時間歩行させていないなど課題は多いが，

足部構造と push–off の再現は次の課題として進め

ている所である．

５．まとめ

　本研究では，筋骨格型ロボット歩行シミュレータ

を開発し，ロッカーファンクションに基づき歩行構

築を行ない，関節角度にてヒト標準歩行動作と比較

した．正常歩行したシミュレータに対し荷重応答期

に重要な前脛骨筋の弛緩モデルを検討し，歩容の変

化を観察した．また，正常歩行と同じ指令値の下，

柔軟に段差を乗越える歩容がヒト下肢筋骨格構成に

より機械的に生成された．今後，前足部やアーチ構

造を持つ足部構造を導入予定である．
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デルでの歩行を確認している．３モータモデルと共

通するのは⑥大腿二頭筋短頭の単関節筋であり，こ

の筋の駆動が無ければ歩行生成が非常に難しかっ

た．本シミュレータでの役割は遊脚期において膝関

節を屈曲することであり，遊脚の生成は前進動作に

逆らうため，エネルギ消費要素の一つである事が示

唆される．ロボットの歩行研究において，定常歩行

時に重心を前方移動するパワーに対し，遊脚など脚

の相対運動を含めると 2.6 倍程度のパワーが必要と

報告されている 14)．ここでも下腿 push–off 機能の

重要性が確認される．

　現在，著者らは足部構造のシミュレータへの導入

を開始しており，腓腹筋ヒラメ筋の弾性反跳との連

携動作である．義足の研究になるがこの動作は，重

心の直接の前進力ではなく下腿の前進と安定性に寄

与する 15) とすると考えられている．一方，カタパ

ルト動作という筋電収束後しばらく経って筋腱複合

体の最大力が出る事 16)，そのエネルギ収支が合わな

い 17) 等，物理的な解釈の難しい所もある．しかし，

骨格と単純なばねのモデルであってもパワー増強効

果は見出され 18)，動作タイミングが重要 19) である．

カエルのジャンプは特別な生理機構でなく筋骨格の

姿勢そのもので機械的キャッチ機構を構成 20) して

おり，この機構はヒト歩行の push–off 動作にも一

部該当すると著者らは考えている．このためには実

機において高速なモータが求められるが，現在著者

らは，高速かつ力覚計測可能な小型モータを開発し

た．これにより動作時の力覚まで含めた評価が可能

となった．また足底にフィルム型圧力センサにより

足底反力と COP 測定を行なう計画である．

　本稿のモデルでは上体が無いが，左右肢の股関節

屈曲力はある程度釣合うため，骨盤前後傾は少な

かった．上半身をパッセンジャ，下肢をロコモータ

と考えたとき，パッセンジャユニットへの負荷が最

小限で，受動的にロコモータシステムによって運ば

れる状態が高効率である 1)．骨盤はパッセンジャと

ロコモータ双方に所属し両者をつなぐ部位である

が，本稿のモデルで骨盤前後傾斜が少なかったこと

は，このロコモータパッセンジャの考え方からは理

に，若干視認性は低下するが，各部位の寸法比は実

物と同じ図面とした．

　本構成は一般的な２関節筋を含む９筋モデル 11)

である．現段階では足部やアーチは無く ，フォア

フットロッカー相当の機能がトウロッカー位置で

起っている状態である．一方，最終的に離地するの

は足部先端であるため，下腿の push–off 機能も一

部含まれると考えられるが，本稿ではフォアフット

ロッカーと表記する．

　筋を模擬するばねは，始点 (Origin) ―ケーブル

―ばね―ケーブル―終点 (Insertion) の順序で配置

されるが，関節まわりに回転力を発生させるモーメ

ントアームを調整するために，特に膝関節ではアー

ムを伸し，ケーブル通過孔を通して配置した．実際

のヒト下肢筋は三次元的に配置されており，姿勢に

よって各関節自由度に対するモーメントアームが変

化するが，参考として図３の図中に対応する筋を示

した．通常見る下肢９筋モデルと比較し一部ばねの

位置が異なるように見えるが，これは実機製作上の

スペースの都合であり，ケーブルのどこにばねを配

置配置しても機能は物理的には同じである．モータ

を配置する筋に関しては，筋の始点または終点に

モータモジュール (Dynamixel MX–106, Robotis 

Inc.) を配置し，ばねに直列につないだケーブルを

牽引する構成とした．

る方法は，筋骨格や生体要素といった機構の協調を

探るロボット研究では良く見られる 6,7,12,13)．評価は

得られる歩行が，関節角度等を基準にヒト歩容と比

較し類似であるかどうかで判断することとした．本

稿では本シミュレータで得られた歩容と，前脛骨筋

を弛緩させた場合，並びに段差乗越えの結果を述べ

る．関節角度は各関節に設置した測定用ポテンシオ

メータ（Model357, Vishay Intertechnology, Inc.）に

より計測した．前脛骨筋弛緩モデルでは，画像解析

ソフト Kinovea により動画より腰部速度を求め，５

回の平均値により解析を行なった．また段差乗越え

試験では同じく画像解析ソフトKinoveaを用い，腰部

と左右踵部の軌道を追跡して運動解析を行なった．

３．結果

３．１．ロボット歩行シミュレータの歩容

　まず，本稿における３モータモデルによる歩行シ

ミュレータは前面筋群を能動駆動させるモータが配

置されていないため，立位状態からの歩行開始は不

可能であった．先述したとおり，本機構は三次元的

に関節周囲に巻きつく筋群を二次元にモデル化した

ため，参考値だが，結果として得られた各筋のばね

定数を図３に示す．またロッカーファンクションに

より歩行構築した歩容の連続写真を図４に示す．各

写真の左上連番が順番を示すが，装置の歩行通路の

関係上，左上よりフォアフットロッカーから示す．

以下にまず定性的に観察した結果を述べる．

　写真番号１の赤丸で示した右脚について以下に順

次説明する．番号１はフォアフットロッカーであり，

番号２が前遊脚期終了時である．本稿では前足部を

有しないため，前遊脚期終了時に反対側がすでに足

底面全体で接地しており，両下肢支持期の前遊脚期

と荷重応答期は同期できていない．遊脚期に入り番

号４のとおり足部が床に対し平行で低い所を通過し

ている様子が分かる．次に番号５でヒールロッカー

に入るとき膝関節はほぼ直線と成っているが，番号

６では荷重応答により膝関節屈曲しヒールロッカー

が働いている様子が確認できる．先述したように番
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一方，図６ (b) 右の適正強度の場合は，この画像の

直前に，大腿とその上の腰部が，脛骨の引っ張りと

それと同期した反対側の押し出しにより，前方へ牽

引されていることが観察された．図６(a) の 1.7 秒

付近から始まる次のスタンスでも同様の腰部速度軌

道が確認される．なお本稿では示さないが，前脛骨

筋の強度を標準である 2.06N/mm より大きくした場

合は，荷重応答期にシミュレータ自体が跳ねる状況

となり，足部が後方に腰部が前方へ空中で回転する

様子が観察された．

　次に，図５と同一の歩行条件で高さ 9mm，幅 30mm

の角材を乗り越える実験を行なった．図７に

Kinovea を用いて腰部，左右踵部を追跡した結果を

示す．図７は黄線が左踵部，緑線が右踵部を示し，

膝関節屈曲状態を参考に，左右脚で同一駆動指令の

状態を抜き出し一つの画像として合成したものであ

る．図７画像右側は，立脚中期を少し過ぎた所であ

るが，腰部は 0.48m/s であり緑線の踵は地面に接地

し停止している．その後，図７中①の場所が単脚支

持から落下し初期接地時であり，腰部位置が最も低

くなる所である．通常歩行時にシミュレータではこ

の程度の腰部上下動が起る．

図５では前脛骨筋が 2.06N/mm となったが，図５と

全く同一の駆動条件で前脛骨筋を 0.78N/mm へ変更

し，同一速度で歩行開始した場合の歩容の変化を解

析した．画像による腰部速度を動作解析ソフト

Kinovea により求め，各条件において５回ずつ試行

した平均を図６ (a) に示す．上体重量が小さい事や

図５から分かるように荷重応答期での膝関節屈曲が

十分でない事から，図６青縦線で示した区間の初期

では違いは小さい．この領域では重力落下と初期接

地以降の動作による速度増加である．しかし図６

(a) 中の★印の時刻で条件間で違いが起った．この

ときの様子を図６(b) に示す．図６(b) 左の前脛骨

筋強度が弱い場合は，荷重応答期終了時に足関節の

底屈が大きく，反対足の擬似push–off（本シミュレー

タでは蹴り出しに近い）の効果を低減させている．
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２.３ シミュレータの歩行生成と計測方法および評価

　どの筋に対し能動駆動を作用させ，どの筋を単純

なばねのまま歩行が可能になるかは非常に興味深い

デーマである．これまでに著者らは①股関節単関節

筋と⑥膝関節伸展単関節筋の２ヶ所を能動駆動し歩

行可能であったが，本稿では後面筋群の３ヶ所（図

３中④⑥⑦）を能動駆動した結果について報告する．

各筋を再現するばね定数に関し，歩行時に筋断面積

に比例した力が発生しているとは限らない．また，

三次元的な配置の筋群を二次元モデル上で再構成し

たため，本モデルは生体モーメントアーム等を規範

としたものの，正確に再現しえない．本研究におい

ては，モータ配置とその駆動タイミング，ならびに

特にばね定数に関して，生体を規範としながら，

Perry のロッカーファンクションの説明を再現する

歩行が得られるように試行錯誤で調整した．このよ

うに，駆動タイミングや駆動アルゴリズムを生体を

規範としながら発見的に模索し，その結果を考察す

　時間経過後である図７画像左は足関節前方付近で

角材に乗り上げた状態であるが，平地と比べシミュ

レータ自体の位置エネルギが高くなるため，腰部速

度は 0.19m/s に低下した．その時踵は，角材と足部

の接触位置を中心に回転するため，上方への速度が

見られる．その後，この姿勢バランスで角材に乗っ

たまま，反対側である右脚（緑線）を前方へ振出し，

反作用でさらに腰部速度が低下した．さらに，その

振出しを出切ったところで振出し脚の慣性により腰

部が引張られるとともに，振出した前方脚の落下が

開始された．②付近が次の腰部最下点相当であるが，

腰部に対し後方となった左足は角材に乗ったままで

あるため腰部位置の落下は小さい．引続き，本来初

期接地する時刻で，右脚背面側の能動筋活動により

右脚股関節が屈曲するが，まだ地面へ接地していな

いため空振りし，緑線が手前へ戻って落下が追いつ

き接地した．その後の黄線で示す左脚は正常に遊脚

し前進した様子が画像からは確認出来た． 

４．考察

　本研究では筋をばねに置換えた下肢筋骨格物理シ

ミュレータを製作し，ばねに直列配置されたケーブ

ルを駆動することで歩行させた．図５に示す様に本

歩行シミュレータは概ねヒト歩行と類似のパターン

が生成された．図５下の駆動パターンは三角形の軌

道を描いているが，これはモータ回転速度の限界で

ある．そのため図５中の膝関節屈曲角度の推移は大

腿二頭筋短頭を牽引するモータの推移とほぼ同等と

なっている．荷重応答期における足関節の底屈は若

干確認できる．しかし，図４の説明で述べたとおり，

現段階で足趾が再現出来ていないため，トウロッ

カーが求められる下腿の push–off は十分に働いて

いない．また，中足趾関節が動かない状況とも同等

であるため，前遊脚期でロボット重心を押し上げる

力が大きくなり，図４②のように脚を引いた所で膝

関節屈曲が小さい状態での接地となった．このこと

は歩幅の減少にもつながる．では遊脚動作を遅くす

るべく前面筋ばねを弱くすると，遊脚そのものが十

分得られない．なお，現状においてモータ駆動のタ

イミングは 10ms 単位での調整を要した．ロッカー

ファンクションは初期接地から順に説明されるた

め，左右肢の同時協調運動について，製作者の認識

が十分でなかった点は否めないが，実機の製作によ

りトウロッカーとそれによる下腿 push–off の重要

性がより明確となった．

　図６で示した前脛骨筋の弛緩効果の実験は，当初

は初期接地直後の底屈を狙ったものであった．詳細

は解析中であるが，前脛骨筋ばねを弱めても初期接

地直後の底屈が増加しなかったのは，前述の接地時

期の遅れと併せ，接地直後に物理シミュレータが微

小に跳ねていることが原因の一つと観察された．生

体では踵部の皮膚組織の圧縮剪断変形を含めて衝撃

吸収しているものと考えられる．また，図７で示し

た段差乗越えでは，9mm の段差による位置エネルギ

で腰部速度が半分以下となることから，当該歩行相

では慣性に大きく頼る歩行，つまり物理的に低エネ

ルギで移動していた事が示唆される．具体的数値は

今後の課題である．

　一つの興味深いテーマとして，物理シミュレータ

においてどのように歩容を構築していったかが挙げ

られる．現状でも十分に整理されていないが，最初

は荷重応答期から順に歩容を構築し，途中で反対側

の動作にも気づき，その時点でサイクリックな運動

として捉えなければならないため，順序はなく全体

として歩行を捉える必要が出てきた．また，どの筋

をモータ駆動すれば良いかについても興味深いが，

著者らは先述したように本モデルの前に２モータモ

19）

20）

号６の反対側は番号２の状態と同様で前遊脚期を抜

けて離地していない．その後，番号７のアンクルロッ

カーに入り立脚中期に大腿が伸展に入った頃には膝

関節は直線状に戻る．番号８は踵離地した立脚終期

で足関節が背屈していくが，反対側は初期接地直前

であり，再び番号１の状態となる．

　図５にヒト標準歩行パターン 1)，歩行ロボットの

関節角度パターン，駆動パターンを示す．ロボット

の関節角度パターンについては５回試行した歩行の

平均を示す．各試行の関節角度は細線にて示す．ま

た，駆動パターンについては，対応するモータに直

列接続されたばね定数や駆動ケーブルが作る関節

モーメントが各筋で異なるため参考値に留まるが，

実際の牽引量を示す．歩行周期は 1.7 秒（１スタン

ス = 0.85 秒）であるが，これは能動的駆動の周期

がそのまま現れることになる．

３．２．前脛骨筋の強度変化と障害物乗越え

　荷重応答期から立脚中期にかけては，前脛骨筋は

ヒールロッカーによる効率的な運動に重要である．
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Development of robotic musculoskeletal walking simulator using rocker function
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Abstract
The purpose of this study is to develop a robotic musculoskeletal walking simulator by 
rocker function, which was summarized by Perry. The musculoskeletal morphology of 
a human being should have a rational structure for the function of bipedal walking. If 
we recognize the human walking function, then we can reconstruct it by artificial 
materials with robotic technology. In this study, the muscles in the lower extremities, 
including the biarticular structure, were replaced by the simple springs-cable element, 
and three posterior muscles were actuated by electrical motors as a robotic system. 
The musculoskeletal walking simulator successfully reproduced human-like walking 
trajectory from the viewpoint of joint angles. By utilizing the simulator, the effect of 
tibial anterior muscle slackness was observed as a sample of pathological gait, and 
this induced the decrease in movement speed when walking. The simulator could walk 
over a 9 mm high obstacle along a walking pathway by changing its gait automatically. 
The robotic musculoskeletal walking simulator is a useful tool for the analyses of 
human gait.

Keywords: Biomechanism, Rocker function, Musculoskeletal model, Walking, Robot
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