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脚型ロボットの移動能力向上に関する研究に従事
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災害対応を目的とした脚型ロボット

国内：ロボット関連事業
年度 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

内閣府

防衛省

復興庁 / 
福島県

SIP（インフラ維持管理・更新）

ImPACT（極限環境）

中型UGV

災害対応
ロボット

海外：ロボット競技会
DARPA Robotics Challenge (’12-’15)

阪神・淡路大震災（1995/1/17）
東日本大震災と福島第一原子力発電所事故（2011/3/11）
熊本地震（2016/4/14）など

極限環境で移動と作業が可能な
災害対応ロボット



ImPACTタフ・ロボティクス・チャレンジ【田所PM】

タフでへこたれないロボット技術
・厳しい環境条件でも，アクセスできる
・条件が悪くても，見える，聞こえる，

感じることができる
・失敗しても，やり直すことができる
・災害環境条件に適合して能力を発揮

• 頻発する自然災害・人為災害．ロボットは情報収集・対策の切り札
– 災害の予防・緊急対応・復旧，人命救助，人道貢献のために
– 人間では不可能な作業，人間には危険な作業，作業の迅速化・効率化

• 「タフで，へこたれない」ロボットの実現 ひ弱な優等生ロボット



DARPA Robotics Challenge Finals（2015年6月）

現状の脚型ロボットは移動能力にタフさが欠ける



熊本地震
（2016年4月14日）

ケルン市歴史文書館倒壊事故
（2009年3月3日）

崩壊の危険性のあるがれき上を移動可能なタフさが求められる

DARPA Robotics Challenge Finals（2015年6月）



脚型ロボットの長期的目標

極限環境で高い移動能力と作業能力を持つ
脚型ロボットのプラットホームの開発

プラントの被害状況調査と復旧活動

復旧活動場所までの
経路計画

状況にあわせた柔軟な
脚移動と修繕作業



研究目的
1) インフラ・プラントの被害状況調査と復旧活動

（災害時）
2) 老朽インフラ・プラントの保守と災害予防

（平常時）

方法論
1) 人間では作業が困難な極限環境を移動
2) 力強い作業

（コンクリート壁への穿孔や固いバルブ開閉等）
3) 精密な作業

（視認，打音検査等）
4) 外界環境の形状・性状を計測・推定
5) 遠隔操作

（直感的で操作性の高いインタフェース）

遠隔操作
転倒復帰

刻一刻と
変化する
外界環境
認識

[JX室蘭集合煙突塗装へ！（http://blogs.yahoo.co.jp/mt_happiness_44happy/11694612.html）]

力強い作業
精密な作業

垂直はしご

螺旋階段

作業現場
<150m級の集合煙突>

脚型ロボットの研究目標



災害対応ロボットセンター
設立構想

階段

段差

斜面

はしご移動能力

狭隘空間

試験項目

試験項目細分表（原子力グループ）

(124 ページ)

[産業競争力懇談会，“災害対応ロボットセンター設立構想” ，2013．]

極限環境下における要求動作の調査



極限環境下における要求動作の調査
分類 内容 困難と予想される要素

移動能力
不整地踏破 様々な路面形状・性状
はしご踏破 様々な取付環境，安全囲いの存在
狭隘空間通過 作業空間の制限，劣悪な視界

作業能力

バルブ開閉 様々な取付位置・形状・必要なトルク
スイッチ操作 様々な取付位置・形状，指程度の大きさ

人間の道具の使用 予測不可能かつ様々な形状・重量
ドリルなど道具操作の必要性

環境認識能力 外界情報の獲得 視界不良の環境下での認識
音源の定位，測距

頑健性 転倒復帰 転倒姿勢の認識
転倒姿勢に対する復帰手法の決定

[産業競争力懇談会，“災害対応ロボットセンター設立構想” ，2013．]
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脚型ロボットに求められる機能

がれき路面（腹ばい）

螺旋階段
（４足, ２足）

垂直はしご

力強い作業

精密な作業

1) アクセス困難箇所の移動
2) 修繕作業（力強い作業）

・バルブ開閉操作
・ハンマードリルによる穿孔等

3) 非破壊検査（精密な作業）
・超音波探傷等

4) 環境認識
・外界環境の形状や性状
・自己位置推定

5) 遠隔操作
・ロボットの周囲状況を把握
・失敗時リカバリ



脚ロボットの開発ロードマップ

位置付け 各要素技術の開発 各要素技術の統合

諸
元

寸法 JIS規格が定める垂直
はしごに対応

各規格が定める垂直はしご，
狭隘空間に対応

各規格が定める垂直はしご，
狭隘空間に対応 規格外のものにも対応

制御ｼｽﾃﾑ 集中制御 分散制御（CAN） 分散制御（EtherCAT） 分散制御（光通信？）

電源装置 外部電源 外部電源 バッテリ搭載，無線化 バッテリ搭載，無線化

耐環境性 － － － 防塵，防水，防爆，耐放射線

機
能

移動 4足，2足，はしご 4足，2足，はしご，腹ばい 4足，2足，はしご，腹ばい，
車輪

4足，2足，はしご，腹ばい，
車輪

作業 － － ・物体の把持・保持
・工具を用いてバルブ開閉

・力強い作業
・精密な作業

遠隔操作 － －
・ステータスの監視
・移動方向を指示
・マスタシステムによる作業

・ステータスの監視
・移動先を地図上で指示
・視界内の対象物に操作指示

プロトタイプ機* ImPACT初号機
FY2014 FY2015～FY2016 FY2017～FY2018

ImPACT改良機 長期的目標
FY2019～

[*三菱重工業の社内研究費
による共同研究]

WABIAN-2

【※一つ前の年との差分を赤字表示】

[Hashimoto+, IROS2017] [Hashimoto+, SSRR2017]



脚型ロボットのプロトタイプ機の開発方針

開発方針
４肢を共通構成とした脚型ロボット．
２足歩行，４足歩行，腹ばい移動，垂直はしご昇降などの多様な移動方式が可能．
作業時は，３肢で体を支持することで高い安定性を保ち，大きな操作力を発揮．

[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

【特許6593991，移動ロボット及び先端ツール】



脚型ロボットのプロトタイプ機の開発方針

開発方針
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

 CAD図 自由度構成図

29-DoF (7-DoF/limb + 1-DoF/trunk）

４肢を共通構成とした脚型ロボット．
２足歩行，４足歩行，腹ばい移動，垂直はしご昇降などの多様な移動方式が可能．
作業時は，３肢で体を支持することで高い安定性を保ち，大きな操作力を発揮．



脚型ロボットのプロトタイプ機の設計
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

多様な移動形態
 腹ばい / 4足 / 2足 / はしご昇降

各関節の大きな可動角
 1肢の自由度
 7自由度

サイズ
 等身大
 JIS規格やMIL規格を考慮

[JIS B 9713-4]垂直はしご 狭隘空間

m
in

. 2
25

m
ax

. 3
00

min. 400
max. 600

Dimensions A. Depth B. Width
Clothing Light Bulky Light Bulky

Top and bottom access 330 410 580 690
Side access 660 740 760 860

[MIL-STD-1472Fより抜粋]



脚型ロボットのプロトタイプ機
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

29-DoF (7-DoF/limb + 1-DoF/trunk）

 CAD図 自由度構成図

股関節 / 肩関節
膝関節 /
肘関節

足関節 / 手関節 体幹

Pitch Roll Yaw Pitch Yaw Pitch Roll Pitch

可動角 deg -180 - 180 -22 - 180 -180 - 180 -4 - 176 -180 - 180 -100 - 123 -100 - 131 -10 - 90



脚型ロボットのプロトタイプ機
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

 CAD図 実機写真

股関節 / 肩関節
膝関節 /
肘関節

足関節 / 手関節 体幹

Pitch Roll Yaw Pitch Yaw Pitch Roll Pitch

可動角 deg -180 - 180 -22 - 180 -180 - 180 -4 - 176 -180 - 180 -100 - 123 -100 - 131 -10 - 90

[Mass: 110 kg]



脚型ロボットのプロトタイプ機
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

 CAD図 エンドエフェクタ（足先/手先）

股関節 / 肩関節
膝関節 /
肘関節

足関節 / 手関節 体幹

Pitch Roll Yaw Pitch Yaw Pitch Roll Pitch

可動角 deg -180 - 180 -22 - 180 -180 - 180 -4 - 176 -180 - 180 -100 - 123 -100 - 131 -10 - 90

70

1 2
3

足先側 手先側



脚型ロボットのプロトタイプ機のシステム
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

システム構成

HRP Interface Board 16ch

Photo Micro Sensor

PCI Backplane Board

x 2

x 29-DoF

PIOCounter D/A A/D

6-axis Force/ Torque SensorCPU Board

DC Motor

Motor Driver

Encoder

External Switch

運動生成
Motion

Generator
Inverse

Kinematics

Sensor
（6-axis Force/Torque

Sensor, etc...）
Stabilizer

Sensor Data

Joints

Robot



多様な移動形態を持つ脚型ロボット
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

凹凸路面は腹ばい移動  2足歩行も可能
（狭い空間，螺旋階段など）

[Humanoids2016]



はしごの桟や支柱を利用しての垂直はしご昇降
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]

垂直はしごからキャットウォークへの移動



120kgの重量挙げ（力強い作業）
[三菱重工業株式会社の社内研究費による共同研究]



脚ロボットの開発ロードマップ

位置付け 各要素技術の開発 各要素技術の統合

諸
元

寸法 JIS規格が定める垂直
はしごに対応

各規格が定める垂直はしご，
狭隘空間に対応

各規格が定める垂直はしご，
狭隘空間に対応 規格外のものにも対応

制御ｼｽﾃﾑ 集中制御 分散制御（CAN） 分散制御（EtherCAT） 分散制御（光通信？）

電源装置 外部電源 外部電源 バッテリ搭載，無線化 バッテリ搭載，無線化

耐環境性 － － － 防塵，防水，防爆，耐放射線

機
能

移動 4足，2足，はしご 4足，2足，はしご，腹ばい 4足，2足，はしご，腹ばい，
車輪

4足，2足，はしご，腹ばい，
車輪

作業 － － ・物体の把持・保持
・工具を用いてバルブ開閉

・力強い作業
・精密な作業

遠隔操作 － －
・ステータスの監視
・移動方向を指示
・マスタシステムによる作業

・ステータスの監視
・移動先を地図上で指示
・視界内の対象物に操作指示

プロトタイプ機* ImPACT初号機
FY2014 FY2015～FY2016 FY2017～FY2018

ImPACT改良機 長期的目標
FY2019～

[*三菱重工業の社内研究費
による共同研究]

WABIAN-2

【※一つ前の年との差分を赤字表示】

[Hashimoto+, IROS2017] [Hashimoto+, SSRR2017]



WAREC-1 (Waseda Rescuer – No.1)



ステータ

ロータ

トルク伝達用
シャフト

フランジ

減速機

インクリメンタル
エンコーダ

アブソリュート
エンコーダ

 加工部材に要求される高い加工精度
 モータとフレームの接着を自身の手で行わ

なければならないという高度な設計技術

中空構造のアクチュエータユニット



大出力 中出力 小出力

外形 mm φ153 x 132 φ126 x 131 φ121 x 114
中空径 mm φ22 φ22 φ17

質量 kg 5.8 3.4 2.4
モータ

(TQ Systems社)
ILM115x25

(735 W)
ILM85x23

(580 W)
ILM70x18

(370 W)
減速比 100 160 100 160

定格トルク Nm 317 222 127 95
定格回転数 rpm 11.2 9.7 15.5 11.7

開発したアクチュエータユニット



CAD図
11

50 中出力

大出力

小出力

自由度構成図 開発した1肢

[33kg]

中空構造により肢内部への配線収納を実現

1肢の構成



２肢立脚時 自由度構成図

28自由度（1肢7自由度）

17
00

[約150kg]

WAREC-1 (Waseda Rescuer – No.1)



２肢立脚時
17

00

[約150kg]

WAREC-1 (Waseda Rescuer – No.1)
胴体構造



２肢立脚時
17

00

[約150kg]

WAREC-1 (Waseda Rescuer – No.1)
移動と作業の両方に使用

可能なエンドエフェクタ
【協力：岐阜大・毛利先生，

千葉大・並木先生】



センサグローブとエンドエフェクタの対応関係

 指先に約3.5kgの重りを取り付け
 最大回転数8rpmで回転

移動と作業の両方に使用可能なエンドエフェクタ

指先力の評価

差動歯車による馴染み把持



把持

押す(指) 押す(手の平) 引っ掛ける

把持＋押す 摘む
6種類の動作の評価（エンドエフェクタ単体での評価）

移動と作業の両方に使用可能なエンドエフェクタ



35

26

モータドライバ (Elmo社 Gold Twitter)

電源供給
電圧 V 10 – 75
電流 A 80

通信 EtherCAT

フィードバック
アブソリュートエンコーダ

インクリメンタルエンコーダ
アナログ入力（温度センサ）

USB board

CAN Interface Board

CPU module
(Intel® Core™ i7 2.1 GHz)

RJ45 module

USB module
USB

F/T sensor

IMU

Motor driver
EtherCAT

USB

x2

28 motors
in 4 buses

Motor driver

x2

WAREC-1の電装システム



狭隘空間（安全囲い付きの垂直はしご）での移動実現
[JISB9713-4より改編]

JIS規格内の安全囲い付き
垂直はしご

安全囲い付き垂直はしご昇降



脚長よりも大きな段差
（900mm）のよじ登り

がれき路面の腹ばい移動

[第6回フィールド評価会， 2018年6月]

[第3回フィールド評価会，2016年11月]

胴体接地を積極的に活用した移動



多点接触を考慮した全身運動生成

2足⇔4足の遷移

階段昇降4足歩行

高さ250mmの段差昇り



多点接触を考慮した全身運動生成

2足⇔4足の遷移

階段昇降4足歩行

高さ250mmの段差昇り



状況にあわせた柔軟な脚移動
はしご昇降階段（4足，2足）

がれき路面（腹ばい） 移動方式の遷移

高い移動能力を実現



脚ロボットのシステム構成図

軌道計画環境認識
センサ

環境認識
（形状，性状） 運動生成 各種制御器 ロボット

力覚センサ

慣性センサ

深層学習を利用した路面性状推定【協力：信州大・山崎先生】



脚ロボットのシステム構成図

各種制御器 ロボット

力覚センサ

慣性センサ

深層学習を利用した路面性状推定

エネルギー消費量を考慮した軌道計画

軌道計画 運動生成環境認識
センサ

環境認識
（形状，性状）

[Brandao, Hashimoto+, T-RO2016]

【協力：信州大・山崎先生】



脚ロボットのシステム構成図

軌道計画環境認識
センサ

環境認識
（形状，性状） 運動生成 各種制御器 ロボット

力覚センサ

慣性センサ

エンコーダ

操作者

インター
フェース

ディスプレイ ロボット状態
の視覚化



脚ロボットのシステム構成図

軌道計画環境認識
センサ

環境認識
（形状，性状） 運動生成 各種制御器 ロボット

力覚センサ

慣性センサ

エンコーダ

操作者

インター
フェース

ディスプレイ ロボット状態
の視覚化

ロボットハンド
(明治大 小澤)

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
(産総研 金広)

油圧ｱｸﾁｭｴｰﾀ
(東工大 鈴森)

ロボットハンド
(岐阜大 毛利)

環境ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ
(首都大 久保田)

極限画像処理
(信州大 山崎)

極限音響処理
(産総研 佐々木)

操作ゲイン
(早稲田大 岩田)

遠隔操作ｼｽﾃﾑ
(千葉大 並木)

遠隔操作ｼｽﾃﾑ
(京都大 松野)

遠隔操作ｼｽﾃﾑ
(名工大 佐藤)



仮想俯瞰視点からの遠隔操作
（京都大 松野，名工大 佐藤）

自己位置推定と環境地図作成
（首都大 久保田・武居・和田）

ロボットの
3D位置姿勢

3肢で腹ばい移動＋1肢で重作業 (バルブ開閉)

軽量で装着可能なモバイルマスタ
（千葉大 並木，旭光電機）

高出力精密作業ハンド
（岐阜大 毛利，並木精密宝石）

脚ロボットのプラットホーム
WAREC-1

（早稲田大 橋本・高西）

測域センサ

カメラ

ハンド [第5回フィールド評価会， 2017年11月]



3肢で腹ばい移動 1肢で重作業

バルブハンドルの工具に
約20kgfの加重が必要

開口トルク約90Nmのバルブ開閉
[第5回フィールド評価会， 2017年11月]



ImPACT-TRCでの脚ロボットの研究体制図

ロボットハンド
(明治大 小澤)

三菱重工業シミュレーション
(産総研 金広)

油圧ｱｸﾁｭｴｰﾀ
(東工大 鈴森)

ロボットハンド
(岐阜大 毛利)

操作ゲイン
(早稲田大 岩田)

遠隔操作ｼｽﾃﾑ
(千葉大 並木)

環境ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ
(首都大 久保田)

極限画像処理
(信州大 山崎)

極限音響処理
(産総研 佐々木)

遠隔操作ｼｽﾃﾑ
(京都大 松野)

遠隔操作ｼｽﾃﾑ
(名工大 佐藤)

脚ロボット
(明治大 橋本，
早稲田大 高西)



WARECのシステム構成（2017年11月）
各技術のPCをロボット外部に配置しデータ処理

Console PC

Robot

CPU board

F/T sensor

IMU

Web camera

Motor driver

Microphone
array

Laser range
sensor array

Operator

PC for TUI 
system※

PC1

PC2

PC3

Bird-eye view image

Sound perception

Virtual diorama

SLAM, Object detection

※TUI: Tangible User Interface system



WARECのシステム構成（2018年11月）
センサデータ処理用PCをロボット内部に搭載

Console PC

Robot

CPU board

F/T sensor

IMU

Web camera

Motor driver

Microphone
array

Laser range
sensor array

Operator

※TUI: Tangible User Interface system

Virtual diorama Bird-eye view image

PC for TUI 
system※

Sound perception

Sensor PC

SLAM, Object detection

Sensor PC



UbuntuとROSのバージョン

Ubuntuの場合
 リリース周期：半年毎（4月，10月）
 サポート期間：9か月間（通常版）と5年間（長期サポート版，LTS）

 LTS: Long Term Support
 …, 14.04LTS, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04LTS, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04LTS, 18.10

ROSの場合
 ディストリビューション（バージョンのファイル群をセットにしたもの）

としてリリースされる
 リリース周期：1年に1回
 サポート期間：5年間（偶数年リリース版）と2年間（それ以外）
 …, Indigo Igloo, Jade Turtle, Kinetic Kame, Lunar Loggerhead, Melodic Morenia



UbuntuとROSのバージョン

脚ロボットではUbuntu 14.04LTS，ROS Indigoを使用
 保証期間がImPACTのプロジェクト最終年度（～2019.3）まで続く
 保証期間が長い ＝ 関連情報を多く入手・活用できる

18.04 LTS

16.04 LTS

14.04 LTS

12.04 LTS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20242022 20232021

Ve
rs

io
n

Year

ImPACT TRC (2014/4 ~ 2019/3)

プロジェクト期間中のバージョン統一
 長所：他機関とのソースの統合が容易
 短所：新バージョンの追加機能に対応できない



ImPACT-TRCでの脚ロボットの研究体制図

仮想俯瞰映像提示
（京都大 松野）

遠隔操作I/F

操作者の意図を予測する操作アシスト
（千葉大 並木）

操作ゲイン
（早稲田大 岩田）

入力量

出
力

量

油圧コンポーネント
（東工大 鈴森）

シミュレーション
（産総研 金広）

自己位置推定と環境地図作成
（首都大 久保田）

路面性状推定
（信州大 山崎）

環境認識

ロボットハンド

高出力精密作業ハンド
（岐阜大 毛利）

多指ハンド
（明治大 小澤）

音源検出
（産総研 佐々木）

タンジブルUI
（名工大 佐藤）

脚ロボット
（早稲田大 高西，明治大 橋本）



2018年11月フィールド評価会

[YouTube channel: ImPACT Tough Robotics Challenge] 



まとめ
 ImPACT タフ・ロボティクス・チャレンジ（田所PM）

 「タフで，へこたれない」ロボットの実現
 複数のプラットホームの協働

 飛行ロボット，サイバー救助犬，索状ロボット，建設ロボット，脚ロボット

 脚ロボットWAREC
 要求仕様の決定
 多様な移動形態

 腹ばい，4足，2足，はしご昇降，車輪走行
 力強い作業，精密な作業

 人間のツールを使用
 コンポーネント化

 ハード：アクチュエータユニット
 ソフト：ROS（Robot Operating System）

 よりタフな脚ロボットの実現に向けて
 高トルク密度のアクチュエータ

 小型軽量な（無段）変速機
 フルードパワー（油圧，水圧，空圧）の活用
 柔軟な身体

 弾性要素の活用
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