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研究実績 

の概要 

制御入力の数が一般化座標数より少ない劣駆動系では、アクチュエータの数が全駆動

系に比べて少ないため、コスト、重量などの点で優れている。しかし、そのような劣駆動

系には強い非線形性があるため、劣駆動系の制御に関する研究は挑戦的な課題である。 

本研究では、複数の非駆動関節を有する多自由度ロボットを対象とし、その物理的構

造と固有の非線形特性を活かして、その可制御性、大域的な安定化制御などの中核的な問

題を解決し、その新しい制御理論を構築するとともに、２つの非駆動関節を有する３リン

クロボットの姿勢制御への応用を行った。その成果を権威がある国際学術雑誌と会議等で

発表している。 

※ 次ページに続く 



 

研究実績 

の概要 

調査研究目的を実現するため、次の２つの研究内容を行った。 

１．水平面における複数の非駆動関節を有するｎリンクロボットの可制御性の解析 

劣駆動ロボットの可制御性は注目を浴びている。Kobayashiら[1]は水平面における 1つの

非駆動関節を有するｎリンクロボット（重力の影響がなし）の大域的な可制御性を明らか

にしたが、複数の非駆動関節の場合は未解決のままになっている。最近、研究代表者らは

垂直平面におけるｎリンク劣駆動ロボット（重力の影響がある）の局所的な可制御性につ

いて、いつかの成果を発表している。 

以上の研究成果のもとに、本研究では、水平面における複数の非駆動関節を有する n リ

ンクロボットを対象とし、その物理的構造と固有の非線形特性を活かして、そのロボット

の大域的な可制御性であるための必要十分条件を示すとともに、駆動関節の数、配置およ

び駆動方式の違いによるすべてのパターンの可制御性を明らかにしている。 

２．1つの駆動関節を有する nリンクロボットの安定化制御系の設計・解析 

Azad [2]は、第１関節が非駆動（Passive）で、第２関節が駆動（Active）であるロボット

（以下PAロボット）の角運動量とその一次と二次の時間微分、および駆動関節の角度を

用いた安定化制御則を提案し、その有効性を数値例で報告している。研究代表者ら[3]は、

Azad [2]の結果を、PAロボットの大局的な安定化制御への拡張を試みている。その制御則

の実世界への応用が期待される。  

本研究では、関節１と２が非駆動、関節３が駆動である３リンクロボット（以下PPAロ

ボット)を対象とし、そのPPAロボットの真上平衡点を安定化する問題に挑戦する。まず、

PPA ロボットの角運動量とその一次と二次の時間微分以外のフィードバックする変数の

選定法を提案した。それを用いた安定化制御則を設計し、その制御則での PPA ロボット

の動きを解析した。シミュレーションより、その提案則の有効性を示している。 
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