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 This paper discusses leg motor load distribution in humanoid robots with asymmetrical gait. In many robots’ 

researches and developments, motors are widely used and it is said that robots using motors can play an important  role 
in many fields. However, there was a consistent problem that the robot could not walk stably for a long period because 
the temperature of robots’ leg motor rose and robots could not walk continuously. Furthermore, this is a common 

phenomenon in other humanoid robots, and restrains robots’ operating time. Given by this problem, we propose an 
asymmetrical gait that distributes motor load by asymmetrical landing on ground when robots are going to change the 
supporting leg. Specifically, we control landing periods of each legs. That allows adjusting each legs’ temperature 

equally because the asymmetrical gait adjusts balance of motor load. This method prevents motors from overheating 
and making it possible for robots to operate for a long time. 
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1. 緒言  

本研究室では従来から，RoboCupサッカーヒューマノイドリ

ーグに参加して，過酷な環境下で頑健に動作するヒューマノ

イドの研究・開発を行なってきた．サッカーの試合時間は前後

半 10 分間であり，試合では素早くボールにアプローチして，

他のロボットと衝突しながら，得点を奪い合う．また，転倒時

には自動で起き上がることも必要となる．その中で問題とな

るのが，モータの温度上昇であり，しばしばモータの過熱によ

り歩行が継続できなくなる様子が見られる．ロボカップは競

技であるため，モータの限界付近で駆動することが要求され

ることから問題が顕著に現れるが，一般のヒューマノイドに

おいても同様の問題が見られる．特に，人の近くで作業を行う

ヒューマノイドロボットは，安全性の観点からモータのトル

クを下げることが要求されるため，モータの過熱は無視でき

ない問題になると考えられる． 

脚移動ロボットにおけるモータ過熱の問題については，

様々な研究が行われている．熊谷ら[1]はヒューマノイドの着

座姿勢といったモータの過負荷が発生しやすい多点環境接触

行動時において，関節モータの温度上昇に応じてロボットが

適応的に動作を選択することで過熱を防ぐ手法を提案した．

野田ら[2]は多点接触状態を維持するために必要な摩擦や出

力，転倒に関する制約を満たしつつ，負荷蓄積の指標としての

モータ温度を分散させるようなオンライン制御則として，重

心位置と接触外力の釣り合いの式を利用した重心制御則を提

案した．中岡ら[3]はハウジングの液冷システムと複数のモー

タによる関節駆動を組み合わせた液冷ダブルモータユニット

を，股関節ピッチ軸と膝関節に搭載することで，大出力と稼働

時間の延長を実現した．Trujillo ら[4]は虫型ロボットを対象

においてモータの温度に応じて移動速度を制限することで，

モータの過熱を防ぐ手法を提案した．福田ら[5][6]は，歩行パ

ターンに対するモータの温度上昇をモデル化して，それに基

づいて歩行パターンを動的に変更することで，モータの過熱

を回避する手法を提案した．歩行パターンと温度上昇の関係

を明らかにする中で，腰の高さが温度に大きく影響すること

などを明らかにしている．本研究では，シミュレータでの温度

推定において，福田らの温度推定計算式を用いている． 

モータの温度上昇は歩行により発生するものであるため不

可避ではあるが，各関節のモータの温度上昇を調べると一定

ではないことが分かる．実際に，RoboCup では試合中にモータ

の過熱で歩行の継続が難しくなったロボットを調査すると，

片脚のモータだけ過熱している様子が見られることが多い．

そのため，モータの温度を指標として，歩行パターンの変更に

より左右脚の負荷を分散させることができれば，より長く歩

行を継続できる可能性がある． 

 以上のことから，本稿では，ヒューマノイドを対象として，

左右脚のモータの負荷を調整する歩行パターン生成手法の提

案と，その有効性の検証を行う．また，モータの温度上昇を予

測して，歩行パターンを動的に変更することで，過熱で歩行が

継続できなくなるまでの時間がどのように変化するかを確認

する．ここで，ヒューマノイドの足踏み時の歩行パターンは，

一般的に左右脚で対象的なパターンが採用されることが多い．

それに対して，本研究で提案する歩行パターンは非対称であ

り，左右脚の接地時間を変更することができる．また，この仕

組みを利用して，ヒューマノイドが歩行中に左右脚の各関節

モータで温度差が生じた際に，その温度差を軽減させるよう 

 

 

Fig. 1 The proposed method 



な歩行パターンを自動的に生成するシステム(Fig.1)を構築

して，歩行時間の延長を目指す．なお，本稿ではまず足踏み時

の負荷のみを対象としており，前進時などにおける負荷分散

に関しては，今後の課題とする． 

 

2. 非対称歩行の定式化  

 横方向に対して，支持脚の位置と重心の軌跡を求める．線形

倒立振子モデルに基づく歩行時の重心の位置𝑥(𝑡)は以下のよ

うに表される[7]． 
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ここで，重心高さ𝐻，周期𝑇，脚先の接地位置𝑟により，重心

の軌道𝑥(𝑡)が生成される．生成される軌道は左右脚で違いが

無いため，対称的なパターンとなる．そこで左右で異なる歩

行パターンを生成するために，Fig.2のように原点 Oからの

各脚の接地点を，それぞれ𝑟1, 𝑟2と個別に定義する．また，

この時の接地時間を𝑇1, 𝑇2と定義する．ちなみに，両足の距

離𝑅と周期𝑇𝑎は以下の式で表される． 

𝑅 = 𝑟1 + 𝑟2 (3) 

𝑇𝑎 = 𝑇1 + 𝑇2 (4) 

 

なお，上式では支持脚と遊脚は瞬時に切り替わると仮定して

いる．連続的に歩行を行うためには，重心位置が原点を通過

する支持脚切り替え時に，速度が連続であるという条件を満

たすことが必要となる． 
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ここで，𝑥1(𝑡)，𝑥2(𝑡)は，それぞれの脚が接地しているときの

重心の軌道であり，𝑥1(𝑡)は式(1)，(2)から以下のように求め

られる． 
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なお，𝑥2(𝑡)も添字が異なるだけで同じ式となる．これを微分

すると重心の速度�̇�1(𝑡)，�̇�2(𝑡)となる．そのため，式(5)～

(7)から，接地位置𝑟1, 𝑟2と接地時間𝑇1, 𝑇2の関係は，以下の

式で表される． 
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ここで，𝑟1/𝑟2を𝑎とおき，両足の距離𝑅を基準として𝑟1，𝑟2を

求めると，以下の式が得られる． 
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𝑎

1 + 𝑎
𝑅,   𝑟2 = 𝑅 − 𝑟1 (9) 

 

 Fig.3 に従来の歩行と提案する非対称歩行の比較を示す．

Fig.3(b)から，非対称歩行の重心軌道は，ロボットの左右方

向で軌道が異なっていながらも，原点を通過するときに連続

的に変化していくことが分かる．  

 

 

Fig.2 Model for the asymmetrical gait 

 

 
(a) Conventional gait pattern 

 
(b) Asymmetric gait pattern 

Fig. 3 Trajectories of gait pattern 

 

3. シミュレータを用いた解析  

 提案する非対称歩行が，左右脚のモータの温度の上昇にど

の程度影響するのかを検証するために，シミュレータを用い

た解析を行う． 



3.1 実験装置および方法 

 Fig.4 にシミュレーション時のロボットの挙動を示す．シミ

ュレーションには Coppelia Robotics の v-rep を使用して，動

力学エンジンは Bullet を選択した．モデルはチーム CIT 

Brains のヒューマノイド Accelite 用に作成したものである．

先行研究[6]と同様に，シミュレーションで得られる各関節の

速度・トルクパターンと熱回路モデルから，モータの温度上昇

の傾向を調査する．  

 実験では Table 1 に示すように，合計 4 種類の対称及び非

対称の歩行パターンで 10 秒間歩行のシミュレーションを行

う．その時に計測されたトルクと角速度から，10 分後の温度

を予測する．歩行周期は全て 0.64 秒で，実験 4 に見られるよ

うに，最小の接地時間を 0.19 秒とした．0.19 秒は，シミュレ

ータ上でロボットを歩行させた時に，安定して歩行できる限

界の値から選択した．なお，外気の温度は 25 度とした． 

 

 
Fig.4 Simulation on the v-rep 

 

Table 1 Periods of support leg 

 Left leg (s) Right leg (s) 

Exp.1 0.32 0.32 

Exp.2 0.28 0.36 

Exp.3 0.23 0.41 

Exp.4 0.19 0.46 

 

3.2 実験結果 

 実験結果を Fig.5 に示す．図は，非対称歩行において，接地

時間が短くなる左脚側の温度を示している．結果から，非対称

歩行パターンを採用して，接地時間を短くすることで，モータ

の温度上昇が緩やかになる傾向が見られる．逆の脚は温度上

昇が急激になる傾向が見られたため，合計の発熱量に関して

は大きく変化するわけではないと考えられるが，歩行パター

ンにより，左右脚のモータの温度上昇を調整できる可能性が

あることがシミュレーションにより確認できた． 

 

 
Fig.5 Experimental results (10 min) 

4. 実ロボットを用いた検証  

 シミュレーションで確認された歩行パターンによるモータ

の温度上昇の変化が，実機においても同様に確認されるかを

検証するために実験を行なった． 

4.1 実験装置および方法 

 実験はシミュレータと同様，Fig.6 に示すヒューマノイドロ

ボット Accelite を対象とした．ロボットのサーボモータ（双

葉電子工業社製 RS405CB）には，温度センサが取り付けられ

ているため，それを用いて温度を計測した．実験では，シミュ

レーションと同様の条件で，接地時間を変更した．ただし，モ

ータの温度が 80 度を超えると故障するおそれが高まるため，

80 度を超えた場合には，その時点で実験を終了するようにし

た．  

 

 
Fig.6 Humanoid robot for the experiment 

 

4.2 実験結果 
 実験結果を Fig.7 に示す．実ロボットにおいても，シミュレ

ータの結果と同様に，非対称歩行パターンを採用して接地時
間を短くすると，モータの温度が下がる傾向が見られた．ただ

し，接地時間が長くなる方の脚は，3 分強で 80 度を超える場
合があったため，図では 3 分経過時の温度を採り上げて比較

している． 

 

 
Fig.7 Experimental result (3 min) 

 

5. モータの温度に基づく負荷分散システム  
 以上の結果から非対称歩行パターンによりモータの温度上

昇を調整できることが判明したため，モータ温度に応じて動

的に歩行パターンを変更するシステムを構築して，その有効

性を検証する． 
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5.1 提案するシステム 

 Fig.8 に提案するシステムを示す．まずは，左右脚のモータ

温度を計測して，左脚および右脚で最も高い温度のモータを

ピックアップする．大抵は膝ピッチのモータが最も高いため，

それが選択されることが多い．そのデータが歩行プランナに

伝えられると，プランナは左右脚のモータ温度をバランスさ

せる歩行パターンのパラメータを，データベースに問い合わ

せる．データベースは，予め計測した歩行パターンと温度の関

係から，3 分後にモータの温度が一致する歩行パラメータを求

めて歩行プランナにそのデータを送る．歩行プランナは，得ら

れたパラメータを歩行パターン生成器に送ることで，ロボッ

トの歩行パターンが変化する．この処理を 30 秒ごとに繰り返

し行なった． 

 

 
Fig.8 Proposed load distribution system 

 

5.2 実験結果 

 Fig.9 に，従来のシステムと提案するシステムで，歩行した

ときのモータの温度上昇の結果を示す．実験はモータ温度が

80 度以上になるまで行なった．結果的に，従来のシステムで

はおよそ 300 秒でモータが 80 度に達したのに対して，提案す

るシステムではおよそ 390 秒と 30%程度時間が伸びている．

図に見られるように，従来のシステムでは左右脚のモータの

温度上昇が不均一であるのに対して，提案手法では均一に上

昇している．ちなみに，提案するシステムで，各脚における接

地時間の平均値は左脚が 0.321s で右脚が 0.319s であった．

この結果からほぼ対称歩行パターンを用いているにもかかわ

らず，微妙な歩行パターンの調整によって温度をバランスで

きることが，一例ではあるが確認された．提案するシステムに

おける温度差は最大で 2 度であり，最後の 90 秒は左右脚での

温度差は 0 度に保たれていた．ちなみに，従来のシステムで

は一方のモータが 80度に達したときの左右脚のモータの温度

差はおよそ 10 度であった．  

 

6. 結言  

 本稿では，ヒューマノイドを対象として，左右脚のモータの

負荷を調整する歩行パターン生成手法の提案と，その有効性

の検証を行なった．また，モータの温度上昇を予測して，歩行

パターンを動的に変更することで，過熱で歩行が継続できな

くなるまでの時間を延長するシステムの提案を行い，その有

効性を実験により確認した．本稿においては，前後左右に移動

しない足踏みを対象として検討を行なったが，今後は前後左

右に移動する場合の本手法の有効性を検討していく予定であ

る． 

 

 

Fig. 9 Comparison of the conventional method and the proposed 

method 
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