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受動歩行は Passive Walking 
と呼ばれており，この受動歩
行由来の技術が人々の生
活を下支え，人々を明るく元
気に，前向きに活発にする 
Active との意味が込められ
ている． 



産学連携 
第３の触覚デバイス 

触覚コンタクトレンズ 
 

手掌の皮膚に装着し，触覚
刺激を増幅する． 

トヨタ自動車 

ソフトフィールグレイン 
 

硬いプラスチックでありなが
らソフトに感じる 

日産自動車 









現在の歩行ロボット 

最先端テクノロジーの結晶 

高精度なセンサ 

高性能なアクチュエータ 

高度な制御 

ASIMO (HONDA)，QRIO (SONY)，PARTNER ROBOT (TOYOTA) 



車輪式 

脚式 

本質的な違い 

連続 

離散 





受動歩行とは 
 

 モータ，センサおよび制御を一切用いずに，歩行
機と環境（スロープ）との相互作用のみによって，
緩やかな下りスロープを自然な歩容で歩く． 
 重力効果のみを用いており，エネルギー効率が
高いことで知られ，ヒトの歩行に近いとも言われる． 
 歩行現象の力学的原理（歩行力学）を探究する
上で重要である． 



Passive Dynamic Walking with Knees (2D) T. McGeer (1990)  

2007 名工大にて 



Natural Phenomena 

Rain 

Tornado 

Earthquake 

Aurora 

Walk 

Human and Robot 



歩行に関わる 

物理法則・力学原理 

人の歩行 

ロボットの歩行 

物理
現象 

暗黙知   獲得 

ZMP 

受動歩行 

姿勢
安定 解明 

工学的
応用 

工学的
応用 

より良く 

歩けるようにする 

歩かせる技術の開発 
（歩行時の姿勢安定化制御） 

歩ける原理の解明 
（歩行固有の安定化原理） 

転倒しな  いように
歩かせる 

１００年後にも残る 
歩行技術の開発  



エネルギーバランス 
脚の切換え現象 

脚の振り運動 

平衡点 

平衡点の力学的構造 

受動歩行の安定化原理 
脚の振り運動に関わる力学的メカニズム 



安定に歩ける原理  

 

 受動歩行は自然現象そのものであることから，元
来ロバスト性が低い．ロバスト性を高めるためには，
平衡点近傍の局所安定化以上に，大域的な安定化
が不可欠である． 

 

 着地時の股角度が常に一定となるとき，平衡点が
必ず一つ生成され，大域的な安定性が保証される．
なお，両脚が真直ぐな状態で着地する場合，着地位
置が一定であることと等価である． 





13 hrs and 45 min 

World record ! 



BlueBiped 





高級 

低級 

低次 

高次 

Ball 

Rimless 
Spoked Wheel 

Compass-type 
Passive Walker 

Passive Walker 
with Knees 

Human 

× 

× 

共通した力学的原理 





微妙なところが良く出ている． 

（ロバスト性が低いという話と異なる） 

繊細なところがしっかり表現されている． 







アシスト受動歩行 
（人がロボットをアシスト） 

C:/Users/Sano/Desktop/講演/歩くアンドロイド・名古屋工業大学.mp4








走行の定義： 
両足が地面から離れる空中浮遊期の存在 



起こし回転運動 
 

 バーを斜めに地面に投げつけると，水平方向の速度が上昇
方向の速度に変換されて，バーが回転しながら跳ね上がる現
象のことである． 
 本研究では，その場跳躍では重要な脚の伸展運動ではなく，
走行スピードを利用した身体の起こし回転運動に注目した． 



  連続起こし回転：１５.８ｋｍ/ｈ（４.４ｍ/ｓ） 



Bouncing Rod Dynamics 

不安定平衡点 



45 rebounds 

 (2010) 

Stone-skipping 

World record, 38 rebounds (1992) → 51 



走行 



C:/Users/Sano/Desktop/講演/時速14.5km走行動画.MP4


歩行をアシストしてくれる機器から， 
人生そのものをアシストしてくれた機器へ 



2009年10月21日 



両脚式歩行支援機 



アシストあり（歩幅63cm, 歩行速度3.1km/h） 

アシストなし（歩幅47cm, 歩行速度2.2km/h） 

高齢者疑似体験装具 
 膝サポーター：膝伸展の抑制 

 足首ウエート：歩幅の減少 

歩行支援効果 



共同研究 
（株）今仙技術研究所 

1982年（昭和57年）設立 

 岐阜県各務原市（2011年愛知県から移転） 

 資本金 2,000万円   売上10億円（2008年度） 

 従業員数 40人  

 福祉機器（電動車いす・骨格構造型義足）の
研究開発及び製造販売      



片脚式歩行支援機 
 

・ 無動力・無電装 
・ 軽量 [1.5kg] 

・ 安全 

・ 低コスト 

・ 簡単装着 [数秒] 

・ 静粛 

・ 簡単構造 

軽やかに支援 

2012年モデル 



軽やかな歩行支援 
（人の歩ける力を引き出す） 

 
足を振り出すことさえも意識しないといけない方
に対して，振り子の動きとバネの力で足の動きを
整える．自然にやっていたことを意識せずにでき
るように導く． 



2013年モデル 



903g 
(=613+290g)  

2012 

Model 

2013 

Model 



モジュール 



無動力歩行支援機 
 

・ 無動力・無電装 

・ 超軽量 [500gクラス] 
・ 安全 

・ 低コスト 

・ 簡単装着・低装着感 

・ 体のひねりがし易い 

・ 座位，正座，胡坐など  

・ 静粛 

・ デザイン性・簡単構造 

・ オールシーズン 

2014年モデル（市販モデル） 



支持脚期後半： 
弾性エネルギーがチャージ 
（負担を感じない，過度に減速しない） 

エネルギー再配分 

遊脚期前半： 
アシストに利用 
（足が軽くなる感じ） 

Eco Assist Suit 

股関節カム・バネ機構 



27時間連続歩行（13万歩，72km） 



基本原理の追究 

現象 
（解明） 

本質的な原理 
（発見） 

必然的な開発 
（発明） 

※ あるものはいかにも単純で美しく，あるものはその原理を聞けば聞くほど 
  その絶妙さに驚かされる． 
 

※ 最低限機能する製品．一つ余計なものを加えるごとに，コストとリスクが上 
  がる． 

□ 歩行と力学の高い親和性 

□ 普遍的な原理の存在と工学的応用価値 



受動歩行由来の無動力歩行支援機の製品化 
 

 こんな機器を待っていた！ 
 私のために開発されたと思えるほど！ 

 
必要とされる皆さんに必ず届ける責任 
 

シンプルな歩行支援機に出会うことで歩行アシスト
が身近になる．病院から自宅に，障がい者のみな
らず健常者にも（経済的波及効果）． 





アクシブ・ウォーキング 
熊野古道（大台町） 

 
登坂アシスト 

自主防災 



歩く文化と歩行支援 


