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Abstract:The gait of a biped robot is controlled by numerical calculations， but the enormous amount of processing increases power 

consumption. On the other hand， human gait is controlled by central pattern generators (CPGs) in the spinal cord， with low energy 

consumption and without reliance on computational processing.We have proposed a hardware CPG model for bipedal walking control 

and developed a CPG circuit that generates control signals for walking and running. In this paper， we report on the development of 

an IC version of the CPG model， and the generation and switching of the signals were confirmed by simulation. 

 

１． はじめに 

2 足歩行ロボットの制御は主に，CPU とソフトウェ

アの組み合わせから情報を統括し，数値計算にて処理

を行っている．しかしながら，２足歩行を制御するに

は数多くのセンサから情報を得て動作を作り出す必要

があり，それらの情報を処理するために多くの電力を

必要とする．なかでも，歩行時制御には自重を安定化

させるために情報のフィードバックが欠かせず，演算

も複雑になるため出力までに遅延が伴い，運動制御に

おいて人間と同等の反応速度を持たせることは難しい． 

一方，生物の運動制御は神経細胞で構成される神経

回路網（Neural Network）で制御をおこなっている．特

に脊髄に局所する中枢パターン生成器（Central Pattern 

Generator：CPG）は一定の運動パターンを出力し情報処

理を分担することで，計算処理に依らずに基本的な運

動を制御している．Ivanenko らは，人間の歩行に寄与

する下肢の筋電位を解析し，通常歩行では５つのパタ

ーンの組み合わせによって再構成が可能であると示し

た．また，歩行・走行時には２番目の信号の位置に明

確な違いがあり，CPG によって運動を制御が可能であ

ることも示唆している［１］． 

この生物がもつ柔軟で優れた情報処理機能である神

経回路網をモデル化し，工学的に作製した人工ニュー

ラルネットワーク(Artificial Neural Networks:ANNs)をロ

ボットの制御方法として応用する研究が進められてい

る．神経機構の工学的模倣には，ソフトウェアとハー

ドウェアのアプローチが存在する．主にソフトウェア

ニューロンモデルが主流であり，ネットワーク構造を

容易に変更できることが利点として挙げられる．反面，   

リアルタイムの応答を実現するためには大規模な CPU

や大容量のバッテリーを使用する必要がある．また，

ネットワークの規模に比例して数値計算の処理時間が

増加するため，規模が大きくなるほどリアルタイムで

の応答は困難となる．一方で，ハードウェアニューロ

ンモデルは回路定数としてパラメータを組み込むため，

ネットワーク構造の変更が困難であるが，ネットワー

ク規模による処理時間や消費電力に対する影響が小さ

くなる． 

我々はこれまでに，パルス形ハードウェアニューラ

ルネットワーク(Pulse-type hardware neural networks : P-

HNNs)を用いて２足歩行制御用CPGモデルを提案した

が，集積回路（IC）化までには至らなかった． 

本論文では，2 足歩行制御用ハードウェア CPG モデ

ルの集積化を検討し，IC チップのレイアウト設計とシ

ミュレーションにより歩行と走行パターンの出力を確

認したので報告する． 

 

２． CPG モデル 

Figure.1 に今回用いた細胞体モデルと抑制性シナプ

スモデルを示す．細胞体モデルの各回路定数は， 

CG=4.7[µF]， CM=1.0[µF]， W/L:MC1・MC2=10， MC3=0.1， 

MC4=0.3，電源電圧 VA=3.0[V]とした．興奮性シナプス

モデルの各回路定数は， CES=0.1[p]， W/L:MES1=3/20， 

MES2=MES3=1，MES4=0.3 とした．抑制性シナプスモデル

の各回路定数は CS1=0.1[p]，W/L:MIS1=MIS4=MIS5=0.2， 

MIS2=MIS3=1 とした． 
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Figure 1. Cell body model and synaptic model 

 

Ivanenko らは，CPG が発生させる 5 つの基本パタ

ーンが，歩行に寄与する各筋の筋活動のトリガにな

る制御様式を提案した．これに基づき Figure.1 のモ

デルを用いて，Figure.2 のように興奮性シナプスを

用いて外部からの電源電圧により導通状態を変化さ

せることで，信号の位置を歩行時・走行時の波形パ

ターンへと制御を行う CPG モデルを構成した． 

 

Figure 2. CPG model 

 

３． CPG モデルの IC 化 

Figure3 に Figure2 で示した CPG モデルの IC 化した

設計図を示す．また，Figure4，5 に CPG モデルの歩行

時・走行時の波形パターンを示す．外部の電源電圧を

変化させ，歩行時・走行時の波形パターンを確認した． 

 

Figure 3. Layout CPG model 

 

Figure 4. Walking pattern 

 

Figure5. running pattern 

 

４． まとめ 

本論文では，興奮性シナプスを用いて出力を制御し，

歩行と走行を切り替えるCPGモデルの ICを開発した．

また，シミュレーションにて歩行・走行のパターン切

り替えを行うことができた． 

今後は開発した CPG 回路の IC から得られた結果か

らより複雑な動作を可能とする回路を目指す． 
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