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Abstract: In this paper, a waist drive circuit for tilting the waist of a quadruped robot equipped with a CPG model is investigated. As a 

result, it is found that the direction of the current applied to the motor can be switched in accordance with the walking rhythm, and the 

direction in which the waist tilts can be reversed. Furthermore, a pinion/rack mechanism on the waist drive unit is constructed. As a result, 

it is shown that the rotation of the motor can be converted into the vertical motion of the waist. 

 

１． まえがき 

動物の歩行や遊泳，飛行等といった周期的なリズム

運動は，生体の脊髄に内在するCPGという神経回路網

によって制御されていると考えられている［１］． 

CPGを回路的に模倣することで，地面の状態や移動

速度に合わせて様々な歩容を選択し移動する機能を有

したロボットを作製することが期待されている．また，

脚部の動作に合わせて腰部分を捻る機構を追加するこ

とにより，ロボットの遊脚時の脚部高度を上昇させ，

段差などを乗り越えることが可能であると考えられる． 

本論文では，四足歩行ロボットへの搭載を想定した

ハードウェアCPGモデルのシミュレーションを行った．

また，ロボットの腰部分を動作させる腰部駆動回路を

考案し，その構成要素であるHブリッジ回路および電

圧保持回路について検討を行った．さらに，腰部駆動

回路によって制御するロボット腰部分を作製し，動作

確認を行ったので報告する． 

 

２． 本論 

Fig.1 に，ハードウェア CPG モデルの構成図を示す．

図中の LF，RF，RH，LH はそれぞれ四足の左前脚，

右前脚，右後脚，左後脚に対応しており，ロボットの

脚部駆動回路を表している．また白点は興奮性接続，

黒点は抑制性接続，白四角は脚が接地状態になってか

ら他脚を興奮させる逆相興奮性接続を表している．各

脚の駆動回路を同図のように結合することで，結合パ

ターンに応じた歩容が生成される． 

Figure 1. Network connections of the CPG model 

Fig.2に，一例として trotの歩容を生成した波形を示

す．パルスの Hレベルは脚部の遊脚を，Lレベルは接

地を表している．同図に示すとおり，trot では LF と

RH，RFと LHがそれぞれ同じ動作を行う． 

 

Figure 2. Trot pattern  

 

Fig.3に，四足歩行ロボット用腰部駆動回路の構成要

素である，H ブリッジ回路の回路図を示す．同図は，

ロボットの前半身と後半身を 1 個の DC モータで結合

し，進行方向を軸として腰を傾ける機構を想定した回

路である．腰の駆動に使用するDCモータは， Mercury 

Motor社製 FSR-130-RA-227を想定している．図中の電

源電圧Vdd1=1.8Vとする．図中VWには，後述する電圧

保持回路からの信号が入力される．VWに 1.8V の電圧

が印加されている場合，Mp1 からモータを経由し，

Mn2の方向に電流が流れる．VWが 0Vの場合はMp2か

ら Mn1 の方向に電流が流れる．VWの電圧を切り替え

ることで，モータの回転方向を変更することが可能で

ある．また，D1～4 は，電流方向切り替えの際に発生

するサージ電圧を抑えるための還流ダイオードである．

VW の変化によって回路内を流れる電流の向きが反転

する動作はシミュレーションによって確認済みである．

しかし，DC モータ FSR-130-RA-2270 は無負荷電流が

約 0.26A であり，腰を駆動させる場合は更に大きな電

流を要する．したがって，本回路はパワーMOSFET等

のディスクリート部品による構築を検討している． 
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Figure 3. H-bridge circuit 

 

Fig.4に，Hブリッジ回路に入力する電圧を保持する

ための電圧保持回路を示す．同図は，CMOS プロセス

0.18μm デザインルールを用い設計したもので，n チャ

ネル形MOSFETのMn3，4と 3つのインバータによっ

て構成されている．図中，電源電圧 Vdd1=1.8V とした．

また，MOSFETの素子値として，アスペクト比W/Lは

いずれも 5.6 とした．本回路は，脚部の屈曲を検知可

能なセンサをロボットに搭載することを仮定しており，

屈曲動作を検知すると Vse2 に単パルス信号を入力す

る．Vse2 に単パルス信号が入力されたとき，その立ち

上がり時点での Vbの電圧を VWに出力し続けることが

可能である． 

 

Figure 4.  Voltage maintaining circuit 

 

Fig.5に，電圧保持回路の動作シミュレーション結果

を示す．Vbに 1.8V が印加されている際は，センサか

ら信号が入力されたタイミングで VWにも 1.8Vが出力

される．Vbに印加されている電圧が 0V のときは，信

号が入力されると VWにも 0V が出力され,次に Vse2が

入力されるまで，H ブリッジ回路に一定の電圧を印加

し続けることが可能である． 

 

(a) Vb=1.8V 

 

(b)Vb=0V 

Figure 5.  Simulation results of voltage maintaining circuit 

 

 Fig.6に，Hブリッジ回路及び電圧保持回路の制御対

象となる腰駆動部の設計図を示す．同図は 3DCAD ソ

フトの Fusion360 によって設計したもので，ピニオン

ギア 1個とラックギア 2個で構成されている．これを

ロボットの前半身と後半身の間に設置することで，ピ

ニオンギアの回転運動を上下運動に変換し，ロボット

の腰を捻ることが可能であることを示している．  

 

Figure 6.  Parts for twisting the waist of the robot 

 

３． まとめ 

  今回，四足歩行ロボットの歩行を想定したハード

ウェアCPGモデルについて検討を行った．その結果，

今回提案した回路を用いることで，trot や walk の歩容

を生成可能であることを明らかにした．次に，ロボッ

トの腰を駆動させるための腰駆動回路について検討を

行った．その結果，今回提案した回路を用いることに

よって，脚部の屈曲を検知し DC モータに流す電流の

方向を反転可能であることを明らかにした．さらに，

ピニオン・ラックを用いてロボットの腰部分を作製し

た．その結果，モーターの回転を腰部品の上下運動に

変換できることを明らかにした． 

 今後は，電圧保持回路で保持する電圧 Vb を生成可

能な回路を検討する予定である．また，腰駆動部の回

転トルクを大きくするため，モータのギア比を調整し，

動作確認を行う予定である． 
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