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人間の骨格と動きに基づくヒューマノイドの設計及び
動作の研究
二井見 博文 *1，小池 稔*2，竹内 誠一*3，堂原 教義*4
Design and Motion of Humanoid Robot Based on the Skeleton and the Motion of Human
Hirofumi NIIMI *1, Minoru KOIKE*2, Seiichi TAKEUCHI*3 and Noriyoshi DOUHARA *4
Synopsis: We designed humanoid robots based on the skeleton and the motion of human. Many
humanoid robots whose output shafts of the motors were mounted in the directions of Yaw axis, Pitch
axis or Roll axis were designed. We designed our humanoid robots whose output shafts of the motors
were mounted in the directions tilted from Yaw axis, Pitch axis or Roll axis, considering the skeleton
and the motion of human. Three humanoid robots were named SANDY. SANDY-1 and SANDY-2 are
570mm tall and SANDY-3 is 450mm tall. We described the design principle of these robots and
detailed design of body, legs and arms.
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心位置の制御を行う．また, 股関節と足関節のロール軸
１．はじめに
で左右方向の重心位置の制御を行う．しかし，人間は，
1996 年のホンダの P2 の発表を契機に，ヒューマノイ
上記の軸の回りで，各関節を動かすことができるが，軸
ドロボットの研究が盛んとなり，現在では研究用からホ
そのものを持っているわけではない．股関節は，球関節
ビー用まで，様々なタイプのヒューマノイドロボットが
を 3 つの軸でモデル化し，足関節は鞍関節を 2 つの軸で
開発されている．それらの，多くのロボットに共通する
モデル化しているにすぎない．ヒューマノイドロボット
ことは，モータの出力軸を，ヨー軸，ピッチ軸，ロール
のモデルはあくまでも人間であり，入手可能なアクチュ
軸のいずれかの方向に向けていることである．理由して
エータでどれだけ人間の構造に近づけるかが課題である
1)
-3)．人間とヒューマノイドロボットを比較すると，その
は，工学的に計算が容易であり，制御し易いためである
違いの大きさに，多くのヒューマノイドロボットは人間
と考えられる．産業用アームロボットの多くがこのよう
をモデルに作られているのではなく，過去に作られたヒ
な構造をしている．ヒューマノイドロボットも制御し易
ューマノイドロボットをモデルに作られたのではないか
い構造に設計されているものが多い．その代表的な構造
と考えられるほどである．そこで，ヒューマノイドロボ
は，上から順番に，股関節：ヨー軸・ロール軸・ピッチ
ットを開発するにあたり，人間の骨格 4)-6)をモデルに設
軸，膝関節：ピッチ軸，足関節：ピッチ軸・ロール軸と
計することにした．使用するアクチュエータは，入手が
する構造である．この様に，ピッチ軸を股関節，膝関節，
簡単な模型用のサーボモータを使用する．ロボットの大
足関節と連続させ，腰から足裏までの距離と，前後の重
きさは，扱いも容易な小型のヒューマノイドロボットと
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する．また，人間の関節のすべてをモデル化することは
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出来ないので，大きく動く関節を優先し，筋肉 7)・人間
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の動き 8)を考慮し，設計する．
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る．そこで，基本は，上から，ロール軸，ピッチ軸の順
番とする．足首はヨー軸周りに少し動くが，動きが小さ
いため可動部を省略する．

２．人間の骨格とロボットの設計方針
2.1 体幹部の設計方針
小型ヒューマノイドロボットの多くは，体幹部に可動
部を持たない．
しかし，
人間は体幹部でバランスを取り，
ダイナミックな動きでは，
体幹部が重要である．
人間は，
背骨を持ち，筋肉により，体幹部を湾曲させる．湾曲さ
せる構造が大切であると考えられるが，小型のヒューマ
ノイドロボットでは大きさに制約があるため，モータの
回転でモデル化を行う．基本は，体幹部の動きを，上か
ら順に，ヨー軸，ピッチ軸，ロール軸でモデル化を行う．
この順番にした理由を説明する．左右に腰を振るうごき
をさせるとき，股関節と体幹部のロール軸周りの動きが
連動すると考え，体幹部の一番下をロール軸とした．次
に，新体操の選手などが上体を大きくそらすとき，体幹
部の中心付近でピッチ軸周りに大きく屈曲する．そのた
め，中間をピッチ軸とした．また，上体を捻る動きをす
るとき，胸部が大きく動く．よって，上をヨー軸とした．
首は，大きく動く車軸関節のモデル化として，ヨー軸で
モデル化する.
2.2 脚の設計方針
脚を設計する上で，難しいのは，股関節である．基本
は，球関節をヨー軸，ピッチ軸，ロール軸の 3 つの軸で
モデル化することである．順番の組み合わせは，3!=6 通
りである．さらに，サーボモータの取り付け方法は，ベ
ースになる側にモータを取り付ける方法と，その逆に取
り付ける方法がある．3 つのモータの場合，組み合わせ
は，23=8 通りとなる．結果，6×8=48 通りのなかから，
最適な組み合わせを選択することになる．
組み合わせは，
48 通りであるが，基本は，3 つの軸の 6 通りの組み合わ
せからどれを選択するかである．股関節の動きとして，
「はいはい」の状態から直立状態に移る動きが重要であ
ると考え，最初の軸をピッチ軸とする．次に開脚の動き
が大切であると考え，次の軸はロール軸を選択した．残
りはヨー軸である．更に，人間の骨盤と大腿骨の位置関
係を考慮し，ピッチ軸は，ロール軸周りに下側に 30°程
度回転させ，更に，10°程度後方に回転させた．膝関節
は，ピッチ軸でモデル化する．ただし，大腿骨と脛骨は
一直線ではなく，
傾いている．
これを設計に取り入れる．
多くのヒューマノイドロボットの足関節は，上から，ピ
ッチ軸，ロール軸の順であるが，つま先立ちになるよう
ピッチ軸を 90°回転させると，ロール軸周りのモータの
出力軸が，ヨー軸となり，左右へ重心移動ができなくな

2.3 腕の設計方針
腕を設計する上で問題となるのは，肩関節である．肩
関節も球関節であり，肩甲骨も動くため股関節より，更
に複雑である．肩そのものも動くため，モデル化するに
は多くのアクチュエータが必要であるが，2 つのモータ
でモデル化する．上腕の回転，肘の屈曲をそれぞれモデ
ル化し，片腕 4 自由度とする．前腕より先は，複雑であ
り，小型ヒューマノイドロボットでは，制約があるため
可動部を省略する．
2.4 設計方針のまとめ
基本的には，首・体幹部 4 自由度，片脚 6 自由度，
片腕 4 自由で，全体で 24 自由度とする．場合により，
一部の自由度を省略する．
３．SANDY-1
3.1 SANDY-1 のコンセプト
前述した設計方針をもとに，ヒューマノイドロボット
(SANDY-1)を開発した．目標としたイメージは， Fig.1
のような，ファッションモデル及び柔軟な身体を持つ女
性である．ファッションモデルは，美しい歩行を行うプ
ロフェッショナルである．その歩行の様子を分析する．
後ろ側になる脚の腰は，前側の脚側の腰より下がり，後
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(b)

(c)

(d)

Fig.1 The design target of humanoid robot.
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Fig.3 Design of the elbow and the knee.

Fig.2 Design of the legs.
ろ側の足を上げて振りぬく途中で腰が水平になる．次に
左右の脚の前後が入れ替わるため，腰も左右の高さが替
わる．このとき左右の腰の高さが違っていても，上体は
鉛直である．これは，腰のロール軸周りモータにより可
能になる．また，柔軟な身体を持つ女性が体を後方に折
り曲げる動きができるように，胴体の中心付近に，可動
範囲を考慮し，ピッチ軸周りの動きが可能なモータを取
り付ける．ロボットの名称は，産業技術短期大学の
「SAN」と，女性の「LADY」をあわせて，
「SANDY」
とした．

Fig.4 Design of the ankle and the foot.
後方に回転させてサーボモータを取り付けた．
ロール軸，
ヨー軸については，全体の配置を大腿骨の形状をモデル
に配置した．
人間の肘と膝を比較する(Fig.3)．肘は，尺骨が上腕骨
滑車上を滑りながら動く．
上腕骨滑車は円弧形状であり，
一つの回転軸でモデル化できる．膝を曲げるとき，大腿
骨内外側顆は脛骨上で回転し，次に滑走する．回転と滑
走が生じている．膝は肘より深く曲がる．これらのモデ
ル化のために 2 つのサーボモータを使用した．ただし，
制御系の都合上，2 つのサーボモータは同じ角度で回転
させる．独立して制御しないので，1 自由度として扱う．
また，2 つのサーボモータを使用することにより，ジャ
ンプなどを行うときに必要な膝関節の回転速度を上げる
ことができる．また，大腿骨と脛骨は一直線ではなく，
傾いている．そこで，膝のピッチ軸をロール軸周りに
10°回転させて取り付けた．
足関節は，上から，ロール軸，ピッチ軸の順番とする．
歩行時に足裏が地面から離れる直前に接地しているのは，
つま先である．一方かかとは，足首を動かしても，接地
する場所は大きく変わらない(Fig.4)．そこで，足首のピ
ッチ軸とつま先のピッチ軸を足首のピッチ軸でモデル化
し，かかとはピッチ軸方向に回転できない構造にした．

3.2 SANDY-１の開発手順
開発手順を説明する．SANDY-1 の開発のポイントは，
股関節，体幹部である．まず，基本となるサーボモータ
を決める．次に，サーボモータを設計方針に基づき並べ
る． その大きさからおよその大きさを決め，人体骨格図
を拡大コピーする．コピーされた人体骨格図の上にもう
一度サーボモータを並べ(Fig.2)，組み合わせる方法を考
える．決定後，サーボモータをつなぐ部品を設計する．
部品設計の基本は，サーボモータを固定する部品の設計
と，サーボモータの出力軸側の部品の設計である．実際
の開発の順序は，モータ数の多い脚の開発，それに続く
体幹部・腕の開発となる．部品は，開発効率を重視し，
透明のアクリルを使用した．透明であるため，部品の位
置あわせなどが容易に行なえる．
3.3 SANDY-１の脚の設計
脚の設計方針に従い，Fig.2 のように，股関節のピッ
チ軸は，
ロール軸周りに下側に30°回転させ，
更に，
10°
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Fig.7 Getting up motion of SANDY-1.
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Fig.5 SANDY-1.
(a)
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Fig.8 Backward rotation of SANDY-1.
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Carring Angle
Fig.6 Design of the elbow.
3.4 SANDY-１の体幹部・腕の設計
ロボットの胸部は過去に作成したロボットの部品を流
用した．設計目標である Fig.1(b)(c)の姿勢が取れる様に，
ロール軸，ピッチ軸を取り付けた．Fig.1(b)(c)と同様の
姿勢を，Fig.5 に示す．体幹部のヨー軸はスペースの都
合上，省略した．
腕は，肩から肘までを 4 つのモータでモデル化した．
肩は，胴体側から，ピッチ軸，ロール軸の順番とした．
これは，多くのヒューマノイドロボットで採用されてい
る方法である．ピッチ軸周りの動作範囲は広く，歩行時
には，前後に手を振る．また，ものを取るという腕の基
本的な動作を行うとき，視界の中心に手を持ってくる．
多くの場合は，おろしている手を目の前に持ってくるこ
とになり，ピッチ軸回転である．このように，ピッチ軸
回転は，腕の動作の基本となる．このため，ヒューマノ
イドロボットの肩の回転軸は，最初はピッチ軸にする場
合が多いと考えられる．次に，上腕にヨー軸回転，肘を
ピッチ軸回転とした．上腕のヨー軸を 90°回転させると，
肘はロール軸となる．しかし，人間が腕を自然におろし
ているときは，ピッチ軸に近い方向で腕を曲げることが
(4)

Fig.9 Jump motion of SANDY-1.
できる．そのために，腕はピッチ軸とした．また，腕を
伸ばした状態では，人間の腕の上腕骨と尺骨・トウ骨は
一直線ではなく，尺骨・トウ骨が外側に少し曲がってい
る(Fig.6)．上腕骨に対し尺骨・トウ骨は，キャリングア
ングルを持つ．肘の回転軸は尺骨・トウ骨に対し，ほぼ
垂直である．肘を曲げたとき，前腕は体の内側になる．
これをモデル化し，肘のピッチ軸をロール軸周りに外側
に 10°回転させた．
3.5 完成したロボット
完成したロボットは，身長 570mm，質量 2.4kg で
ある．自由度は，片足 6 自由度，片腕 4 自由度，首・胴
体 3 自由度で，全体 23 自由度である．主要なサーボモ
ータは近藤科学社 KRS-2350HV (2.9 N･m)を使用した．
3.6 SANDY-１の動作
体幹部のピッチ軸の特徴を生かすため，ダイナミッ
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クな起き上がり動作を行った(Fig.7)．仰向けに寝た状態
から，膝を曲げ，股関節のピッチ軸を使い，膝を体に近
づけて行く．
肩のピッチ軸と，
胴体のピッチ軸を使って，
脚を高く上げていく．次に脚を振り下ろすことで，位置
エネルギーを，背中を中心に回る運動エネルギーに変え
る．振り下ろした脚が地面にぶつかる直前に膝を曲げ，
かかとを中心に回転し，起き上がる．
新体操の選手の様に，後方にブリッジを行い，回転す
る動きを行わせた(Fig.8)．
最初に胴体のピッチ軸を使い，
胸をそらし，後方に倒れると同時に，股関節，膝関節，
足関節を曲げ，ブリッジを行う．次に，両手と左足で作
られる支持多角形の内側に重心を移し，右足を上げる．
両手で作られるラインを重心が超えることで回転させる
ことができた．
膝に 2 つのサーボモータを取り付けた効果を調べるた
め，ロボットにジャンプをさせた(Fig.9)．ジャンプを行
なうときに使われる主要なサーボモータは，脚のピッチ
軸である．上体を直立に保ちながら，脚を伸ばすために
は，脚を伸ばす方向に回転した股関節と足首関節の回転
角度の和が膝の回転角度に等しくなる必要がある．股関
節，
膝関節，
足関節それぞれに同じモータを 1 つ使用し，
ジャンプさせようとした場合，膝が追従できず，後ろに
転倒する．本研究では膝に 2 つのサーボモータを使用し
ているため，しゃがみこむ状態と，体を伸ばした状態を
指定するだけで，簡単にジャンプさせることができた．

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig.10 Design of the knee of SANDY-2.
(a)

(b)

Deltoid
(c)
Pectorali
major
Fig.11 Design of the shoulder of SANDY-2.
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(c)
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(2b)
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(a)

Fig.12 Difference of the motion of the shoulder
between SANDY-1 and f SANDY-2.

3.7 SANDY-1 のまとめ
23 自由度のヒューマノイドロボット SANDY-1 を開
発した．人体の骨格をモデルに，各サーボモータを，基
本となるピッチ軸，ロール軸，ヨー軸から角度をつけて
設計した．SANDY-1 に，起き上がり，後方回転，ジャ
ンプをさせた．

モータを使用した．ただし，SANDY-1 では，2 個のサ
ーボモータを 1 つに組み合わせて膝を構成したが，
SANDY-2 では，サーボモータを上腿側と下腿側に取り
付けた．直立状態で，サーボモータ同士が接触し，膝を
固定できる様にした(Fig.10)．

４．SANDY-2
4.1 SANDY-2 のコンセプト
SANDY-1 の設計の中心は，脚と体幹部であった．
胸・肩は過去に作成したロボットの流用であった．
SANDY-2 では，肩を新しいコンセプトで設計する．サ
ーボモータのトルク不足を補うため，主要部にトルクの
強いサーボモーを使用する．

4.3 SANDY-2 の体幹部の設計
SANDY-2 では，更に，胸部にヨー軸を追加し，上半
身を回転させる動きを可能にした．首は，首の車軸関節
をモデルとして，ヨー軸周りに回転し，首を振るができ
るようにした．頭部に CCD カメラを取りつけることが
でき様に，サーボモータを胸部に配置した．制御基盤を
背中側に配置した．SANDY-2 では，ケーブルをコイル
チューブでまとめた．背骨のような外観となった．

4.2 SANDY-2 の脚の設計
SANDY-2 の膝関節は，SANDY-1 と同様に，2 個の
(5)
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Fig.14 Sstand on one leg.

Fig.13 SANDY-2
4.4 SANDY-2 の腕の設計
肩関節をヨー軸，ロール軸とした．ヨー軸は，大胸筋
と後背筋の動きをモデル化したものであり，
ロール軸は，
三角筋の動きのモデル化を行ったものである(Fig.11)．
ロ
ール軸は筋肉の付き方を考慮し，内側少しに傾けた．大
きく腕を回す動作で，人間に近い動きが可能となる．ま
た，胸を張る動作や肩をすくめる動作が可能となる．
腕を回す動作をさせた(Fig.12)．
腕を下ろした状態から，
手を前に出し，横に回し，手を下ろす動作をさせる．こ
のとき，SANDY-1 のような肩の場合，手を横にした状
態は特異点となり，腕を降ろす前に，ピッチ軸を回転さ
せなければならない．SANDY-2 の場合，腕を前に上げ
る動作をさせるとき，肩の 2 つのモータを使用するが，

Fig.15 Shoulder turn.

上記の動作を連続的に行うことができる．
4.5 完成したロボット
完成したロボットは，身長 570mm，質量 2.5kg であ
る．自由度は，片足 6 自由度，片腕 4 自由度，首・胴体
4 自由度で，全体 24 自由度である(Fig.13)．主要なサー
ボモータは近藤科学 KRS-4014 (4.0N･m)を使用した．

Fig.16 Pitching movement.

4.6 SANDY-2 の動作
SANDY-2 に，片脚立ち(Fig.14) ，肩を回す動作
(Fig.15)，投げる動作(Fig.16)，パンチをさせた(Fig.17)．
片脚立ちでは，膝が固定されるため，比較的安定に立た
すことができた．肩を回す動作を，滑らかに行うことが
できた．投げる動作，パンチでは，腕だけを動かす印象
の動作ではなく，肩から腕を動かす動作となった．

Fig.17 Punch.
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(b)

4.7 SANDY-2 のまとめ
24 自由度のヒューマノイドロボット SANDY-2 を開
発した．肩関節をヨー軸，ロール軸とした．SANDY-2
に，片脚立ち，肩を回す動作，投げる動作，パンチをさ
せた．

(d)

(c)

５．SANDY-3
5.1 SANDY-3 のコンセプト
SANDY-2 の設計は，SANDY-1 を基本に設計しため
身長が同じである．共に 2.5kg 程度あり，片手でロボッ
トを支えながら実験するのは負担である．そこで，小型
のサーボモータを使い，SANDY-3 を開発することにし
た．開発に当たり，SANDY-1 同様に，サーボモータを
人体骨格の図の上に並べ，その間をつなぐ部品を作成し
た．特徴は肩を再設計し，足首を人間の動かしやすい方
向を考慮して設計したことである．

Fig.18 Design of ankle of SANDY-3.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig.19 Design of head of SANDY-3.

5.2 SANDY-3 の脚の設計
基本的な脚の構造は，SANDY-1 と同様である．
SANDY-3 の設計では，骨盤を人間の骨盤をモデルにデ
ザインした．膝関節は，軽量化のため，1 つのモータと
した．足関節のピッチ軸は，ヘンケ軸をモデル化し，後
方下外側から前方上内側に回転軸を傾けた(Fig.18)．

Fig.20 Range of shoulder joint motion.

5.3 SANDY-3 の頭・体幹部の設計
制御用の基盤を人間の脳の様に，頭部に配置した
(Fig.19)．また，カメラを取り付けた．頭部カバーは，
SANDY-1 のカバーを縮小して製作した．もともと，頭
蓋骨をモデルに設計したものである．また，顔のデザイ
ンは，一つ目のイメージを緩和するために，大きなサン
グラスをイメージして，カメラ用の窓を開けた．
体幹部は，SANDY-2 と同様に，3 つのサーボモータを
配置した．また，左右に首を振るためのモータが取り付
けてある．
5.4 SANDY-3 の腕の設計
基本的な腕の構造は，SANDY-2 と同様である．
SANDY-3 の設計では，肩について，再考した．SANDY-2
では，腕を前に出す時，肩のヨー軸が大きく動き，違和
感を覚えた．直感的には，肩の最初の軸は，ピッチ軸と
ヨー軸の中間がよいのではないかと考え，
考察を行った．
腕を下ろした状態から，横，上へと動かすとき，手の平
を後ろに向けると腕が真上に上がらない(個人差はある)．

Fig.21 SANDY-3.
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伏せ状態から，
はいはいという移動方法を獲得していく．
SANDY-3 を使い，寝返りの動作実験を行った(Fig.23)．
寝返りを行なう方法は様々あるが，上半身を先に回し，
下半身を追従させた．左足で地面を押さえ上半身を回転
させ，上半身回転後は，右腕で地面を押さえ，下半身を
回転させた．うつ伏せから仰向けへの回転は，右手，右
足で地面を蹴ることにより，比較的容易に行なうことが
できた．1 回転で 450mm を 7.5s で移動した．速度に換
算すると，60mm/s である．
赤ん坊は，寝返りをうち，うつ伏せ状態から，はいは
いを行なう．
最初は腕の力だけで前進するが，
そのうち，
手足を上手に使えるようになる．SANDY-3 を使い，ほ

Fig.24 Crawl on the hands and knees.
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0.5s
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5.6 ロボットの動作
小型ヒューマノイドロボット SANDY-3 を使い，背這
い，寝返り，ほふく前進，膝行の実験を行った．
赤ちゃんが生まれて最初に行う移動方法は，背這いで
ある．SANDY-3 を使い，背這いの動作実験を行った．
まず，仰向けの状態で両膝を曲げ，両足で地面を蹴り，
進む方法を試みた．しかし，かかとがすべり，上手くい
かなかった．自分の体でも試すと，靴下を履き，かかと
が滑り易い状態では，移動することがほとんどでなかっ
た．次に，体を左右にくねらせ移動する方法を試みた．
Fig.22 のように，移動させることができた．動作の基本
は，
対角線にある肩とかかとを支点として体をくねらせ，
前進することである．動作の中心は，体幹部のヨー軸と
ロール軸である．1 サイクル 3 秒で，30mm/s の速度で
移動した．
赤ん坊は，仰向けに寝かされる．寝返りをうち，うつ

Fig.23 Roll-over.
0s

教義

人間の肩にも斜め上にしたときに特異点があるのではな
いかと考えた．また，卓球のスマッシュを打つときの回
転軸が回転しやすい軸であると考えた．肩の最初の軸を
ヨー軸とし，外側・後方に軸を少し傾けた．また，上腕
のサーボモータの取り付け方を工夫することにより，両
手を上げたとき，腕が耳につき，幅が肩幅より狭くなる
ようにした(Fig.20)．ストレッチ体操をする動きも可能
となった．
5.5 完成したロボット
作成したロボットは，身長 450mm，質量 1.6kg であ
る(Fig.21)．SANDY-2 と同様に，
全体 24 自由度である．
主要なサーボモータは近藤科学 KRS-2552 (1.4N･m)を
使用した．
肘関節など，
構造の一部に修正が必要であり，
改良を進めて行く．

Fig.22 Crawl on the back.
0s

誠一・堂原

Fig.25 Walk on the knees.
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ふく前進の動作実験を行った(Fig.24)．背這いと同様に，
対角線上にある手足を接地させた状態で体をくねらせな
がら前進する．1 サイクル 3 秒で，60mm/s の速度で移
動した．
はいはいの状態から膝立ちになると地面から手が離れ，
手を自由に使うことができる．膝立ちのまま移動する方
法が膝行である．SANDY-3 を使い，膝行の動作実験を
行った(Fig.25)．左膝が前の状態から少し伸び上がり，
上体を右に捻り傾けると同時に右膝を前に出す．次に逆
の動作を行い，1 サイクルとなる．1 サイクル 1.2 秒で，
40mm/s の速度で移動した．膝行は行えたが，上体が動
きすぎる問題が残った．
背這い，寝返り，ほふく前進，膝行のいずれの移動に
おいても，動作の中心となるのは体幹部のヨー軸，ピッ
チ軸，ロール軸である．体幹部に可動部を持たないロボ
ットで同様の動作の作成を試みたことがあるが，動作の
作成が困難であった．今回，動作作成は比較的短時間で
行なうことができた．ロボットの各関節の可動範囲が人
間に近いため，イメージどおりの動作を実現できた．当
たり前ではあるが，ヒューマノイドロボットは，比率，
動作範囲が人間に似ていることが大切である．今後，人
間を模倣した質量比にすることが課題となる．
5.7 SANDY-3 のまとめ
24自由度のヒューマノイドロボットSANDY-3を開
発した．肩を再設計し，足首を人間の動かしやすい方向
を考慮して設計した．SANDY-3 に，背這い，寝返り，
ほふく前進，膝行をさせた．

(9)

６．結
語
人間の骨格と動きに基づき，ヒューマノイドロボットの
設計し，3 体のロボットを開発した．各ロボットの設計
方針，詳細設計，動作について説明した．
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