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[字大演報 27， P.27-33(1991) (論文)] 

林内歩行機の関発に関する基礎的研究

-4閥動的安定メカニズムー

村山茂明@酒井秀夫

The develo静mentof a walking machine for fores士宮yuse 

-The奇Tnamicstability of a fo現トlegge品walkingmac誕ne-

Shigeaki描URAYAMAand目ideoSAKAI 

SUMMARY 

27 

We investigated the possibility of using a walking machine for such forestry operations as 

planting， brush cutting， and chemical spraying. A walking machine would be superior to wheeled 

or crawler type vehicles on uneven land and when a fast speed is not required. It could select its 

position for ground contact and could stride over and around obstacles. We propose the mecha-

nisms of the legs as fol1ows: 1) A cam shaft with a 71:/2 phase difference or a quick-return 

mechanism will be sufficient to shorten the time of returning an elevated leg forward. Such 

mechanisms will provide dynamic stability to four…legged walking-machines. 2) The sliding 

mechanisms of the legs also would be useful in retur叫 ngthe elevated legs forward. This method 

also can be applied to the movement of automatic…control1ed systems. 

Keywords : walking machine， silviculture machine， cam， sliding mechanism， movement on slopes. 

要 ヒ:::.
問

本論文は，植え付け，刈払い，薬剤散布などの造林機械のベースマシンの足屈りとしての林内歩行

機の可能性に関する基礎的研究である。脚機構が主主の代用になりうるのは，道路のあるところや平地

ではなし不整地や速度を犠牲にしてもよい場合であろう。造林作業がこれに該当するとしても，力

を考慮した場合，疑問は残るが，林業機械化のネックである不整地走行のあらゆる可能性を追求する

ことは必要と考える。歩行の利点、は脚が連続的に接地しないこと，障害物を跨ぐことができること，

足の形状によりスリップを防ぐ可能性があり，車両に比し傾斜走行の際，安定がとり易いこと等であ

ろう。欠点は 4脚以下では重心の移動なくしては転倒してしまうこと，腕を前方に移動するときに進

行力に対してマイナスに作用すること，上下動による揺れを生じ易いこと，速度，力に対して機機的

に弱いこと等であろう。以上の点、をふまえての構想、および検討事項は次のとおりである。 1) 4脚走

行の動的安定にとって上げ足の前方移動時間の短縮方法として，同軸.71:/2位相差カム機構等。

2 )傾斜走行を前提としての上げ足の伸縮機構。これらの構想、は試作機の自動制締装置としてもj志用

可能であろう。

キーワード:歩行機械，造林機械，カム機構，伸縮機構，傾斜走行
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を第 1義とした。

11.歩行原理の検討

現実の大型動物は 2，4潤が大部分であるが，

重心の移動を無意識に行なっている。 4脚歩行

に関する既往の研究 (J， 4) によれば，重心

移動は機械のメカニズムというより，歩容に関

する問題としての検討が多い。また，脚を前方

に移動させる時間を短くすれば，静的安定に近

づくことができる考えもある。後進は動物では

関節の曲がり方が逆なので歩きにくいが，機械

は逆転するだけなのでむしろ有利であろう。馬

の並み脚歩行を観察すれば 8の字のJI買に 1足

ずつ上がって前方に移動している(図-1)。そ

のことから上げ足時聞を短くした方が転倒しに

くいので上げ足の動きの速度を接地している他

の足の 3倍にするWLMの構想、もある。この場

合，上げ足のJI顎序は悶図の (b)が多い。

一応筆者らもi苛じ考えであるが， JI鎮序は間図

( a)，かつ遊脚の速度は 3倍にこだわらず m

倍(悶ーのメカニズムでカム交換により 3以上

も可能)とした。また，園-2に示すように接

地は垂直およびその前後とし，前方に震るとき
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Figure 1. 

は前方よりさらに前とする構想、とした。なお，

後進を考麗すれば接地は垂誼の図にならないが，

在右対称にした方がよい(函略)。いずれにし

ろ 4脚の場合はある程度の速度にならなけれ

筆者は先に林業機械のベースマシンの足回り

として，ホイール，クローラ，地面効果機

(GEM) ，歩行機 (WLM)を組合せたハイブリ

ツド構想、を発表した( 2)。その際， WLMとホ

イールのハイブリッドであるこ重大車輪のよう

に，連続的に接地しないものは第 1種WLMと

よび，人，馬等の関館のある動物のような動き

をするものを第 2種WLMと定義した。脚を前

方に出すときは関節を有効に使って地面を離れ

るが，自重を支えるときや後進のときは，関節

は力に対してマイナス面が多いと思料し，関節

のかわりに実現が比較的容易な伸縮機構を利用

したハイブリッド播想を発表した(3)。
ホイールやクローラの車両はエンジン出力が

大部分進行方向に消費されるが， WLMは，脚が

接地して進行方向と逆方向に作用するときは，

地面よりの反力で進行力となるが，関を前方に

庚すときは逆方向の力となり，ホイールに比し，

原理的に走歩行の能力が劣る。

歩行の利点は連続的に接地しないこと，障害

物を跨ぐことができること，姿勢制御により転

倒を防止できること，接地面の足の形状により

スリップを妨ぐ可能性を残していること等であ

ろう。欠点は 4脚以下では重心の移動なくして

は転倒してしまうこと，脚を前方に移動すると

きは，進行力に作用しないこと，上下動による

揺れを生じやすいこと，速度，力に対して機構

的に弱いこと等であろう。

一方，林内走行にあたっては，傾斜，地形の

凹凸，スタンプ，倒木等の克服が問題となる。

脚機構が主主の代用になりうるのは，速度の点や

上下のゆれなどを考蔵すれば，道路のあるとこ

ろや平地ではなく，不整地や速度を犠牲にして

もよい場合であろう，森林作業はこれに該当す

るとしても，力を考えた場合，地ごらしえなど

には疑問は残るが，植え付け，刈り払い，薬剤

散布等の造林作業にWLMを考究する余地はあ

ろう。その擦，必ずしも運転手は乗車しなくて

もよい。

本論文は，植え付け，メリり払い，薬剤散布な

どの造林機械のベースマシンの足囲りとしての

林内歩行機の可能性に関する基礎的研究であり，

山腹走行に姿勢制御しやすいメカニズムの開発

しはじめに
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ば 1脚上げたときに不安定となる。この時，

重心位置は勾記により変化し，転倒i方向の足を

断定することはできない。一応 3足の接地に

より直線的な配列ではないので 1平面を形成し

歩容により安定となる場合もあるが，上げ足方

向に転倒する確率は減る。転倒の問題は慣性力

にも関連があり，理論的に正確に求め得ない。

理論的にはmを大にすれば転倒しないことにな

るが，林内作業の特性として極度に遅いことも

あるのでmにも限界がある。この対策として傾

斜走行時上り下りがある以上，重心付近に接地

面積のやや大きな第5の補助脚の設置も考えら

れる。重心の上下動も免れえない。関節または

正ACJA 
B hωdfD B¥ ID 

First stroke Second stroke 

伸縮により，ゆれを減ずることは，自動制御装

置を用いれば可能であろうが，不整地走行用で

あれば，あまり意味がない。

なお，足を前に震すときは，図 2の4行穫

にみられるように， ~却を短くする。実機の場合，

油圧でスライドさせる機構にすれば簡単に足の

動きと連動できる。また旋回については，左右

の歩幅の問題で解決できる。

図 3に傾斜によるWL羽の重心位援を示す。

もちろん近年段軸トラクタの研究もあるが，

WLMの方が周密に示すように本体と脚の角度

補正で重心の移動を少なくすることができるの

で，メカニズム的に解決しやすい。

l f ぺ 1

JL  B/ 会D
Third stroke Fourth stroke 

図-2. 1サイクル中の各脚の動き

Figure 2. The movements of legs in a cycle. 

て勺九
(a) When climbing a slope. (b) When crossing a slope‘ 

関 -3.傾斜地歩行中の重心位置

Figure 3. The centεr of gravity when moving 

on a slope. 

111.試作機のメカニズム

1. カム機構

現時点では，適正なmを求めるため，模型を

用いて鰻斜歩行の問題点，メカニズム等を追求

する必要がある。留ーし 2の動きを模型によ

って実現しようとすると，カム機構を用いる方

法や研削盤の早送り機構を応用する方法が悶下

考えられるが，早送り機構の考えは既にある

(4)ので，カム機構を中心に検討した。もちろ

ん，この講想は早戻し機構にも適用しうる。

上記のカム外形設計を関-4 (m= 3のとき)

に示す。ストローク総議a (ロッドの最大移動

は，皮時針方向(接地しつつ後方へ)のー

ストロークの移動量を aとすれば， kawlがaと

なる(4脚のとき 3aw)。

ただし，歩櫨はロッドと関との接触点，脚の

支点と支点以下の脚長により変化する。

π/2ごとのストロークは図 4より算出で

き，これよりカム位置とロツド長も計算し得る。

このカム機構を用いて 8の字JI震に動かす伝

達機構を図 5に示す。重量が均等に各脚に作

用すれば，重心の位置は

x=L (2W1十W2) /3 (W1十W2)



脚上げ前方移動にはあまり力を要さないので，

パネなどで時間はさらに短縮可能である。その

場合，すなわちm>3のときは，図-4におい

てaの生じる位置を 271に近づければよい。た

とえば， m=4とすると 871/5にaがくる。す

なわち，田園(点線で表示)の如く π/2毎にaWi

ームの変位となる。一般的にいうなら 271om/

(m十1)ということである。すなわち，接地す

る主脚の動きは長くなり，遊脚の時期が短くな

る。

前方に早く戻す磯構が上述のように可能であ

るので，関節を使わず、に地面を離れながら移動

させるには，これと連動させながら，上方に脚

をスライドさせる機構を考えればよい(後記)。

カム機構の必要動力は，図-5 (a) のB脚

において，脚と地苗との水平力をF'とすれば，カ

ムロッドにかかる力F (kg) は，

F=F' 0 L2/L1 

4において

F=F1 0 cosα 

しかるとき，カム各点におけるαは表-1のと

おりである。表-1は実測値であるが，

α=tan…1 (dy/dx) 

ただし yはカムの曲線式

より求めることもできる。

{字大演報村山茂明・酒芥秀夫
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図-4，カム機構

Figure 4. The figure of the cam. 

N ote: Hatched area produces a retum of a leg. 
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表-1. -n:/4ごとの接線傾斜角(実測値)

Table 1. Tangent angles at an interval of -n:/4 
(obsεrvations) . 

3" 
つ
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次にカムの回転角速度 ωは，

(rpm) とすれば，

ωロ 2πn/60

いまエンジンの仕事量をW (kgom/sec)とす

れば，

W=M.ω 
ただし， M:モーメント

または

M=W/ω 
を得る。話と Fの関係は，図-4において

数を n

6' 

自

(kg 0 m) 

6' 6.5' 5' 6.5" α6.5" r 

Drive shaft 

園 5.需軸 .-n:/2位棺差のカム機構説明図

Figure 5. The cam mechanism with a -n:/2 

phase difference 
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F=F1cosα 

= {M/ (r十ai)}・ sinα ・COSα

となる。たとえば n工 120rpm， W=75kgom 

/sec，ω=4π/sec， r=O.02m， a=O.015mと

すれば， F=53.6Nを得る。

今国は，たとえ接地しながら遊間]が震るとし

ても，逆方向の脚数が 1/3であるので，力も

1/3位と思われ，また左右)1長次に逆方向に作

用するので，直線的に歩行するものと思われる。

早戻し機構を手日用する時，歩行持の lサイク

ル中における主遊脚の行程時間は次のようにし

て求めることができる。

図-6においてGがαの範囲内にあるときが

主脚時， β(=27!ーα)の範囲内にあるときが

遊脚時となる。円Oの自転角速度をωとすれば，

ωヱ 27!n/60

角速度はα，βとも同じであるので，ムOAGに
おいて半径 r=lとすれば，

β= 2 cos-I (1 /OA) 
4脚とすれば，遊脚の戻り時聞は主脚時の後

方への時間の l/mであるので，

α:β=m: 1 

より

OA立 l/cos{7!/ (m十1)}

となる。たとえば， m= 3の持， OAは半控の

J玄倍でよい。またFもカム機構の時とき同じ

ように求めることができる。

トー a---~ 

A 

図-6.早渓し機構

Figure 6. The quick-return mechanism. 

2. イ云達機構

図-5にカムより接触子を経て脚までの伝達

機構の護式函を示したが，この場合後部脚より

前脚に戻るメカニズムとして筆者らは自下，以

下の構想を持っている。

1)副カムを利用する方法(同図に点線で示

す):これは，主カムに対する副カムの位棺の和

を37!/ 2とすればよい。ただし，この場合はお

互いの回転方向を逆とする。この理府を，開図

でたとえばA脚で説明する。主カムはπ/2で

前方着地し，盟転し次のZで垂直になり，さらに

3 7!/ 2で後方に着地し，次にo(2 7!)で前方

に戻る。それに対し副カムはπで同園Aにくる

ように設置すれば，主カムが垂誼のとき震るわ

けであるからπ/2になり，後方に接地すると

きOになり，前に戻るとき 37!/ 2になる。要す

るに，どのストロークでもロッド長の和を向ー

にすればよいということである。

2 )スプリングを利用する方法:間関 (b)

に示すように，適当な位置にす字型のロッドと

スプリングを悶図のように取り付ければよい。

もちろんスプリングは遊騨を演す力を有しかつ

できるだけ弱いパネ常数の物を設計しなければ

ならない。

3 )カムの外局の若干内側に裏表に浅い溝を

カム外形と相似に作り，ロッドの接触子がその

講を挟むように二股として接する笛所をボ」ル

ベアリング等にすればよい(臨省略)。

4)実機のときは，カム機構を場合によって

油圧ピストンのコントローラに使用することも

可能性としてあろう。

3.蹄の伸縮機構

上げ足を前方に戻すとき，動物は関節を使っ

て接地せずに抵抗を小にしながら行なうが，こ

こでは伸縮機構を考える。この機構は前方への

戻し足を接地させず、に進行方向への抵抗を小さ

くさせるのが自的である。さらに，上下動をな

くすように接地してから本体が水平になるよう

な蹄の高さにすることも考えられる。実機製作

では簡単な自動制御機構ですむかもしれないが，

次に述べる 2とおりのメカニズムが考えられる。

関-7 (a)の③~④において， LIからLsに

することを自的とする。間図 (b)，(c) はそ

のためのメカニズムである。 (b)の欠点は，①

のとき機体の高さが{gくなることである。②，
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4. 歩行速度

カム機構の接触ロツドの変位量 (a) と回転

数 (n)およびL1: Lzより近似的に歩行速度 U

を求めることができる。

v = a • Ll/Lz. n /〆60(m/sec) 

5.上下動

第 1種WLMにとって，上下動は避けられな

いが，目的が不整地走歩行であれば，機構的に

は足裏の形状により，かなり緩和することがで

きる。図-8において脚がOAのような棒であ

れば，上下動hは，

h =L1 (1 -cosα2 ) 

しかし，斜線のような形状とすれば，陸示の如

くh-h'となる。

h -h' = L [1 -cos (α/2β/2)] 

結局このような形状とは， βココ 27Z'とすれば車輪

と言うことになる。むしろ矩形の方が地面にく

いこむがスリップ防止にはよいかもしれない。

村山茂明・滋井秀夫

③の場合は高さが逆に補正されメカニズム的に

は問題が少ない。(c )は主カムと間期のカムを

使った構想、である。②のときの機体の高さが若

干高くなる欠点、とともに接地時の地面からの反

力を如何に逃がすかというメカニズム上の問題

点が残っている。

〆"
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間-8.足の形状と上下動

The shape of the leg and its vertical 

movement. 

Figure 8. 
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(b) 

6. 制動・旋回

制動は速度が遅いので，エンジン停止または

クラッチをきればよいが 4足のときの欠点で

ある不安定となる点を解決しなければならない。

自下，補助脚構想、を持っている。

旋回方法はクローラタイプのように右折する

ときは，左の歩1舗を大にし，左折は逆でよい。

すなわち，図-9に示す機構で解決できる。 Lz

の長短により，左右の歩i揺に差が生じ，方向転

換可能である。 L2の長鎧の動作は前脚の場合，

支持部は菌のように 3点とし，中央支持部が中

+ 

π 

E寄り足のカム変位図

Displacement of the cam of a returning leg. 

国-7.戻り足上方スライド機構

Figure 7. The sliding mechanism of a retum-

ing leg. 

(C) 

。
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心となり，在右に上下移動可能にすればよい。

その移動量により L2が変動し，L2が大になれば

歩幅は小になる。後脚の連動については今後の

実験結果による。さらに，副カムを利用すると

きは，ムα=0のときの脚径をdとし，ムα=8

のときの脚径をぜとすれば

d'~ L' (1 -cosθ) + d 
としなければならない。

ここでL':主・副ロッドの合計長。

Leg 

Pivot 
i R o d  

1， /lJ':':ω 一一“一十ト"-ーー叩四四四

Jームα

¥~ー
Anticlockwise 

Clockwisεtuming :1 Clockwisε 

ーー ' 司蜘ーー恥句。ー吋-，-ー嶋畑町ー
Rod 

L， ¥1) L，十.o.L，' ， +ムα

Leg 
Side view ， except the pivot 

which is a front view. 

Clockwise 

Rod tuming Rod 

命--~--血.

Body 

Front view 

函-9. 旋聞説明図

Figure 9. The method of turning. 

7. 姿勢制御のメカニズム

図-3に示した在右傾斜角による横転を由避

するメカニズムについて記す。国示のように，

山側のE却をβだけ内部に回転させ，谷慨の脚をβ

外側に自転させればよい。角度が同じなので4

脚連動は可能である。

しかし，カムロッドと脚との接触部が山側・

谷側ともに布にムだげ外れる欠点がある。ここ

で

ムコL2・tanβ
この{直は71.'/4であっても， L2が小なので、ロツ

ド・脚径の接触範圏内にあると思われ，たとえ

外れたときでも場合により接触部を幅広にすれ

ばよい。

登坂の場合はカムの位置の変更を伴うが，実

機の時はロツドの伸縮を油圧で行なえばメカニ

ズムは解決されよう。

IV. おわりに

目下，本構想に基づいて模型を制作中であり，

模型実験によっては構想、そのものの変更もあり

うるが，急峻なわが閣の森林内の作業が，より

以上に機械化され，快適な作業条件下で生産性

が向上することを顔ってやまない。
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