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1 序論

バイラテラル制御は，力覚の伝達を伴う遠隔操作を実現する
制御手法の一つであり，宇宙空間，海底や原子炉内などの極限
環境をはじめとした遠隔地での作業の安全性の向上，効率化を
目的として，従来より多くの研究がなされてきた．バイラテラ
ル制御ロボットが外科手術や細胞マニピュレーションといった
微小対象や宇宙開発などの巨大な対象物に対して用いられる場
合，マスタは人間にとって操作しやすい大きさのロボット，ス
レーブは操作対象の大きさに応じたロボットである必要がある．
このとき，マスタ・スレーブから得られる情報の大きさも異な
るため，マスタ・スレーブ間で情報のスケーリングを行う必要
がある．
そこで本論文では，大きさの異なるマスタ・スレーブシステ

ムで構成させる異慣性バイラテラル制御系において，位置・力
情報のスケーリングおよび制御ゲインのスケーリングを用いた
制御系を提案する．その際，異慣性バイラテラル制御系におけ
る理想的な再現性と操作性 [1]を定義し，それらに基づき制御系
を設計する．提案手法において位置・力情報にかかるスケーリ
ング項と制御ゲインにかかる制御ゲインのスケーリング項の 2
種類の異なる役割を果たすスケーリング項を用いることで，制
御系は理想的な再現性・操作性を満足するための制御系を実現
することができる．

2 再現性・操作性

バイラテラル制御系は，図 1に示す 2端子対回路モデルで表
すことができる [2]．マスタ・スレーブの位置・力の関係式は，
ハイブリッド行列を用いて (1)式のように表される．
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ここで，スレーブが接触する環境のインピーダンスを Ze とす
ると，環境からスレーブに加わる力とスレーブの位置との関係
は (2)式のように与えられる．

Fs = −ZeXs (2)

(1)式，(2)式より，マスタの位置・力の関係式は (3)式となる．
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図 1: バイラテラル制御系の 2端子対回路モデル

ここで，再現性 Pr，操作性 Po をそれぞれ (4)式，(5)式のよ
うに定義する．

Pr =
H12
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(4)

Po =
H11
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(5)

このとき，(3)式は (6)式となる．

Fm = (PrZe + Po)Xm (6)

バイラテラル制御の目標は，スレーブに接触する環境のイン
ピーダンス Ze をマスタ側で正確に再現することであり，Fm =
ZeXm で与えられる．つまり，(6)式において再現性 Pr は Ze

の係数であるため，環境インピーダンスZeをマスタでどれほど
正確に再現できているかという度合を表す指標となり，Pr = 1
が理想値となる．また，操作性 Po は Fm と Xm の関係式内の
余分な項であるため，理想値が Po = 0となり，操作者が Ze か
らの環境反力以外に感じてしまう操作力の大きさの度合を表す
指標となる．特に，スレーブに環境が接触していない非接触状
態は，Ze = 0 となるため，(6) 式は Fm = PoXm となる．こ
のとき，操作者は環境反力は感じないが，Po に応じたロボット
の慣性の影響などによる操作力を感じることになる．

3 提案手法

マスタ・スレーブの位置・力応答にかかるスケーリング項を
それぞれ pm，ps，fm，fs と定義する．このとき，位置・力の
目標式は (7)式，(8)式のように与えられる．

pmXm − psXs = 0 (7)

fmFm + fsFs = 0 (8)

(7)式，(8)式をハイブリッド行列を用いて表すと次式となる．
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(9)式のハイブリッドパラメータを (4)式，(5)式に代入するこ
とにより，提案する制御系の理想的な再現性・操作性は以下の
ように求められる．

Pr =
pmfs

psfm
(10)

Po = 0 (11)

(10)式，(11)式の理想的な再現性・操作性を満足するように，
バイラテラル制御の位置・力制御の各コントローラを導出する
ことで，図 2に示す異慣性バイラテラル制御系が得られる．提
案する制御系には 2種類のスケーリング項が含まれている．一
つ目は，(7)式，(8)式の位置・力の目標式の位置・力制御の目
標式を満足するための，マスタ・スレーブからの位置・力応答
にかかるスケーリング項である．また，2つ目のスケーリング
項として，位置制御ゲイン Cpm(s)，Cps(s)，力制御ゲイン Cf
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図 2: 提案する異慣性バイラテラル制御系
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図 3: 最適な制御系の分類

にかかり，制御ゲインをスケーリングする項を含んでいる．こ
の制御ゲインスケーリング項によって，位置・力制御ゲインは，
マスタ・スレーブにおいてスケーリング比に応じた適切な値に
スケーリングされる．これらの位置・力応答にかかるスケーリ
ング項と制御ゲインスケーリング項の 2種類の異なるスケーリ
ング項を同時に用いることで，制御系は理想的な再現性を満足
することができる．

4 スケーリング方法

スケーリング項 pm，ps，fm，fsはそれぞれ，マスタ・スレー
ブのノミナル慣性Mnm，Mns および位置・力の任意のスケー
リングゲイン α，β を組み合わせて定義する．スケーリング項
の設定方法の違いにより，制御系は type 1～type 3 の 3 通り
に分かれるが，再現性・操作性の解析によりMnm，Mns の大
きさに応じて最適な制御系を図 3 のように分類し，導出するこ
とができる．

5 実験

提案した制御系の有効性を確認するため，実験を行った．実
験システムのマスタ・スレーブのノミナル慣性は，Mnm = 0.3，
Mns = 0.1であるため最適な制御系は type 1 である．実験で
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図 4: 実験結果

は，マスタは操作者によって操作され，スレーブにはスポンジ
が接触し反力を返している．図 4 に実験結果を示す．実験は，
図 4に示すように任意のスケーリングゲイン α，β を様々な値
に設定して行ったが，いずれの場合においても位置・力応答と
もにマスタの応答値にスレーブの応答値のスケーリング比倍し
た値が精度よく一致しており，様々なスケーリング比を伴う異
慣性バイラテラル制御が実現されていることがわかる．

6 結論

本論文では，再現性・操作性の概念に基づいて，大きさの異
なるマスタ・スレーブシステムで構成される異慣性バイラテラ
ル制御系を提案した．提案した制御系は，マスタ・スレーブ間
のスケーリング比を決定する位置・力応答にかかるスケーリン
グ項と制御ゲインにかかり制御ゲインの調節を行う制御ゲイン
スケーリング項の 2種類の異なる役割を果たすスケーリング項
を用いることで，理想的な再現性を満足することを可能とした．
再現性・操作性の解析を行うとともに，実験を行い提案手法の
有効性を示した．
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