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1 概要
ムカデやヤスデなど多足動物の脚式這行と

ミミズやナメクジなどの非脚式這行は、基本的
な力学的基盤を共有しており、それらの歩容パ
ターンは体軸方向に伝わる運動波（脚の粗密波
や蠕動波等）として観察されます。これまでこ
の運動波の向きは種によって決まっていると考
えられてきましたが、最近我々により同一種に
おいても波の向きが反転しうることが判明して
います。本講演では出来るだけ単純な仮定に基
づいて構成した動的歩容生成可能な力学的這行
モデルを提案します。這行モデルにおける歩容
決定メカニズムを摂動的手法と数値解析により
考察します。

2 背景
不確かな環境における移動運動は、リアルタ

イムの動的歩容を生成することによって実現さ
れる高度に適応的な生物行動の一つです。這行
移動（這って進むこと）は、脚の有る無しによ
らず無脊椎動物における基本的な移動方法で
す。這行移動における歩容パターンは、ミミズ
における蠕動波、ナメクジにおける腹足波、多
足動物における脚の粗密波のように、しばしば
体軸に沿って伝搬する”運動波”として観察され
ます。これらの動物において移動機構や接地部
分の構造は大変異なっていますが、体軸に沿っ
て配置された接地部位の運動について移動に関
係する地面と平行な成分にのみ注目することに
より、脚の疎密波と非脚式這行の筋肉波は移動
運動において運動学的・力学的に同じ役割を果
たします（[1, 2]）。
このような運動波は過去百年にわたり注目

されてきました（例えば、軟体動物 [3]、環形
動物 [4]、節足動物や有爪動物 [5]など）。運動
波はその伝搬方向と移動方向との関係によって
二つに分類され、両者が同一である場合を”di-

rect wave”（順向波）、逆の場合を”retrograde

wave”（逆向波）と呼びます [6]。また、この運
動波の向きは動物の種類によって決まっている
と信じられています。例えば、ミミズやヤスデ
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図 1. 脚式這行と非脚式這行の共通力学モデル

は direct wave、 ゴカイや典型的なムカデ（オ
オムカデ目やジムカデ目）は retrograde wave、
といった具合です。ただし、波の向きを決めて
いる要因やメカニズムについては、ほとんど知
られていません。
我々は最近、この運動波の向きが地面の状況

やその他の条件によって逆転したり、連続的に
遷移する例を見出しました [7]。このことは、各
動物においてデフォルトの方向は決まっている
ものの、運動波の伝搬方向を決める向きは体の
構造だけでなく、接地面の状況や内的な要因に
よって決定されることを強く示唆しています。

3 モデリングの方針
運動波の方向の動的な決定を実現するメカ

ニズムの理解を目的として、出来るだけ単純な
適応的這行モデルの構成を目指します。モデリ
ングの基本方針は（１）脚式這行と非脚式這行
に共通メカニズムの探求（２）単純な体の仮定
（体の前後対称性、CPGの存在、筋肉の力学状
態のCPGへのフィードバックの存在）（３）推
進部位と地面の間の相互作用は単純な摩擦則の
採用、です。具体的には、図 2(a)によって示さ
れるようなアクティブスプリングで結合された
質点（ブロック）系から出発しました [1]。アク
ティブスプリングとは、筋肉による周期的な力
の発生を模倣する為に、バネの自然長が周期的
な変化に変化するバネです。ここでは、自然長
は周期的な筋肉作用の位相 (φn+1/2)の変数とし
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ます。系と環境との相互作用は、摩擦係数にブ
ロック速度に対する依存性を導入することで表
現されます（anchoring mode)。更に、この相互
作用の効果は、相互作用のない場合（摩擦係数
が一定な場合）（anchorless mode）と比較する
ことにより調べることができます。ただし、こ
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図 2. 這行モデルと運動波方向の動的決定。(a) アクティ
ブスプリングで結合された質点（ブロック）系。Xn は
n 番目のブロックの位置、ℓn+1/2 は n 番目と n + 1 番
目のブロックをつなぐアクティグバネの自然長、ζn は n
番目のブロックと地面との間の粘性摩擦係数を表す。(b)
CPG効果 (ω0)と筋肉の力学的状態のフィードバック効
果。後者は弾性エネルギーの位相勾配に比例（比例係数
σn+1/2）。(c)運動波パターンの (σe,σc)依存性のまとめ。

のままでは運動波パターンはバネの初期位相に
完全に依存しており、動的な歩容選択は生じま
せん。そこで更に、この系に図 2(b)によって表
されるような、筋肉の力学状態のフィードバッ
クによる CPG効果の調整機構を導入します。
我々は、問題を簡単化するために、このフィー
ドバック効果が以下の二つの条件を満たすと
仮定しました。（１）筋肉の張力の変化に依存
する。（２）筋肉の伸長期 と収縮期で効果が異
なって良い。後者の効果は二つのパラメータの
組 (σe,σc)によって表現され、anchoring mode

と anchorless mode のそれぞれについて、網
羅的に運動波パターンの解析を行いました（図
2(c)）。

4 結果の概要
本公演では、上記の這行モデルに関して主に

数値計算による解析の結果を紹介します。主な
結果は次の３点です。(1) 運動波に相当する進
行波解が広いパラメータ領域で存在する。(2)

初期状態によらない単一の歩容生成（運動波の
方向の決定）は、体と地面との相互作用が存在
する場合（anchoring mode）でのみ生じ、相互
作用がない場合（anchorless mode)では生じな

い。(3) 運動波の方向決定メカニズムは、這行
モデルの内的ダイナミクスと進行波解の伝搬方
向で定まる anchoring timingとの不一致によっ
て引き起こされる共存解の不安定化現象として
理解される。
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