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要旨 

本研究は，災害地における被災者の探索を行う災害対応ロボットを想定し，指定された地点までの自律走行とロボットの

操縦をアシストする追従行動の獲得を目的とする．本実験では，三次元物理空間内にカメラを装着した六輪探索ロボットを

モデリングし，このモデルに人工ニューラルネットワーク(Artificial Neural Network，ANN)と進化学習機構を持たせて自律

行動を実現させる．提案手法の有効性を数値シミュレーション実験で検証する． 

 

1． はじめに  

近年，阪神淡路大震災や東日本大震災など大規模な震災

が発生した場合に人命救助の観点から災害対応ロボットが

ある． この災害対応ロボットに必要とされる能力としては，

障害物を乗り越える能力と避ける能力がある．多くの場合，

多脚や無限軌道(キャタピラ)を採用するなどでこれらを可

能にしている．また，自律行動ロボットや無線操縦ロボッ

トが障害物を乗り越えたり，避けたりする場合には，外部

の情報を認識する装置が必須である．例えば，この外部情

報の取得方法には，カメラを使う手法やレーザーレンジセ

ンサやミリ波レーダーを使う手法がある． 

 本研究では，無線操縦のできないような環境を想定した

状態で六輪探索ロボットの位置情報と搭載されたレーザー

レンジセンサから得られる周囲 360 度の距離，角度情報を

元に，目的地までの障害物回避行動，カメラによる目標物

追従行動などの自律行動を獲得することを目的とする．具

体的には，物理演算エンジンである PhysX を用いて，三次

元物理空間内に六輪探索ロボットをモデリングし，様々な

自律行動を実現するために学習機能を有するコントローラ

を用いる．このコントローラには，人工ニューラルネット

ワーク(Artificial Neural Network，ANN)1)と高速進化的プロ

グラミング(Fast Evolutionary Programming, FEP)の進

化学習を採用する．本報告では，探索ロボットが目的地ま

での自律走行，カメラによる目的物追従行動を獲得させる

数値シミュレーション実験を行い，その有効性を検証する．  

 

２． 物理モデリング 

物理モデリングは，三次元空間内に任意のモデルを生成

し，物理エンジンを用いて摩擦，抗力，重力などの物理現

象を再現することが可能なソフトウェアである． 

 本研究室の先行研究としては，仮想物理空間内に自律行

動が可能なエージェント(Animated Robot，Anibot)の研究を

行っている．例えば，四足歩行の犬モデルやアメーバの群

行動の生物モデルの自律行動の獲得，ヘリコプター2)や飛行

機の機械モデルの自律行動の獲得，直列二重倒立振子やバ

ランス棒をもつロボットの安定化制御の獲得の研究を行っ

ている．これらの自律行動や安定化制御の獲得は，エージ

ェント自身に学習機能を備えることにより実現される． 

 

３． カメラを装着した六輪探索ロボットの構成 

図１は，右方向を向いている六輪探索ロボットモデルを

示している．ここで，(A)は前輪の車軸，(B)は中後輪の車

軸，(C)はメッシュで作成した六輪のタイヤ，(D)はボディ，

(E)はカメラと回転軸を支える土台である．(F)は，カメラの

回転軸，(G)は，カメラである．このカメラの先端に取り付

けられたパーツは，カメラの追従対象である目標との角度

を取得できるものとする．また，進行方向の決定には，(A)

の車軸が回転して変更される構造になっている．タイヤ(C)

は，中後輪車軸(B)に取り付けられたもののみ駆動する．こ

の駆動する中後輪は，探索ロボットが後退しないよう出力

を設定した．回転軸(F)に取り付けたカメラ(G)は，Y 軸中心

に回転をすることができる．表 1 には，このカメラを装着

した六輪探索ロボットの各寸法を示している． 

 

図１．カメラを装着した六輪探索ロボット 

表１．六輪探索ロボットの寸法 

パーツ 名称 パーツ寸法 

(A) 車軸(前輪) 0.9×1.4×0.66 (m) 

(B) 車軸(中後輪) 1.0×1.4×0.66 (m) 

(C) タイヤ（六輪） 半径 0.44 幅 0.33 (m) 

(D) ボディ 2.6×2.0×0.28 (m) 

(E) 回転軸土台 0.65×0.65×0.15 (m) 

(F) カメラ回転軸 0.22×0.22×0.5 (m) 

(G) カメラ(先端部を含む) 0.22×0.8×0.22 (m) 
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４． 制御方法 

4.1 人工ニューラルネットワーク(ANN) 

本報告では，入力層 12，中間層 6，出力層 2 のフィード

フォワード型ネットワークを採用する．探索ロボットに入

力情報を与える方法として次の手法を用いた．探索ロボッ

トの周囲-π~πを二次元グラフ上の x 軸に-1~1 の範囲に設

定し，目的地や障害物が存在した場合に，生じるポテンシ

ャルをガウス関数の重ね合わせた大きさを y 軸とした． 

具体的な計算は，次のように行う，障害物の検出数を n，

目的地のポテンシャル係数を 1B ，障害物のポテンシャル係

数を 2B ，目的地との距離を 1d ，障害物との距離を 2d ，目

的値や障害物との角度 をグラフ上で表せるよう S
とした．ガウス関数を用いたポテンシャルは，これらを用

いて式(1)で計算を行い，任意の x でのポテンシャルを計算

する．この入力層の計算を行い，探索車の特定の角度にお

けるポテンシャル入力 Iを計算する．また，活性化関数に

はシグモイド関数を用いた． 
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3.2 高速進化的プログラミング (FEP) 

高速進化的プログラミング(FEP)とは，GA の突然変異を

主に解の改良を行うアルゴリズムである．高速進化的プロ

グラミングでは，解集合 xと解ごとに用意された分散を表

す戦略パラメータ σと合わせて一個体とする．これらの x，

σに突然変異を行い解の改良を行う．遺伝子の個体はニュ

ーロン間の重みと進化的プログラミングで用いる戦略パラ

メータで構成され，xは重み，σが戦略パラメータである．

高速進化的プログラミングの突然変異は，式(2)で表せる．

また，ここでは，iを要素の第 i成分，jを次元数とする．  

また，ここでは，i を要素の第 i 成分，j を次元数とする． 

                        (2) 

ここで，式(2)の
'

i
x は変異後の個体である．また，同時に式

(3)を用いて戦略パラメータσを更新する． 

 (3) 

式(3)の
'

i
σは変異後の戦略パラメータである．また，ここ

では 11' )2(,)2(   nn ττ とし，C(0,1)は標準コーシー分

布を用いた乱数である．  

 

4．数値シミュレーション実験 

図 4 は，画面中央に探索ロボットの初期位置(0,0,0)，画

面右側上に目的地点(0,0,110)を示している．この初期位置

と目的地間に障害物を配置した．また，FEP は個体数 50，

世代数 50 と設定した．搭載したセンサは，探索ロボットの

周囲 20m 以内に存在する障害物あるいは目的地の位置情

報を取得する．また，数値シミュレーション実験において

は，1step を 1/60sec と設定し，一個体につき 3 度目的地を

変更して 1 つの目的地点に対して 2900step 分のシミュレー

ション実験を行った．また，重み係数の評価は式(4)で与え

る．評価式(4)では，n ステップまでのロボットから目標へ

の距離 D を足し合わる．  
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   図 2．数値シミュレーション実験の初期位置 

5. 実験の考察 

図 3 のグラフは評価値の収束状況を示し，グラフの縦 

軸に評価値，横軸に世代数を表している．このグラフから

は，10 世代で評価値が収束をすることが確認された．また，

収束した最終世代のエリート個体は，目的地点で停止する

行動を学習していることを確認できた． 

学習を行った最終世代では，シミュレーション途中に目

的地の変更を行った場合にも，その変更地点へ向かう走行

行動が確認されている．更に，目標地点を変更する性能検

証実験で確認できた． 

 

         図 3．評価値の収束状況  

 

７．おわりに 

本研究は，三次元物理空間内にカメラを装着した六輪探

索ロボットをモデリングし，指定された地点までの自律走

行とロボットの操縦をアシストする追従行動の獲得を行っ

た．この自律行動の獲得には，人工ニューラルネットワー

ク(ANN)と高速進化的プログラミング(FEP)を用いた進化

学習機構を持たせて行動獲得を試みた．その結果，1)目的

地点の追従行動，2)目的地点への走行時の障害物回避行動，

3)目的地点に到達した場合に停止する行動が得られた．今

後は，カメラによる目的物の追従行動の獲得を行う予定で

ある． 
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