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要旨 

本研究は，カンブリア紀に生存していた古代生物のアノマロカリスをモデリングし，遊泳用のヒレを用いながら水中を遊

泳する自律行動の再現を目的とする．モデルの遊泳行動の獲得には，機械学習の人工ニューラルネットワーク(Artificial 
Neural Network, ANN)を採用し，ANN の結合荷重の最適化に遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm, GA)を用いて遊泳行動の

再現を試みる．提案手法の有効性を確認するために数値シミュレーション実験で検証する． 

1. はじめに
 カンブリア紀とは，およそ 5 億 4100 万年前から 4 億 8500
万年前の間の時期を指し，この時代の化石が始めて発掘さ

れたウェールズ地方の「カンブリア」という地名に由来す

る．カンブリア紀以前の地球は，地球史上最も過酷な氷河

期であったと言われ，動物の存在が確認されてはいるもの

の，その種類は多くない．しかし，カンブリア紀に入ると，

氷河期が終わりを迎え，海洋が地球上のほぼ全てを覆いつ

くすようになった．このことがたくさんの生物を生み出し，

多様性が増大するきっかけとなった．この時期に出現した

生物は現在の生物と比較すると，非常に奇妙な姿をしてい

るものも多くあり，その生態は解明されていないことも多

い．これらの生物の中で，カンブリア紀最大の大きさを誇

り，生態系の頂点にいたとされている動物が，「アノマロカ

リス」1)である．体長は数 10 センチから 1 メートルを超え

るものもあり，その他の生物が数センチであったことを考

えるとその大きさがうかがえる．「アノマロカリス」の特徴

的なところは，前方に 2 本突き出した腕の役割を担ってい

た大付属肢，リング状の口，そして泳ぐためのヒレが 13 対

体の両側に備わっていたことである．特に，13 対ものヒレ

を持つ動物は，現在では存在しないため，非常に興味深い

特徴であると言える． 
 本研究では，三次元物理空間内に「アノマロカリス」の

胴体と 13 対のヒレをモデリングし，任意の目的地まで自律

的に遊泳する行動の獲得を目的とする．物理演算エンジン

は，NVIDIA 社の PhysX を採用する．自律走行の獲得には，

人工ニューラルネットワーク(Artificial Neural Network, 
ANN)の機械学習を採用し，この ANN のニューロン間の結

合荷重の最適化に遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm, 
GA)を用いる． 

2. 三次元物理モデリング
パーソナルコンピュータ上の三次元空間内で物体をモデ

リングし，物理演算エンジン 2)を利用することで，様々な

物理現象を再現することが可能となる．物理演算エンジン

は，物体が持つ質量や速度，地面との摩擦や空気抵抗など，

基本的な力学的法則を簡単にシミュレーションすることが

できる．本研究で使用する PhysX は，リアルタイム性を重

視した物理演算エンジンで，リアルタイムで物理演算と，

その結果の表示を行うソフトウェアである．そのため，シ

ミュレーション中に三次元空間内に何らかの変化を与えて

も，即座にその変化を結果に反映することができる． 

3. アノマロカリス
 モデリングしたアノマロカリスは図 1 に示し，(a)に側面

図，(b)に正面図，(c)に上面図を示している．モデルは，四

角柱状の本体に，薄い板状のヒレを 13 対本体の側面に接続

している．本体は上下にそりまがることができ，上昇下降

などを容易にしている．ヒレは，上下に可動することがで

き，同時に本体との接続部分でひねりが加えられるように

なっている．ヒレの上下運動はシミュレーション時には，

自発的に動かすことになるが，ヒレのひねりは設定した可

動域の範囲内で水の抵抗により受動的に動くことになる．

ヒレと本体との接続は，ヒレの中心からわずかに本体の前

方向にずらしているため，ヒレを上方向に動かしている場

合は，時計周りに，下方向の場合は，反時計回りにひねり

が加えられることになる．これらのヒレは全て別々に可動

することができるが，前方のヒレの動きをトレースし，全

体では波をうつような形で動かすことが理想である．これ

を実現するには，最も前方についているヒレのみを制御対

象とし，それ以外のヒレは時間差で同じ動きをするものと

している．モデル後方には斜め上方向に 3 対のヒレが本体

に接続されているが，本研究では，13 対のヒレのみで遊泳

行動の獲得を行っているため，固定状態である．モデルの

サイズを表 1 に示す． 

(a) 側面図 

(b) 正面図 (c) 上面図 
図 1． アノマロカリスのモデル 

表 1． モデルの寸法(mm) 

本体(長さ×横幅) 1542×200 

全体(長さ×横幅) 1553×1000 
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