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Abstract
To develop a robot system working in complex

environments, we must consider not only robots

architecture but also methodologies for system

development. In this paper, we propose a method

which allows  incremental development of a robot

system based on architecture consisting of situated

modules. This new architecture involves a mechanism

to adaptive control module sequence and environment

models for error recovery. Using this developing

method, we have implemented a robot control system

incrementally and verified the reliability.

1. はじめに

 知能ロボット研究は、1960 年代後半から米国 SRI

を中心に盛んに研究されはじめ[Shakey]、今日までに

様々なアーキテクチャが提案、実装されてきた。本論

文でも我々が考えるアーキテクチャについて議論する

が、過去の研究と比べて本論文が特徴とするものは、

ロボットの開発過程を強く意識している点である。

 従来から様々な知能ロボットのアーキテクチャが

提案されている。これらのアーキテクチャは、機能分

割型アーキテクチャ、要素行動分割型、これらを統合

して欠点を補完した統合型アーキテクチャに分類する

ことができる。しかし、より重要な問題は、そのアー

キテクチャを基にどのようにロボットを開発していけ

ばよいかという、ロボットの開発方法にある。これま

でのアーキテクチャの提案では、実際に複雑な環境で

動作するロボットをどのように開発していくかという

開発方法に関する議論が十分ではない。

 本論文では、従来の状況依存モジュールに基づく

アーキテクチャを基に、漸次的なシステム開発方法を

議論すると同時に、アーキテクチャそのものにも独自

の工夫を与え、システム開発方法と一体化された新た

なロボットアーキテクチャを提案する。さらに、それ

をもとにして開発したロボットの動作実験について報

告する。

2. 状況依存モジュールに基づくア
ーキテクチャ

2.1 従来のアーキテクチャ

 従来から知能ロボットのアーキテクチャについて

様々な提案が行われてきた。これまでに提案されたロ

ボットのアーキテクチャは大きく分けて古典的な機能

分割型アーキテクチャと、Brooks の提案[Brooks]に

代表される要素行動分割型アーキテクチャに分類され

る。

 機能分割型アーキテクチャの問題は、反射的なロ

ボットの行動を実現しにくい点にある。人間を例にと

っても、時としてその行動は幾つかの反射的な行動の

組み合わせで実現されているように思える。機能分割

型アーキテクチャではそのようなセンサ入力と行動を

直結したロボットの振る舞いを実現するのが難しい。

一方、要素行動分割型では、反射的な行動は実現でき

るものの、地図を基にした移動等のように明らかに環

境のモデルを必要とするタスクは実現しにくい。

 このような問題に対し、両者を組み合わせた統合

型アーキテクチャがすでに提案されている。それらは

主に、要素行動を部分的な環境表現上で記述し、計画

行動との整合性を求めるものと[Arkin]、計画行動を

生成するために環境表現にアクセス可能な新たな要素

行動を追加するもの[Inaba] [Kuniyoshi]、に分けら

れる。

 プログラム言語としての枠組みはむしろ Georgeff

ら[Georgeff]の PRS、石田ら[Ishida]のプロダクショ

ンシステムの制御と似ている。これらの研究と本研究

の共通点は、反射的な行動を、手続き的に制御する枠

組みを備えていることである。しかしながら、本研究

では、応用の対象をロボットの制御に絞り、また漸次

的なプログラムの開発に力点をおいている。このため、

制御される対象を、プログミングの単位として扱いや

すい条件行動対（本論文では状況依存モジュールと呼

ぶ）に限定している。さらにこの条件行動対は、ロボ

ット制御に適するよう、データ駆動型のプロダクショ

ンシステムではなく、むしろ通常の手続き的プログラ

ミング言語を用いている。



 しかし、統合型アーキテクチャは基本的には要素

行動を基にしたアーキテクチャであり、特にロボット

のシステム開発という視点からの問題点はそのままに

残されている。要素行動に基づくアーキテクチャは並

列に実行される反射行動モジュールと、それらを巧妙

に結びつけるネットワーク構造からなる。しかし、実

際にそれを構成することは容易でない。例えば人間や

動物の複雑な行動を見て、それを実現する反射行動ま

たは要素行動という単位を取り出すことは容易ではな

い。環境構造のように人間が理解しやすい表現を基に、

すべての反射行動が関係づけられる場合にのみ、矛盾

なく複数の反射行動モジュールを準備することができ

るのであるが、より複雑なロボットの行動や様々なセ

ンサの利用を考慮した場合には、一般にすべての反射

行動を関係づける表現を見つけることは難しい。

 包含(subsumption)アーキテクチャの特徴の一つは、

段階的なシステム構成にあるとされているが、先の議

論のように反射行動モジュールそのものを適切に定義

すること自体が難しく、またさらには、それらのモジ

ュールの関係を表すネットワーク構造を決定すること

はさらに難しい。故に実際には段階的にシステムを構

成するというよりも、トライアンドエラーでシステム

を構成しているといった方が適切である。すなわち、

包含アーキテクチャを初めとする要素行動に基づくロ

ボットシステムは、適当なシステムの開発方法がない

と言える。

 システムアーキテクチャの提案において、特に知

能ロボットのように次々に改良が望まれるシステムで

は、それと同時にシステム開発方法が提案されるべき

である。

2.2 状況依存モジュールに基づくアーキ
テクチャ

 ここまでの議論から、我々は次の要求を満たすロ

ボットの開発方法が必要であると考える。

(1)  プログラムの容易な小規模のモジュールの集合

からシステムを構成できる。

(2)  モジュールの実行順序を状況に応じて適応的に

変更することができる。

(3)  環境モデルを獲得･利用することで，効率的な

エラーリカバリを実現する。

   (1)はロボットのシステム開発を容易にするために

必要な要求である。しかし、(1)のようなモジュール

単位のシステム構成では、完全なシステムを構築する

のは難しい。明らかにあらゆる状況に対応するだけの

モジュールをあらかじめ用意することはできない。こ

のために(2)のようにモジュールの実行順序を適応的

に変更することで対処する。そして、(3)はより効率

的なロボットの行動を実現するために必要である。

このような要求を満たすために、まず、ロボット

システムの構成単位として状況依存モジュールを考え

る。以下では状況依存モジュールに基づくロボット行

動制御プログラムのアーキテクチャ及び開発方法につ

いて述べる。

2.2.1 状況依存モジュール

状況依存モジュールとは、限定された状況のみで

動作することを考慮して作成されるプログラムのこと

である。状況依存モジュールを前提条件部と行動部か

ら構成する（図 1）。前提条件部はこの状況依存モジ

ュールが実行可能であるかどうかを判断する。前提条

件が満たされたとき行動部が起動され、ロボットが何

らかのアクションをとる。このような小規模のモジュ

ールはプログラマにとって比較的開発しやすい。

次に、状況依存モジュールの間の実行順序関係を

表すためにネットワークを用意する。これをモジュー

ル間ネットワークと呼ぶ。モジュール間ネットワーク

においては各ノードが個々の状況依存モジュールを表

し、枝は向きを持ち、あるモジュールの次にどのモジ

ュールを実行できるのかを表現する。

図 1　状況依存モジュール

各モジュールが正しく動作する状況は限定されて

いるので、あるモジュールを実行した後の状況に対応

するモジュールは複数用意することが望まれる。しか

し、次に実行できるモジュールを複数用意した場合（例

えば図２のモジュール２,３）、実行するモジュールの

選択時に前提条件をみたすモジュールが複数生じるこ

とが起こり得る。このような場合の選択基準として重

みを利用し、より重みの大きいモジュールを実行する。

すなわち、多数の状況依存モジュールを作成し、その

間の実行順序関係を状況に応じて定めることで、起こ

りうる全ての状況を予め考慮し、 前提条件部に記述

し切ることができないという、モジュールの不完全性

を克服する。実行順序の制御方法は次に述べるとおり

である。

2.2.2 モジュール実行順序の制御

準備した状況依存モジュールによってロボットが

適切に動作しない場合に、同じ状況に対応する冗長な

モジュールを導入することで対処する。前提条件は、

例えば画像中に赤いものが移っているかどうか、のよ

うに構成されるために、複数のモジュールの前提条件

が同時に成立する場合がある。この際に、どの状況依

存モジュールを実行するかは重みによって制御する。

重みは後続のモジュールの実行結果によって調整され

る。具体的には、障害物に接触して接触センサが反応



した場合や実行できる状況依存モジュールがなくなっ

た場合に行動が失敗したと判断する。このときに、こ

れまでに実行した一定個数のモジュールの重みを小さ

くする。一方、モジュールが正しく実行された場合に

は重みを大きくする。

この重み学習はプログラマの予測と実世界のギャ

ップを埋める。プログラマがうまく動作すると考えて

作ったモジュールが必ずうまく動作するとは限らない。

しかし、複数の冗長なモジュールを用意すればこの重

み学習により、よりうまく動作するモジュールが選択

実行される。一方、うまく動作しないモジュールの重

みは小さくなるので、実行されなくなる。このことか

ら、プログラマはどのモジュールを改善しなければな

らないかを知ることができる。プログラマは重み学習

によって、重みが低くなり、うまく動かないことが判

明したモジュールを削除、改良し、モジュール間の実

行順序関係の変更を行う。つまり、この重み学習によ

って不要なモジュールや不都合なモジュールの整理や

問題点の発見を行う。

図 2　モジュール間ネットワークと重み学習

2.2.3 エラーリカバリー

状況依存モジュールがロボットの誘導に失敗する

ことによりモジュール間ネットワークによって次に実

行すべきモジュールが選択できない場合、あらかじめ

記憶しておいた全方位画像を基に環境の構造を参照す

る、リカバリーモジュールによって次に実行するべき

モジュールを選択する。このような環境モデルの利用

によってエラーリカバリを実現し、効率的なロボット

の行動を実現する。全方位画像の比較過程では、全方

位画像をフーリエ変換した強度成分だけを利用する

[Ishiguro]。この手法によるエラーリカバリーは必ず

しも成功するわけではないので、失敗した場合にはロ

ボットは少しランダムウォークした後に、この手法に

よって再びエラーリカバリーを行う。この環境認識に

よるエラーリカバリーはランダムウォークも含めて時

間がかかるため、通常はもっと単純な処理である前提

条件とモジュールのネットワークにより実行するモジ

ュールを選択する。

全方位画像の記憶にあたっては、モジュールが正

しく実行されるごとに自動的にこのモジュールに関係

付けて画像を記憶し、重複する画像は整理していくの

が望ましい。現在のところは一定枚数のあらかじめモ

ジュールに関連付けられた画像を手動で与えている。

3. 実験

3.1 実験環境

前述の状況依存モジュールに基づくシステム開発

方法により、ロボットの行動制御プログラムを作成し

てロボットの誘導実験を行った。実験は京大情報工学

教室（工学部 10 号館）3 階エレベータ前付近で行っ

た。図 3 はこの付近の地図である。この付近は幅約 1.6

メートルの廊下と 2.8 メートル×4.3 メートルのエレ

ベータホールから構成されている。ロボットは図中の

Ａ、Ｂ、Ｃ地点の間をランダムに往復する。

図 3 実験環境と動作軌跡の例

図 4 実験に用いたロボット

3.2 ハードウェアの構成

図 4 がこの実験に用いたロボットの外観である。

このロボットは高さ約 1.3 メートル、半径 0.6 メート

ル、２台の視線制御が可能なカメラと、全方位視覚セ

ンサ（カメラ）、接触センサ、超音波センサ、頭部姿



勢制御用回転台、制御用コンピュータ、バッテリー、

車輪駆動用モータ、車輪からなる。接触センサはロボ

ットの周囲を囲むように上下２段に合計１６個が取り

付けられている。超音波センサは前方及び前方の左右

45°の方向を向くように３台設置されている。この

超音波センサは前方 2.5 メートル以内の物体が発見可

能である。全方位視覚センサは球面鏡とカメラを組み

合わせることで 360 度の全方位の画像を得ることが

できる視覚システムである。

3.3 開発過程

ロボットの行動制御プログラム開発においては状

況依存モジュールを漸次的に追加することにより行動

範囲を徐々に広げていった。また、ロボットの誘導が

不安定な部分について重み学習の結果を参照してモジ

ュールの追加及び改良を行うことによって、より安定

した誘導が行えるようにした。重み学習によるモジュ

ールの実行順序の制御は各モジュールの開発と平行し

て行い、重み評価の低いモジュールを削除あるいは再

構築していくことによって行動制御プログラムの改良

を進めた。以下に漸次的プログラミングによるモジュ

ール開発の経緯を示す。

図 5 は漸次的な開発によってモジュール数が増加

していく様子をあらわす。図 6、7、８はロボットの

行動制御プログラムが拡張されていく様子を示してい

て、図中の四角形が 1 つの状況依存モジュールを表

し、矢印がモジュールの実行順序関係を示す。

図５　モジュール開発経緯

図５の a は、行動制御プログラムの開発をはじめ

た直後の状態であり、実験室（図３、311 号室）内か

ら開いている扉を通って廊下へとロボットを誘導する

モジュールが開発された状態である。b の時点では図

６に示されている 11 個の状況依存モジュールが実装

されており、行動制御プログラムはロボットを A 地

点から B 地点まで誘導することが可能となった。こ

の時点の行動制御プログラムは図６のように状況依存

モジュールが直線的に並んでおり、各モジュールの次

に実行できるモジュールはただひとつであった。

図５の c の時点までに状況依存モジュールは 16

個作成され、A 地点と B 地点の間での往復が可能に

なった。さらに、d の時点では図７に示されているよ

うに 18 個のモジュールが作成され、あるモジュール

に対しては、次に実行できるモジュールを２個用意し

た。これは、各モジュールは限定された状況のみを考

慮して作成しているために、環境の変化によって動作

が不安定になるモジュールを補うためであった。この

ように複数のモジュールが実行可能な場合は重みによ

って対応することができた。

図５の e の時点では 24 個のモジュールが用意さ

れ、ロボットに A、B、C 地点の間を往復させること

が可能になった。しかし、この時点での行動制御プロ

グラムは安定してロボットを誘導することが困難であ

った。この原因は、ロボットを安定して誘導すること

ができないモジュールの存在と、一度実行可能なモジ

ュールがなくなりロボットが迷った場合に再び実行可

能なモジュールを見つけることが困難であることにあ

図６  行動制御プログラムの開発過程 1

図７  行動制御プログラムの開発過程２
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図８　開発された行動制御プログラム

った。そこで、いくつかのロボットの誘導が不安

定になる状況に対してモジュールを追加し、重み

学習を行うことによって不都合なモジュールの改

良を行った。最終的に開発されたロボット行動制

御プログラムが図８である。これは図５の f の時

点で開発され、いくつかのモジュールは複数の次

に実行できるモジュールを持つために、モジュー

ル数は 28 となった。複数の次に実行できるモジ

ュールの選択には、重み学習の結果を用いる。ま

た、環境モデルの利用によるエラーリカバリ機構

の実装によってより効率のよい誘導が行われるよ

うになった。

3.4   実験結果

実験は人通りの少ない条件下で図３の実験環

境で行った。ロボットはＡ地点からスタートさせ、

各目的地に到達するごとに次の目的地をランダム

に与えた。図３にロボットの動作軌跡の例を示す。

実験は、重み学習を用いた行動制御プログラムの

改良の後に行った。前節で述べたような行動制御

プログラムの開発の結果を評価するために、ロボ

ットが迷わずに行動していた時間と、目的地への

到達時間を測定した。

実験の結果、状況依存モジュールによる誘導

によって１時間の間に３３回、目的地に到達した。

ロボットが迷っていた、つまり実行すべきモジュ

ールがわからずに行動していた時間はおよそ７分

間であり実行時間の１割強であった。このように

ロボットが迷わずに行動した時間は各モジュール

の成功率とエラーリカバリの成功率の評価となる。



表 1 は各地点間を移動するときにかかった平

均到達時間を表す。これは実験においてロボット

の誘導に失敗した場合をのぞいた平均を取った。

最短経路時間はロボットが最短経路を移動した場

合にかかる時間である。ここでは最短経路との比

較によってロボットの性能を評価しているが、で

きるだけ最短経路に近づくことに意味はあっても、

必ずしも最短経路と一致することが最適なロボッ

トの行動を実現したということにはならない。こ

の研究においては、実装されているモジュールが

最も安定して実行できる経路が、ロボットにとっ

て最適な経路となる。ここで用いた最短経路との

比較は 1 つの評価である。

初期
地点

到達
地点

平均到達
時間(秒)

最短経路
時間(秒)

A B 55 45
A C 73 55
B A 62 45
B C 137 64
C A 90 55
C B 150 70

表 1　各地点間の移動の平均経過時間

表 1 において B 地点と C 地点の間の移動に比

較的多くの時間がかかっている。これは重み学習

の結果であり、C 地点から B 地点に向かう際には

直接向かうようなモジュールが用意されているに

もかかわらず A 地点を経由するようなモジュー

ルを選択するためである。このような学習結果が

生じるのは、作成したモジュールの内で A 地点

を経由するモジュール群の方がロボットの移動経

路上に発見しやすいランドマークが多く、比較的

モジュール実行の成功率が高いためである。これ

により学習課程でこの経路の重みが増加し、この

経路が選択されるようになった。

ロボットが迷った場合にもリカバリーモジュ

ールにより比較的短い時間で次に実行すべき状況

依存モジュールが正しく選ばれてモジュールの流

れに戻ることができた。また、リカバリーモジュ

ールによって間違った状況依存モジュールが選択

された場合には、そのモジュールは正しく誘導を

行うことができず、再びリカバリーモジュールに

よって状況依存モジュールを選択した。

この実験では、人通りの少ない屋内環境にお

いて状況依存モジュールを用いたロボット行動制

御プログラムを比較的容易に開発できた。その理

由として、モジュールの開発の容易さと、不適切

なモジュールを指摘する重み付け学習の効果があ

ったものと考えている。

4. おわりに

本稿では複雑な環境で動作するロボットをど

のように開発するかという開発方法について議論

し、状況依存モジュールに基づいて、システム開

発と一体化された知能ロボットのアーキテクチャ

を提案した。また、実際に状況依存モジュールに

基づいてロボットの行動制御プログラムを開発し、

屋内環境でのロボットの誘導実験を試みた。実験

結果からロボットを比較的人通りの少ない屋内環

境ではロバストに誘導することができた。

今後は頻繁に人が行き交う環境でも実験する

とともに、環境がより複雑な屋外を対象にしてこ

の手法によりロボット行動制御プログラムを作成

し、ロボットの誘導実験を行う予定である。

参考文献

[Shakey] N.J.Nilson,　et　al. SHAKEY THE ROBOT.

SRI International Technical　Note 323, April 1984.

[Brooks] R.A.Brooks, A Robust Layered Control

System for a Mobile Robot, IEEE J. of Robotics

and Automation, April, 1986.

[Arkin] R.C.Arkin,　et　al. Active avoidance:　escape

and dodging behaviors for　reactive control. Active

Robot Vision, World Scientific　Publishing　1993,

pp.175-192

[Inaba] T. Oka and M. Inaba and H. Inoue,

Describing a Modular Motion System based on a

Real Time Process Network Model, Proc.

IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and

Systems, pp.821-827, September, 1997.

[Kuniyoshi] Y. Kuniyoshi, Fusing Autonomy and

Sociability in Robots, Proc. First Int. Conf.

Autonomous Agents, pp.470-471, Feb, 1997.

[Georgeff] M.P.Georgeff, et　al. REASONING AND

PLANNING IN DYNAMIC DOMAINS: An

Experiment with a Mobile Robot. SRI International

Technical Note 380, April 1987

[Ishida] T. Ishida, et al. A Meta-Level Control

Architecture for Production Systems. IEEE Trans.

on Knowledge and Data Engineering, Vol. 7, No. 1,

pp. 44-52, February, 1995.

[Ishiguro] H. Ishiguro and S. Tsuji, Image-based

memory of environment, Proc. IEEE/RSJ Int. Conf.

Intelligent Robots and Systems, pp. 634-639, Nov.

1996.


