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訳者前書き
Preface

「能率的じゃなかったんです。人間の労働者はもう近代産業の要求には応じきれません。
しかるに自然のほうでは近代的労働と歩調を合わせる考えなどすこしもありませんから
ね。たとえば、技術的見地からすれば子供時代なんてものはまったく愚の骨頂でね、えら
い時間の浪費でしかありません。そしてまた―」
「もはや人類は、ロボットには勝てない。彼らを支配できない―」( 後半より )
（『R.U.R.』カレル・チャペック著 , 深町真理子訳 , 講談社文庫）
上記は、「ロボット」という用語を生み出したカレル ･ チャペックの有名な 1921 年の作品からの
引用である。『R.U.R.』はそれ以外の意味でも興味深い本である。これから 100 年を経ることなく
AIBO の初号機がインターネット上での販売開始からわずか 20 分間で完売し、朝の新聞広告が家庭
用ヒューマノイドロボット wakamaru の発売開始を告げる内容で飾られることになる。また、国連欧
州経済委員会（UNECE）が全世界のロボット人口を 100 万台を超したと発表する。
本書は、産業用や工業用のマニピュレータではなく、AIBO、QRIO、ASIMO などの自律ロボット
に焦点をあて、自律ロボットのみならず、それに関連する技術、将来の動向を広範に扱った本である
「Autonomous Robots, From Biological Inspiration to Implementation and Control」
（George A.
Bekey 著、MIT Press 刊）の全訳である。
自律ロボットとは、実世界の中で実体を持ち、（その多い少ないはあるにしても）外部からの明示
的な人間の制御なしで自分でタスクを実行することができる知的な機械のことを指す。
本書は、このようなシステムを 300 以上サーベイし、そのアプリケーション領域と下位システム（制
御、アーキテクチャ、学習、操作、把持、ナビゲーション、マッピング、編隊・群体制御など）など
について網羅的に初学者でも分かりやすく平易な言葉でまとめている。特に興味深いのは、
自律ロボッ
トはその設計が生物学的なアプローチをとることが多く、本書ではその規範になった生物や生物の持
つ驚くべき能力（海を渡る蝶は、渡った世代の次の世代が戻ってくるなど）についても言及されてい
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ることである。最後の章では、ロボット工学の将来に関する筆者の見解で締めくくられている。ここ
には、『スピリチュアル・マシーン―コンピュータに魂が宿るとき』
（レイ・カーツワイル著）などの
未来予測を引用しながら、人類に対してロボットが潜在的に持つ有益性と、ますます知的になり自律
性を持ったロボット群が引き起こす可能性のある危険性が述べられている。
本書の対象は、科学や工学に関して一般的な知識がある読者であろう。ロボットに一般的に興味の
ある方の入門書として適し、大学生の教科書としても使用可能だと思われる。ちょうど 15 個の章か
ら編成されているので、（その章の長さはさておき）半期の講義に適当かも知れない。
さて、翻訳に関してであるが、作業中に見つかった原書の間違いに関しては、著者の George A.
Bekey に確認し修正させて頂いた。訳者の質問に親切に答えて頂けたことをここで感謝する。
また、本書の翻訳に当たっては幸いなことに、株式会社毎日コミュニケーションズ（現：株式会社
マイナビ出版）の門脇千智さんに担当して頂けた。門脇さんには、翻訳に際し貴重なアドバイスや励
ましを頂き、この場をお借りして遅訳を陳謝するとともに、ご助力を感謝したい。さらに幸いなこと
に門脇さんは学生時代にロボットを研究しており、そういう意味では、本書の訳語などは時流にあっ
たものになったのではないかと思う。
最後に、前書きに関しては、赤ちゃんロボットを研究している保坂紗智子さん（東京大学大学院）
のお世話になった。合わせて感謝したい。彼女たちの時代はまさにロボットの時代となろう。彼女た
ちの時代には、自律進化する新しい種族としてのロボットを目にするのだろうか。

2006 年 12 月吉日

けります、けります。

―訳者を代表して、荏原公園にて
松田
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Preface

自律ロボットとは、人間による明示的な制御なしに自ら実世界の任務を遂行する能力のある高い知
能をもった機械である。本書では、近年急速に増えており、将来私たちの生活において大変大きな役
割を果たすであろうこの驚くべきシステムについて紹介する。本書の目的を以下に示す。
・ 自律ロボット分野の「ガイド付きツアー」を２つの方法で提供する。まず、数百にわたる現行
システムのハードウェアによる実装とその応用分野（エンターテインメント、産業、軍事、個
人的サービスなど）について概説する。次に、これらのロボットを構成しているいくつかの技
術やその用途（制御、アーキテクチャ、学習、マニピュレーション（操作）
、把持、ナビゲーション、
マッピングを含む）について紹介する。
・ 現在、そして近年のロボット工学における多くの発展の基盤を形成している生物学的な発想に
ついて概説する。
・ ロボット制御に関連する基本的な問題について議論する。
、飛行ロボッ
この分野の広さは、本書が車輪移動ロボット、脚移動ロボット（２脚、４脚、６脚、８脚）
ト、水中ロボット、蛇型ロボット、壁面移動ロボット、ホッピングロボットなど多種のロボットの議
論を含んでいることからも分かるだろう。
私たちは、ロボットを感じ、考え、行動する機械として定義することが多い。人工知能では、そのよ
うなシステムは「エージェント」と呼ばれる。ロボットは、ソフトウェアエージェントに対して身体
性をもち、実世界に存在するという点で、区別される。ロボットはセンサを通して環境から情報を得
る。また、ロボットに触ったり、ロボットを見たり、その音を聞いたりすること（ときにはその匂い
を嗅ぐことさえ！）が可能であり、物理的な大きさを持ち、他の物体に力を加えることもできる。こ
のような物体には、ロボットが蹴るボールや組み立てるパーツ、洗浄する航空機、掃除するカーペッ
ト、横断する地形、ある方向に向けられるカメラなどがある。ロボットも実世界の物理法則に支配さ
れているため、質量と慣性をもち、動く部品は摩擦を起こし、それによって熱を生じ、どの２つの部
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品も正確には同じではなく、測定結果がノイズによって乱され、そして悲しいことに、部品は壊れて
しまうのである。ロボットはコンピュータも装備しており、それは信号処理と認識機能の両方におい
てかつてない程のスピードとパワーを供給する。これらのロボットが置かれる環境は変化し続けてい
る。すなわち、静止しておらず構造化されていないため、予め正確にその振る舞いを予測することは
できないのである。
これらは自律ロボットの特徴の一部である。ロボットは実世界のあらゆる制約を受けるが、ロボッ
トは身体を持つため、私たちの心をも魅了するのである。これはヒューマノイドロボットに特に当て
はまることだが、全ての動くロボットには興味をそそる魅力があるのである。ロボットは生命の模倣
であり、私たちはロボットに目が引きつけられてしまうのである。実世界のあらゆるものが動いてい
ることからも分かるように、私たちを魅了しているのはロボットが動いているからだけではなく、ロ
ボットが知的に動くように見えたり、障害物を回避したり、互いにインタラクションしたり、タスク
をこなしたりするためである。ロボットがこれらの行動やその他の行動を行えるようにすることは、
ロボットを設計し、製作する私たちにとってまさにゴールなのである。
本書は自律ロボットの知識と実践の両方の紹介を行う。大学４年生や修士１年生の教科書として使
えるだろう。また、既に働いている人の参考書にもなる。本書では何ヵ所かで数学を用いているが、
それは主に制御と位置推定の問題に関連してである。とはいえ、本書では厳密なロボット制御の処理
は提示していない。むしろ本書は、刺激を与え、問題を提示し、ロボットの設計方法、製作方法、使
用方法を概説し、そして急速に変化を遂げていくこの分野の展望を与えることを試みている。移動ロ
ボット（第７章）、歩行（第８、９章）、ヒューマノイドロボット（第 13 章）の概観を示している章な
どいくつかの章は、工学、コンピュータサイエンスの背景を学んでいる読者、更には正規の工学的勉
強をしていない読者にも分かりやすいだろう。
自律ロボットは産業界と日常生活の多くの面においてますます目にするようになっている。MIT の
Rodney Brooks が最近の記事で述べているように「ロボットはここにいる！」のである。ロボットは
偵察などの任務を行う能力があるため、軍事組織に導入されている。また、ペットとして、ときには
サッカー選手として、エンターテイメント業界でも非常によく目にする。サービス業界では、ロボッ
トがカーペットを掃除したり、航空機の洗浄をしたり、自動車のガソリンを給油したり、病院の食事
やオフィスでの郵便を届けたりするような仕事をするのに使われていたり、またこれから使われよう
としている。
この 20 年で、自律ロボットが私たちの個人的な生活と仕事の様々な側面で出現すると私は信じて
いる。しかしそのいくつかには気付かないかもしれない。ロボットは車やキッチンの電気製品、その
他私たちが使用しているあらゆるものに組み込まれている場合があるからである。移動自律ロボット
も遠い惑星や海中世界の探索だけでなく、健康、産業、環境、そして家における人間のための様々な
サービスにおいてますますよく目にするようになるだろう。これからロボット研究者にとっては本当
VI
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に興奮するような年月となるだろう。
本書には世界中の研究室にある数百のロボットの写真を掲載している。それでも、この分野の成長
は大変速いため、開発されている全てのロボットを載せることは不可能だった。このため私は、本書
の中でロボットが引用されなかった仲間たちや、論文が引用されなかった全ての仲間たちに謝罪しな
ければならない。そして、この精力的な分野を作り上げてくれている全ての人々に感謝する。
本書は多くの同僚や友達の協力なしには書き得なかっただろう。MIT の Rodeny Brooks（彼の研
究などから知能について考え、ロボットを全く新しい方法で制御することを学んだ）、USC の同僚
Michael Arbib（脳とロボットの両方に渡る彼の驚くべき幅広い知識は私の発想の源になり続けてい
る）、そして最近同僚になった旧ユーゴスラビア出身の Rajko Tomović（彼から人の制御とロボット
制御の多くの共通点を学んだ）に感謝の意を表する。また他の USC の同僚、特に Maja Matarić と
Gaurav Sukhatme には、彼らの支援、彼らとのこの分野に関する知識の共有、そして何年も前に私
が始めたロボット工学プログラムの質を大きく向上させ続けてくれていることに深く感謝する。また
博士課程の元学生たち、特にロボット工学やその関連分野で研究をしていた Andrew Frank、John
Coggshall、Jim Chang、Fred Hadaegh、Dan Antonelli、Howard Olsen、Tasos Chassiakos、
Huan Liu、Dit-Yan Yeung、Danilo Bassi、Gerard Kim、Patti Koenig、Arvin Agah、Tony
Lewis、John Kim、Gaurav Sukhatme、Alberto Behar、Michael McHenry、Ayanna Howard、
Jim Montgomery、Stergios Roumeliotis にも感謝する。年を追って彼らが私から得ることよりも私
が彼らから得るものが多くなっていたことは明らかである。
本書は Arun Bhadoria と Catherine Hrabar の協力なしには完成することができなかった。本書の
ほとんどの線画は卒業生の Arun が描いた。彼との親交をこれからも大事にしていきたい。Catharine
は図表を使う許可を申請するほとんどの手紙を書き、図表の注釈をまとめ、詳細まで漏らさず作成し
てくれた。彼女の驚くべき構成の技能がなかったら、本書に使われているその詳細な記述は悪夢となっ
ていただろう。二人に心のそこから感謝する。
最後に、妻の支え、愛、辛抱なしには本書を書き終えることはできなかった。愛しい Shirley、夫
として切れた電球を交換するのではなく、私の頭がどこか他にいっていても、本に没頭していても我
慢してくれてありがとう。

George A.Bekey
Arroyo Grande,California
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1

動物とロボットにおける自律性と制御

Autonomy and Control in Animals and Robots

概要
本章では、本書のメインテーマである、生物の原理に基づく自律ロボットの制御を紹介する。ここ
では、たくさんの移動ロボット（多様な自律度を持つ）を示し、説明することで、本書の内容を位置
づける。ロボットシステムにおける制御の課題を概観し、センサ、アクチュエータ、インテリジェン
トプロセッサなどを含む移動ロボットの全アーキテクチャを豊富な例を用いて示すことにする。

1.1

自律性とは何か ?

自律性とは、実世界環境の中で、システムが長時間、外部からの制御なしに動作可能であるという
ことを指す。従って、生物システムは、自律型システムの手本である。生物システムは、動的な環境
の中で長時間生存でき、内部構造や内部処理を維持し、栄養補給のための物質の位置同定・獲得のた
めに環境を利用し、様々な行動（摂食、採取、交配など）を行うことが出来る。また、生物システム
は制限はあるが、環境変化に適応することもできる。
行動に重点を置くということは、岩は自律型システムとは考えないということである。明らかに、
岩は外部制御なしで環境内に存在するが、環境内で動く能力も、どのような行動を見せる能力も持た
ない。
本書では、人間が創り出した自律型システムに重点を置く。これらのシステムは、生物学から発想
を得たものが多いが、必ずしもそうとは限らない。たとえば、多くの自律型システムは移動に車輪を
用いるが、自然界に車輪はない。「動作可能」ということは、このシステムが何らかの目的やタスク
を実行するということを暗に示している。このような機能は製作者が意図したものであったり、予期
しない突発的な行動であったりする。自律型システムが複雑さを増すにつれ、予期しない行動をとり
やすくなる。
ここまでの定義の範囲では、現在のところ、ほとんどのロボットは、完全な自律性を持たないこと
1.1 自律性とは何か？
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は明らかである。これらのロボットは、高度に構造化された状況以外では、長時間、実世界で稼働し、
有益なタスクを実行する能力を持たない。しかし、その環境が十分に安定しており、環境への外乱が
大き過ぎない場合、ロボットは、実際に、長時間稼働でき、有益なタスクを実行することができる。
さらに、ロボット工学は、今日、非常に活発な研究領域であり、近い将来、ますます高いレベルの自
律性と知能がロボットに期待できる。ある構造化された状況、例えば、国際 RoboCup 大会では、ロボッ
トからなる小さなチームは、「ロボットサッカー」をしている間、すでに、完全な自律性を発揮して
いる（Asada and Kitano 1999a）。

1.2

ロボットとは何か ?

本書では、ロボットを感知し、思考し、行動する機械として定義する。従って、ロボットは、セン
サ、認知のいくつかの特徴をエミュレートする処理能力、アクチュエータを持つ必要がある。センサ
は、環境から情報を取得するために必要になる。反射行動（人間における伸張反射など）は、深い認
知能力を必要としないが、知能の搭載は、ロボットが自律的に重大なタスクを行う場合に必要で、ア
クチュエータは、ロボットが、環境に対して力を発揮できるようにするのに必要である。一般的には、
これらの力は、ロボット全体の動きやその要素（腕、脚、車輪など）の動きを引き起こす。
このようなロボットの定義は、非常に広い。把持・配置用、塗装作業用、溶接作業用などの工業ロ
ボットマニピュレータがこの３つの要素全てを持つのであれば、この定義に含まれることになる。初
期の工業用マニピュレータは、感覚能力も推論能力も持っていなかった。これらは、特定のタスクを
行うようにプログラミングされていた。現在、ほとんどの工業用のロボットは、コンピュータビジョン
などのセンサや CPU を持ち、ある種の自律性を可能にしている。また、この定義は、広範な移動ロボッ
トも包含し、非常に小さいもの（現在は、1cm3）から、ロボット飛行機、ロボットヘリコプターや
ロボット潜水艦、ヒューマノイド、家庭用ロボットまで様々なものがある。図 1.1 は、本書で説明す
るロボットのいくつかを示したものである。この図の写真から、ロボットは、様々な形状や大きさが
あり、様々な自律性、知性、機動性を持つことが明らかである。図 1.1 に示したロボットそれぞれに
関して、1.8 節で手短に説明する。本書の、後半の章では、これらのロボットに戻り、その構造や機
能についてかなり詳細に述べる。

1.3

ロボット制御の問題

自律性に関しては 1.1 節で概観したので、次に「ロボット制御」とは何かについて述べる。ロボッ
トが自分自身の面倒を見る能力があることを意味する自律性と、ある種の人間の介入を意味する制御
の間には矛盾が存在するように思える。確かに、ある種の「高いレベルの制御」は、ロボットが、人
間や装置、他のロボットを絶対傷つけないようにするために要求される。事実上、このような高レベ
ルの制御は、アシモフの法則の実現を意味している。これは、以下のように言い換えることができる。
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（a）

（b）

（c）

（d）

（e）
図 1.1
（a）典型的な工業用マニピュレータ（写真は、Adept Technology, Inc の厚意による）。（b）移動ロボット Pioneer。研究室で一般
的に使用されたもの（写真は、ActivMedia Robotics の厚意による）。（c）大型の四脚ロボット（TITAN IX）。東京工業大学の広瀬・
米田研で開発された（写真は、広瀬茂男教授の厚意による）。（d）小型ロボット Khepera。直径約 7cm。オリジナルは、スイス連
邦工科大学により設計され、スイスのローザンヌの K-Team S.A. から販売されている。（e）多関節のヘビ型ロボット。カーネギー
メロン大学の Kevin Dowling が開発（写真は、Kevin Dowling の厚意による）。

1.2 ロボットとは何か ? ／ 1.3 ロボット制御の問題
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（g）

（f）

（h）

（i）

（ j）

図 1.1
（f）ロボットヘリコプター AVATAR。南カリフォルニア大学で開発（写真は、Gavrav Sukhatine の厚意による）。（g）Roomba。
iRobot Corporation の家庭用掃除機ロボット（写真は、iRobot Corporation の厚意による）。（h）AIBO。ソニー株式会社のペッ
トロボット（写真は、ソニーの厚意による）。（i）ASIMO。本田技研工業の二足歩行ロボット（写真は、ホンダの厚意による）。
（ j）Cog。上半身型ヒューマノイド。腕部や頭部の動作と認知能力に優れる。マサチューセッツ工科大学の人工知能研究所で開発
（写真は、Rodney Brooks と Annika Pﬂuger の厚意による）
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1. ロボットは、人間に危害を与えてはらない。
2. 第 1 法則に矛盾しない限り、ロボットは、人間に従わなくてはならない。
3. 第 1 法則、第 2 法則に矛盾しない限り、ロボットは、他のロボットに危害を与えてはならない。
しかしながら、これ以外の制御レベルも存在する。「最も低い」レベルでは、ロボットの車輪を駆
動したり脚を動かすモータは、安定した配置で使用され、始動時に、振動しはじめたりしないように
なっていることが期待される。次の制御レベルでは、最も低いレベルである安定性を維持しながら、
ロボットを他のロボットや障害物と衝突しないように設計する必要がある。また、障害物の回避行動
や安定性を維持しながら、ロボットがたくさんの行動を行えることも期待される。例えば、このよう
な行動には、「採取」行動（環境から予め指定されたオブジェクトを収集する）、「群」行動や「追跡」
行動（例えば、Mataric 1994）などがある。このような制御処理を並行して行うことを可能にする
ソフトウェアアーキテクチャは、包摂（subsumption）アーキテクチャ（Brooks 1986）、または、行
動規範型アーキテクチャ（Arkin 1998）と呼ばれる。
これまでに説明した様々な制御のレベルを図 1.2 に示す。これらの複数のレベルに関連するソフト
ウェア構成は、ロボットの制御アーキテクチャと呼ばれることが多い。本書では、引き続く章で、こ
のような制御の様々な側面について詳しく説明するが、基本的な課題のいくつかは、以下の段落で述
べる。明らかに、より高いレベルの制御は、より低いレベルの制御への入力を提供するが、より低い
レベルから高いレベルへのフィードバックも存在する。センサは、最も低いレベル（や場合によって
は、中間レベル）の制御への入力を提供する。外界に対するアクションは、この最も低いレベルの制
御から発揮される。
図 1.2 の上位の箱は、人間の入力が、高いレベルのロボットの制御に含まれていることを示してい

人間の入力

プランニング
ゴールの設定

高いレベルの制御

構造シフト

ナビゲーション
障害物回避

中間レベルの制御

安定性
姿勢制御
図 1.2
自律ロボットの制御のレベル

低いレベルの制御

速度制御

1.3 ロボット制御の問題
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ることに注意してほしい。低いレベルの制御は、明らかに自律的だが、中間レベルの制御は、通常、
今日の移動ロボットでは自律的であるが、ある種の人間の入力も含まれる場合もある。前に述べたよ
うに、この分野は、非常に活発な研究領域であり、自律性がより高いレベルで、ますます増すことが
期待されている。この図の高いレベルの制御の箱の中で参照される「構造シフト」は、ロボットが、
この部分で、自分の物理的な構造を再構成する能力を持っていることを意味する。いくつかのロボッ
トは、すでに、ある種の自律的な再構成機能を持っている（例えば、Rus and Chirikjian 2001;
Shen, Salemi, and Will 2002）。
これ以外の、共通領域で見られる低いレベルの制御システムは、実際に、制御理論の技術を用いて
設計されていると意識されることもなく、当たり前のものとして扱われていることが多い。例えば、
パワーステアリングやパワーブレーキといった車載システムは、実際には、フィードバック制御シス
テムであり、図 1.3 に示すように一般的な構造を持つ。

入力コマンド

誤差

＋

コントローラ

制御対象
（プラント）

出力



センサ値や補正値の
フィードバック
図 1.3
基本的な制御システム

この図の入力コマンドは、例えば、パワーステアリングでは、（ハンドルで指示される）前輪の望
む方向を表す。誤差は、指示された方向と実際の方向の間の差分である。誤差の信号は、コントロー
ラ（多くの場合、マイクロプロセッサ）への入力となり、コントローラは、実際のモータへの入力信
号を生成し、車輪を駆動する。この結果生成される車輪の方向は、今度は、センサを用いて測定され、
入力コマンドと比較される。この種のシステムは、負のフィードバック制御システムと呼ばれる。こ
れは、フィードバック信号が、入力コマンドとは逆の符号を持つからである。ここで重要なことは、
この図で示したシステムは、動的なシステムであり、静的なシステムではないことである。これは、
このシステムが、変数とその変化率（時間に関する導関数）を表す微分方程式を用いて記述されるこ
とを意味している。静的なシステムは、代数方程式で記述される。これは、時間に依存しないからで
ある。
しかし、フィードバック制御システムは見た目ほど単純ではないことに注意してほしい。運転者が、
ハンドルを右回りに回し、その一瞬後に、左回りの動き（おそらく道路上の物体を避ける時に発生す
る）が続き、これらの動きが繰り返される場合、フィードバック信号と入力信号の比較には遅延が存
在しないことが重要である。運転者が、2 番目の（左回りの）命令を最初の命令の 0.5 秒後に出した
006
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とする。コントローラ、制御対象、フィードバックの箱は、それぞれが受け取った信号の形を変形し
ないとし、単純に、0.5 秒の遅延を持つとする。その場合、入力コマンド、実際の出力の位置、誤差
信号は、図 1.4 に示すような形になる。

1
入力信号

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

t

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

t

0

0.5

1.0

1.5

2.0

1
フィードバック信号

1
誤差信号

t

図 1.4
フィードバックシステムでの振動の発生

1.3 ロボット制御の問題

007

フィードバック信号が 0.5 秒遅延すると、その信号がコンパレータに到着し、入力信号から引き算
される際に、実際には、入力信号に加えられ、このため、時間が経つにつれて大きくなる誤差信号が
生じる（図 1.4 の下の方の波形参照）のは、明らかである。適切に設計されていない制御システムは、
たとえ入力信号が 0 に戻ったとしても、このように振動が増加しつづける場合がある。このような現
象は、不安定と呼ばれる。多くのロボットは、非常にゆっくり移動するので、このような不安定な振
る舞いは、ほとんど起こらない。しかし、次世代の自律ロボットは、非常に高速な反応速度が期待さ
れ、このため、これらのロボットの低レベルのコントローラは、不安定にならないように注意深く設
計される必要があるだろう。
前述の例は、自動車におけるステアリング制御システムに関連したが、同じようなシステムが、例
えば、車輪移動型ロボットの速度や方向の制御や歩行ロボットの脚の位置の制御を提供する。もち
ろん、これらの変数や、その他の変数を制御するには、その値を計測でき、補正する力を発揮するこ
とができる必要がある。したがって、制御システム設計の課題は、センサやアクチュエータの選択や
設計に深く関連する。このようなロボット制御システムの様々な側面に関しては、後の方の章で考察
する。工業用制御システムの設計の様々なアプローチに関しては、第 4 章で述べる。

1.4

生物から発想を得たロボット制御

一般的な意味では、工学的な制御システムも生物の制御システムも、図 1.5 に示すような、同じよ
うな構造を持っている。パネル（a）は、原型的な生物の制御システムを示す。このシステムでは、命
令信号は、中枢神経系によって提供され、コントローラによって必要とされる計算は、局所的に行わ
れるか、脳で行われる。ここで「プラント」は、制御されているシステムの動力を指す。パネル（b）は、
パネル（a）の生体システムに対応する工学的な制御システムを示す。これは、図 1.3 に示す制御シス
テムと等価であるが、歩行ロボットの脚の制御に関連する詳細部分がいくつか示されている。
図 1.5 に示した形のアナロジをあまり真剣に扱わないようにしてほしい。生体系は、人間が設計し
たシステムよりも複雑であり、かなり異なった方法で振る舞うことがあるからである。例えば、体温
の制御を考えてみよう。人間の体の中心の温度は、約 37℃で保たれていることはよく知られている。
しかしながら、この一定の温度を保つシステム（と、その他の沢山の恒常性維持システム）は、図 1.2
の工学的なシステムと同じようには振る舞わない。これは、参照となる温度の入力がないからである。
言い換えれば、工学的なシステムが「参照」値（例えば、バッテリからの電圧）を持つことができる
のに対して、体温の制御システムは、そのような標準値を持たないのである。さらに、図 1.2 に示
したダイアグラムは、主に（これだけに限らないが）、線形制御システム、すなわち、プラントとコン
トローラの両方が線形微分方程式で記述可能なシステムを記述するのに使われる。一般的に、生体シ
ステムは非線形である。生体の変数の多くは、ある非線形システム特性によって、小さな振幅で振動
しているように見える。生体における振動は、その多くがリミットサイクルを形成することが知られ
ている（第 4 章参照）。生体システムは、環境に適応し、それに応じて自分の制御システムを変更す
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α運動
ニューロン信号

筋の伸縮

随意運動指令

プラント

運動野

筋・神経系

骨格構造

モーション

反射指令
フィードバック信号
（a）
高レベルの
制御信号

モータ指令
プラント

制御コンピュータ

関節機構

機械のリンク機構

モーション

反射指令
フィードバック信号
（b）
図 1.5
制御システム。（a）生物と（b）類似の工学的なシステム（ロボット）

るが、工学的なシステムは、どちらかと言えば、固定で非適応型である。表 1.1 は、生体制御シス
テムのより重要な特徴のいくつかを列挙する。これらの課題のほとんどは、第 2 章で、より詳細に説
明する。
表 1.1
生物の制御システムのいくつかの特徴

内部環境と外部環境の変化に適応する
通常は非線形
階層的な組織構造
冗長性を含む
複数の制御ループを含む場合がある
制御は、頻繁に分散される
制御は、複数の性能基準に基づく場合がある
リミットサイクル振動を提示する場合がある

1.4 生物から発想を得たロボット制御
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最近の研究では、自律ロボットの制御に関しては、行動規範型アプローチをますます重要視するよ
うになってきている（Brooks 1986; Maes and Brooks 1990; Arkin 1998; Beer 1990）。自律性に
対するこのアプローチの背景にある主要な動機の 1 つは、従来方式に関連する困難さに起因する。従
来方式では、ロボットの動力学（ダイナミクス）と運動学に関する正確な知識と、ロボットが作動す
る環境に関して注意深く構築された地図（マップ）が必要である。このようなアプローチは、時間的
に変化する予測不可能な、構造化されていない状況にはうまく適合しない。この問題に対する解とし
ては、Brooks らは、リアクティブ（反応）方式を提案している。これは、ロボットが環境を感知し、
必要とされる適切な動作を用いて反応する、というものである。第 5 章で示すように、現在の行動規
範型アーキテクチャは、プランニングと推論を用いて反応行動を拡張している。すなわち、後者は、
ロボットの制御アーキテクチャの熟考コンポーネントと呼ばれる場合もある。

1.5

センサ

ロボットは、外界から情報を取得したり、自身の内部環境をモニタしたりするのにセンサを必要と
する。多くの（全部ではない）ロボットのセンサは、動物の感覚が持つ属性のいくつかを模倣しよう
とするデバイスである。この節では、動物の主要な感覚系を簡単に紹介し、これらのセンサが持つ特
徴のいくつかが、どのように、移動ロボットで用いられているセンサに組み込まれているかを示し、
これらのデバイスの主要な制限を列挙する。センサに関しては、第 3 章でより詳しく説明する。
外受容センサは、外部環境からの情報を取得するのに使われる。よく「5 感」（視覚、聴覚、嗅覚、
触覚、味覚）というが、生物システムにおけるこれらの主要なカテゴリはそれぞれ、感覚次元の精密
で複雑な配列を包含する。さらに、動物の外界の知覚は、適切な感覚器官と脳内の対応する処理中枢
との相互作用に基づく。従ってロボットの人工の「目」の設計には、光に感応する受容体だけでなく、
視覚野が持ついくつかの特徴も必要となる。ロボットの視覚システムには、通常、カメラ（標準の
TV カメラと同じかより高い解像度を持つ）とエッジ検出、コントラストの強調、物体認識といった
タスク用に設計されたソフトウェアを含む。明らかに、これらの機能のいくつかは、生物を手本にし
ている。ある種の虫の複眼は、これ以外の特性を持つが、まだ、ロボットのセンサでは使われていな
い。
人間の視覚系には、特定の方向の線の知覚に特化した神経回路が含まれている。蛙の視覚系は、動
く虫の検出に高度に特化されている（Lettvin et al. 1959）。ロボットの知覚システムの設計には、
これらの機能のいくつかの特徴が含まれる場合がある。これは、例えば、ロボットヘリコプターを設
計し、地上の特定のランドマークを認識したり、ロボット蛙を設計して、ハエを捕まえて飲み込むこ
とができるようにしたい場合には、特に必要となるだろう。これらの状況は、他の感覚でも同様であ
る。一般的に、ロボットのセンサは、生物の感覚器官と比べると著しく制限がある。例えば、いくつ
かの生物の感覚系（2 ～ 3 分子のフェロモンを検出する能力を持つある種の虫の嗅覚系や、鷹や鷲等
の猛禽類の視覚系など）は、特定の信号に対して信じられないほど感度が高い。これらの生物のいく
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つかの感覚系のいくつかを工学的に近似したものは、ロボットで使用されている。ほとんどのロボッ
トは、超音波やレーザを用いて動作する障害物検出器を装備している。これらの検出器は、コウモリ
のナビゲーションシステムと似た方法で、信号を放射し、物体からの反射を取得する。一方で、生物
の感覚系が検出できない物理現象を検出する能力を持つロボットセンサの設計は可能である。例えば、
ガイガーカウンタを持つロボットは、電離放射線を検出することができる。これは、脊椎動物にはで
きない。同様に、ロボットセンサを、紫外線やマイクロ波放射を検出するように設計することもでき
る。これ以外にもロボットの外受容センサには、音、物体のテクスチャ（触覚）、特定の臭気、温度、
滑りを検出するものが含まれる。これらのセンサは、第 3 章で述べる。
固有受容センサは、生命体やロボットの内部環境をモニタする。工学的なシステムと生物システム
の間の相違を考慮すると、ロボットの固有受容センサは、生物のモデルを持たない場合がある。例え
ば、ロボットは、人間や動物が持たない車輪の回転やバッテリの電圧レベルをモニタする必要がある
場合がある。脚を持つロボットの関節の角度や脚のモータの電流をモニタリングするのは、人体がゴ
ルジ腱器官や筋紡錘からの情報を取得するのに対応するが、これは、せいぜい大雑把なアナロジであ
る。人工の筋肉（刺激を受けると収縮する）を使用するロボットでは、生物の筋肉を模倣した特性を
持つセンサを設計することは可能かもしれないが、その数の多さと複雑さの観点から、このような設
計が望ましいかは明らかではない。ロボットの固有受容センサの目標は、制御を改善したり、誤りを
特定し修正したり、人間にフィードバックを提供したりするためにロボットの内部環境を示す信号を
提供することである。

1.6

アクチュエータ

ロボットは、自分が動作する環境と物理的にインタラクションできなくてはならない。事実、ロボッ
トと、
「ソフトボット」（bot）、すなわちソフトウェアエージェントの間の重要な違いは、そもそもロ
ボットが環境に影響を及ぼすことを可能にするアクチュエータを持つことにある。これは、環境に対
して力を作用させたり、環境内を移動することによって行われ、ソフトボットには無いものである。
様々なアクチュエータを第 3 章で詳しく述べる。最も一般的なアクチュエータのいくつかを以下に示
す。
・ 様々な種類の人工筋肉。これらはいずれも生物の筋肉の非常によい近似にはなっていない。
・ 電気モータ。移動ロボットにおける最も一般的なアクチュエータで、車輪や脚に動力を送るこ
とで移動運動を提供したり、ロボットアームを作動させることで操作を可能にするのに使用さ
れる（正確な動作には、ステッピングモータなどの、特殊目的のモータが用いられる）
・ 空気圧アクチュエータと油圧アクチュエータ。これらは、産業界で、巨大な操作タスクに使用
されており、移動ロボットではほとんど使用されない。

1.6 アクチュエータ
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1.7

知能

1.2 節で述べたように、ロボットは、感知し、思考し、行動する機械である。コンピュータは、ロボッ
トの頭脳であり、システムに不可欠な要素である。マイクロプロセッサのサイズや重量の減少は、速
度やメモリの増加と相まって、移動ロボットの開発に大きな影響を与えてきた。現在、単一のチップ
は、20 年前のメインフレームコンピュータが持つ処理能力を持つことができるので、小さな移動ロ
ボットは、今日、非常に強力なコンピュータが搭載されるようになっている。従って、これらのロボッ
トの認知能力（や、ますます複雑になるタスクを実行する能力）の制限は、ハードウェアではなくソ
フトウェアに起因する。「知能」は、以下に示すように、たくさんの形態でこれらのシステム内に現
れる。
1. センサ処理

センサからの生の出力は、行動の制御にはあまり役に立たない。このため、ロボッ

トの視覚システムは、その環境で、周囲からなんらかの点で異なる領域を特定（「ブロッブ検出」）
したり、エッジ検出、コントラスト強調するなどの特殊な目的のソフトウェアを持つことが多
い。生物センサは、このような前処理も含んでいる（例えば、「蛙の目は、蛙の脳に何を伝達
するか？」［Lettvin et al. 1959］）。このような処理のいくつかをセンサに持たせることで、
ロボットの CPU の負荷を減らすことができる。
2. 反射行動

生物システムでは、感知から作動（反射）までの間に、神経系のより高度な中枢を

介さない高速な反射経路が存在する。熱いストーブに触ったときに手を引いたりすることや、
膝蓋反射が例である。後者では、内科医が、膝の下の腱をハンマーで軽くたたくと、筋繊維（筋
紡錘）内の特殊な感覚器官が筋繊維の伸長を感知し、脊髄に信号を送り、その結果として筋収
縮が起こる。昆虫の脚が、歩行中に、岩のような障害物に接触すると、脚が引っ込み、より高
い位置に移動し、その障害物を避けようとする。歩行機械にこのような行動が組み込まれてい
ると、「知能」として見える（Brooks 1989; Sukhatme 1997）。
3. 特殊な目的のプログラム

ロボットのソフトウェアには、ナビゲーション、位置推定、障害物

回避などのアプリケーションが含まれる場合がある。
4. 認知機能

人工知能の研究は、推論、学習、プランニングなどを含む、たくさんの認知機能に

おいて、継続的な改善をロボットのコンピュータに提供している。
ロボット制御ソフトウェアを構成する上記のコンポーネント群の編成は、ロボットのソフトウェア
アーキテクチャと呼ばれる。これは、一般的には、階層構造を持ち、図 1.6 の「3 階層アーキテクチャ」
に示すように、反応に関するコンポーネントが最も下のレベルにあり、プランニングや学習を含むコン
ポーネントが最も上のレベルにある。人間による制御の入力は、最も上のレベルに適用される。ロボッ
トのアーキテクチャに関しては、第 5 章で詳細に述べる。
このようなロボット設計の側面全ては、本書の後半の章で説明する。この点に関してあえて言えば、
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熟考層

シーケンス層
センサからの入力

制御層

アクチュエータへの出力

図 1.6
移動ロボットの典型的な 3 階層アーキテクチャ

この領域は、非常に動きが速く、次の 10 年ではロボットの知能は、はるかに改善されることが期待
できる。しかし、ロボットは、我々への服従を拒絶するかもしれないほど知的になるのだろうか（第
15 章参照）?

1.8

今日のロボットと関連する制御の課題のまとめ

ここでは、図 1.1 に示したロボットについて考える。ロボット工学は 2 つの異なるパスにそって発
達した。1 つのパスは、主に、物体の操作に関連し、もう 1 つは、移動性に関する。両方のタイプの
ロボットについて、後の方の章で説明するが、本書で注目するのは移動ロボットである。ここで、こ
の図の中のロボットが持つ主要な側面のいくつかを紹介し、それぞれの主要な設計における制御の問
題のいくつかを示す。

1.8.1

工業用マニピュレータ

マニピュレータの開発は、第 2 次世界大戦中とその少し後から、放射性物質の遠隔操作を行う装置
から始まった。人間のオペレータが、ジョイスティックやデータグローブなどを用いて、遠隔アーム
とグリッパ（把持部）を動かすことができた。このようなシステムは、遠隔操作を行うため、「テレ
マニピュレータ」と呼ばれていた。これらのシステムは、物質の処理、溶接、吹き付け塗装など人間
のオペレータを危険にさらすタスク全てを手助けする工業用のマニピュレータに発展していった。典
型的な工業用マニピュレータを図 1.7 に示す（Engelberger 1980; Niku 2001 参照）。マニピュレー
タに関しては、第 10 章で説明する。
図中のロボットは、表面的には、人間の腕に似ていることに注意して欲しい。「肩」関節は、垂直
軸周りに回転し、構造全体の動きも可能にする。「肘」関節は、単一平面での動きを可能にする。手
首は、この図では明確には示されていないが、3 自由度の回転（ピッチ、ロール、ヨー）を可能にする。
加えて、エンドエフェクタ（手先効果器）やグリッパは、自由度を追加できる場合があり、これによ
1.7 知能／ 1.8 今日のロボットと関連する制御の課題のまとめ
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（a）

（b）

図 1.7
典型的な工業用ロボット。（a）溶接ロボット IRB 6400（写真は、ABB Ltd. の厚意による）と（b）荷積み・パレット載せロボット
KR15（写真は、KUKA Roboter GmbH の厚意による）

り、このロボットは、合計で 7 自由度が可能となる。実際に使われるロボットは、これよりも自由度
が少ない場合がある。
初期のマニピュレータはセンサを装備していなかったことにも注意してほしい。これらは、決めら
れた軌道に従うように、完全にプログラミングされていた。教師である塗装工は、塗装ロボットのエン
ドエフェクタ（スプレーガンを持つ）を移動し、望む塗装経路に従わせることができた。この動きは、
システムが記憶し、何度も何度も、正確に繰り返された。対照的に、最新の工業用マニピュレータは、
視覚、触覚などのセンサとオンボードコンピュータ（搭載型コンピュータ）やオフボードコンピュー
タ（非搭載型コンピュータ）を装備している。これによって、これらのシステムは、ある程度自律的
で適応的な行動が可能になる。
マニピュレータ設計における制御の課題は、座標変換の問題が中心である。ロボットのエンドエフェ
クタ（「手」）の位置の制御は、複数のモータを介して得られ、いくつかは、装置の肩や肘に配置され
ている。従って、エンドエフェクタを望む位置や方向に動かすには、それらを、これらの関節にある
モータの適切な回転に変換する必要がある。通常は、このような変換には、座標変換行列の逆変換が
必要となる（第 10 章参照）。

1.8.2

移動ロボット Pioneer

前述したように、ロボット開発の２番目のパスは、環境内を脚や車輪で移動する能力を持つ装置で
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図 1.8
Pioneer 3-AT ロボット
（写真は、ActivMedia Robotics の厚意による）

ある移動ロボットに関連する。
（最近の移動ロボットは、空中や水中を移動する能力も持つ）。図1.8に、
よく使われる研究用ロボットである、Pioneer 3-AT（ニューハンプシャー州アーマストにある
ActivMedia Robotics 製）を示す。このロボットは 4 つの車輪、前面に沿った多数のソナー型近接セン
サ、上部に通信装置を持つことに注意してほしい。Pioneer には、レーザレンジセンサ、GPS レシー
バなどのセンサ装置を装備するものもある。
Pioneer（や他の車輪移動型ロボット）の位置、方向、速度の制御は、車輪を駆動する電気モータ
を介して得られる。一般的に、駆動モータ用の制御システムは、フィードバックを利用する。不安定
になる可能性を避けるには、注意深い設計が必要とされる（第 4 章参照）。車輪を別々に制御するこ
とで、ロボットをその場で回転させたりすることができ、また、（自動車のように）回転半径を最小
にすることができるだろう。更に、制御の問題は、このロボットをある出発点から目標位置までナビ
ゲーションしようとする場合にも発生する。軌道を制御する最も簡単な方法は、車輪の回転数を計測
することである。残念ながら、走行距離測定法と呼ばれるこの方法は、ロボットの車輪がスリップす
るため、非常に大きな軌道誤差を生む可能性がある。従って、軌道制御には、より複雑な方法が必要
1.7 知能／ 1.8 今日のロボットと関連する制御の課題のまとめ
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となり（おそらく、カルマン［Kalman］フィルタや他の統計的手法を含む）、ナビゲーションのラン
ドマークを特定するのに、別のセンサ（視覚センサなど）が必要となる場合がある。車輪移動型ロボッ
トは、第 7 章でより詳細に説明する。

1.8.3

4 脚ロボット TITAN

車輪移動の Pioneer ロボットとは対照的に、たくさんの研究室で、2 脚、4 脚、6 脚、さらには 8 脚
を持つ脚移動ロボットが設計され、開発されてきた。明らかに、これらの機械の広範なアーキテクチャ
は、手本となった生物の構造に基づいているが、これらのロボットは、一般的には、それが基づく動
物よりも持っている自由度が少なく、従って、遙かに簡単である。図 1.9 に示す 4 本足を持つ機械
（TITAN VIII と呼ばれる。TITAN は、Tokyo Institute of Technology Aruku Norimonoの頭字語）は、
東京工業大学の広瀬・米田研究室で開発されたものである。広瀬茂男は、現在、世界で最も優れたロ
ボット設計者の 1 人である。彼は、脚移動機械の安定性の理論を開発し、一連の次第に洗練されていっ
た 4 脚ロボットを開発してきた。TITAN VIII の主要な特徴には以下が含まれる。
図 1.9
4 脚ロボット TITAN VIII
（写真は、広瀬茂男教授の厚意による）

・ 12 自由度（各脚は 3 自由度を持つ）
・ 重量 19kg（バッテリやコンピュータは含まない）。5 ～ 7kg の荷重を搬送する能力
・ 制御用の位置フィードバックのための各関節内のポテンショメータ
・ Titech と呼ばれる、モータードライバとしての独自の制御システム（広瀬研究室で設計された）
・ 最大速度 0.9m/sec での歩行機能（これは、この重量の機械では、著しく速い）
TITAN VIII は、150 万円（本書執筆時の価格）で市販されている。
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最新の TITAN シリーズは、図 1.1
（c）に示す TITAN IX である。このロボットは、適応型の脚を装
備し、平坦でない地表を歩行することができる。また、転倒から回復する能力を持ち、階段を自律的
に上ることができる。このロボットの最も面白い特徴は、3 本の脚で立ち、4 番目の脚に調節可能な
グリッパを装着して、マニピュレータとして使用できることである。4 脚移動ロボットは、第 9 章で
詳細に説明する。
静的安定性と動的安定性という２種類の制御の問題が、４脚ロボットに関連して現れる。静的安定
性とは、立っている間（もしくは、動的効果を無視できるほど非常にゆっくり動いている間）、まっ
すぐな姿勢を維持することができる能力を指す。４本の脚を持つので、１本の脚が地表から離れてい
るとき、システムの重心の射影が、地表上にある３本の脚で形成される三角形内にあるようにする必
要がある。重心が、この三角形の外側にある場合は、回転力が与えられ、動物やロボットは転倒して
しまう。動物は、静的安定性を維持するように歩行しながら、重心の位置を調整する。ロボットの場
合は、能動的な制御システムが必要となる。このような状況は、その動物が高速に移動する場合は、
更に複雑になる。例えば、ギャロップで走る馬がそうである。このような場合、４本の脚全てが、瞬
間的に地表から離れている場合があり、動的安定性は、重力と同様にその動きによる慣性力を考慮す
る必要がある。

1.8.4

移動ロボット Khepera

図 1.1（d）に示したロボット、移動ロボット Khepera は、「テーブルトップロボット工学」の実験
用に設計されたものである。Khepera は、スイス連邦工科大学で Jean-Daniel Nicoud によって設計
され、現在は、ローザンヌの K-Team S.A. が製造している。その円筒型のボディは、直径が約 7cm
ある。２つの能動車輪（アクティブホイール）と３つ目の支持ポイントを持つ。この基本形のロボッ
トは、駆動モータとオンボードプロセッサを含むが、同じ形状要因を持つ（このプラットフォームの
形状や大きさと互換性がある）たくさんのモジュールを追加することが可能である。このようなモ
ジュールには、視覚センサなどのセンサやグリッパがある。
ナビゲーションや障害物回避用から、シミュレータ用のものまで、様々な Khepera 用のソフトウェ
アが利用可能である。Khepera は、ロボットの学習やグループインタラクションといった領域での
研究で幅広く使用されている。制御システムの設計がしっかりしているので、Khepera の車輪は、速
度を急激に変えても振動しない。

1.8.5

蛇型ロボット

前述したロボットは、ボディと車輪か脚で構成され、移動性を提供している。何人かの研究者が、
蛇の動作を近似した複数のセグメントが関節で繋がったロボットも開発している。図 1.10 は、ドイ
ツのフラウンホーファー自律型インテリジェントシステム研究所で開発された蛇型ロボットを示す。
1.7 知能／ 1.8 今日のロボットと関連する制御の課題のまとめ
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また、図 1.1（e）で、カーネギーメロン大学の Kevin Dowling が設計し開発した蛇型ロボットも参照
して欲しい。
蛇（や、同等なものとしては、ヤツメウナギなどのウナギ類）のくねくねした動きには、脊髄に沿っ
た筋肉の収縮の調整と順序付けが必要となり、これにより、この動物の連続する部位の交互の動きが
可能になる（Grillner and Dubuc 1988）。従って、ロボット蛇の構築には、Ostrowski and Burick
（1996）や Dowling（1997）のように、適切な制御シーケンスを持ち、滑らかなくねくねした動き
を可能にする多数のセグメントからなるボディ構造が必要となる。蛇の動きは、脊髄内の中枢パターン
発生器によって制御されていると仮定される（Grillner and Dubuc 1988）。図 1.1（e）の Dowling の
蛇は、10 個のセグメントから構成される。それぞれのリンクは、2 自由度のサーボ機構からなり、こ
れにより、3 次元の動きを可能にする。前面のセグメントは、カメラを保持し、「蛇の目」から世界
を見た視界をロボットに提供する。蛇ロボットは、第 7 章でさらに説明する。

図 1.10
ドイツのフラウンホーファー自律型インテリジェントシステム研究所で開発された蛇ロボット
（写真は、フラウンホーファー研究所の厚意による）
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1.8.6

ロボットヘリコプター

これまでの節で述べた車輪や脚移動型ロボットは、陸上で機能するように設計されていたが、空中
を飛行するロボット（例えば、Montgomery, Fagg, and Bekey 1995）や水中を泳ぐロボット（例え
ば、Yuh, Ura, and Bekey 1997）も存在する。図 1.11 は、自律型ロボットヘリコプター AVATAR
（Autonomous Vehicle Aerial Tracking and Reconnaissance）を示す。これは、南カリフォルニア
大学で筆者の同僚とその学生によって開発されたものである。

図 1.11
ロボットヘリコプター AVATAR（飛行中）。南カリフォルニア大学で開発
（写真は、Stefan Hrabar と Gaurav Sukhatme の厚意による）

明らかに、ロボット型の飛行体の制御に固有の問題は、陸上車両の制御が含む問題と非常に異なる。
第一に、空中にい続けるためには、空気の抵抗と重力の両方に打ち勝つのに十分な揚力を生成する必
要がある。これは、飛行機と同じくらいの前進速度と、ヘリコプターのロータと同じくらいの回転速
度が必要なことを意味している。同様に、速度は、動的効果を無視できないことを意味している。動
的効果は、比較的低速な陸上車両の場合には、無視できるか、無視される*1 。
*1

私見ではあるが、動的効果の制御の一部は、近い将来、移動ロボットが更に高速になり、更に構造化されていない領域で使
われるようになるにつれて、ほとんどの移動ロボットに含まれる必要があるだろう。動的モデルは、まだ数少ない。これは、
大量のロボット工学に関する研究が、コンピュータ科学者によってなされており、多くのコンピュータ科学のカリキュラム
には、微分方程式は含まれないからである。

1.7 知能／ 1.8 今日のロボットと関連する制御の課題のまとめ
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ヘリコプターのダイナミクスは、空気力学、翼のたわみ（や振動）、多様な制御モード間の相互作
用が含まれるため非常に複雑である。ヘリコプターの制御のほとんどは、回転翼の羽根の傾きを回転
毎に一回（以降、「サイクリック」とする）調節することで得られる。このサイクリックな調節は、
片方の羽根の揚力を減少させながら、片方を増加し、その機体のピッチとロールの両方に影響を与え
る。「コレクティブ」と呼ばれる制御モードは、同じ量だけ、回転翼の羽根のピッチを変更する。こ
のような変更は、推進力に影響を与え、それにより、ヘリコプターの揚力を増加したり減少させたり
する。尾部回転翼のピッチは、機体のヨーに影響する。制御モード間には多様なクロスカップリング
が存在する。例えば、（スロットルやコレクティブからの）推進力のレベルの変更は、ヨー軸に関す
る回転力を発生し、これは、尾部回転翼によって中和され、ヘリコプターの向きが変わらないように
する必要がある。このように、最終的にヘリコプターのダイナミクスを支配する微分方程式は、極め
て非線形なものになる。このような理由から、ロボットヘリコプターの分野における多くの研究者達
（例えば、Montgomery［1999］）は、このダイナミクスを支配する一連の方程式全てを解こうとはし
てこなかった。その代わり、ヒューリスティックや、シミュレーション、試行錯誤に基づき、制御シ
ステムのゲイン用の適切な値を見つけてきたのである。
ロボットヘリコプターの制御は、AVATAR で用いられているような階層型の行動規範型アーキテ
クチャを用いて非常にうまく行うことができる。このロボットヘリコプターのアーキテクチャは、事
例研究として第 5 章で述べる。
様々な種類のロボット型飛行機体への興味は、軍用や民間用の両方で、将来増していくだろう。こ
のような応用には、飛行機、ヘリコプター、鳥や虫をモデルにした翼をばたばたさせるような飛行機
体さえもが含まれるだろう。

1.8.7

家庭用ロボット Roomba

家庭用のお手伝いとしてのロボットの使用は、これまでずっと、人々の想像の中にあった。1960
年代の人気のあった TV 番組宇宙家族ジェットソンでは、家庭用ロボットが登場し、エプロンを付け
たメイドの様な服装をしており、掃除機を押していた。2002 年、アメリカのロボットの会社である
iRobot は、完全な自律型の電気掃除ロボット Roomba（図 1.1（g））を基本価格 $199（約 2 万円）で
売り出した。この注目すべき小さなロボットは、スイッチを入れ、部屋の大きさ（大、中、小）が選
択されると、それ以降、完全に自律的に行動する。このロボットは、壁に到達するまで、半径を大き
くしながら螺旋運動でその部屋を動き回る。壁では、ソナーセンサを用いた壁沿いモードに移行する。
円形の機械の外装には、接触センサが装備されており、物体（例えば、椅子の脚）に接触すると、方
向を変える。バッテリの寿命は約 1 時間半あるので、家庭用の電気掃除機と同じまではいかないが、
大きな部屋でも掃除する能力を持つ。
Roomba は、たくさんの面白い機能を持っている。例えば、Roomba が動き回っている床のエッジ
を検知し、急落がある場合（例えば、階段の吹き抜けの上）は、停止する。その性能と適度の価格の
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結果として、2004年末の時点には、約百万台のロボットが販売された。Electroluxが製造するヨーロッ
パの掃除機ロボットは、Trilobite という名前が付けられている。Roomba と Trilobite は、最初の家
庭用ロボットであり、次の 10 年には、さらに多くの家庭用ロボットが期待されている。

1.8.8

エンターテインメントロボット AIBO

ソニーは、1990 年代後半に、最初のペットロボットである AIBO（Artiﬁcial Intelligence Robot）
を売り出した。このロボットは、その後、数回にわたり、修正・改善され、価格も劇的に下がってき
た。第 3 世代 AIBO の ERS-7（2004 年にリリース）を図 1.1（h）に示す。
AIBO は、多くの点で注目に値するロボットである。
1. ボールを追ったり、ボールと遊んだりする等の、様々な自律行動が可能である。これは、高度
な視覚システムと、（ボールを追ったり、「蹴ったり」するための）視覚と脚の動きの組み合わ
せによる。
2. 倒れても立ち上がることができる。
3. 接触や音声による人間のユーザからの入力コマンドを受け付けることができ、これにより、寝
たり、座ったり、しっぽを振ったりするといった振る舞いを行わせることができる。
4. 搭載されているコンピュータは、十分に洗練されており、ロボットの研究室が新しい動作をプ
ログラムすることができる（ソニーからコードへのアクセス権を与えられている場合）。
「ロボットサッカー」競技（RoboCup）
5. AIBO は、相互にインタラクション可能であり、今では、
の多数の団体で使用されている（Asada and Kitano 1999a）。
これらの動作は、このロボットを驚くほど生き生きとさせ、研究開発のツールやサッカー選手にな
るだけでなく子供の遊び友達になることもできる。今後 10 年の間に、更に半自律化した玩具がたく
さんもたらされそうである。エンターテインメントロボットの潜在的なマーケットは、例えば、工業
用ロボットに比べて、遙かに遙かに大きい。

1.8.9

２足歩行ロボット ASIMO

1990 年代の初頭、日本は、ヒューマノイド（人型）ロボット、すなわち、人間の体の構造に物理
的に類似し、2 本の脚で歩行する能力を持つ機械の開発に関する国家的な研究プロジェクトを発表し
た（*）。これに応じて、本田技研工業は、P-1、P-2、P-3 として知られる一連の歩行機械を設計、構築
した（図 1.12）。後半の章で説明するように、2 足歩行機は、これまでも開発されてきていたが、ど
訳注 : このプロジェクトは、経済産業省が 1998 年からの 5ヵ年計画で行われた「人間協調・共存型ロボットシステムプロジェクト」
を指すが、時期的には、本田技研工業の P-1、P-2 の開発はこれよりも先に開始されている。

1.7 知能／ 1.8 今日のロボットと関連する制御の課題のまとめ
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れもホンダの機械を特徴付けるような一定の安定した歩行能力（と階段昇降能力！）は持っていなかっ
た。P シリーズのヒューマノイドロボットは全て、複雑な遠隔制御ステーションから遠隔操作されて
いたが、例えば、一旦、前進や階段昇降を命じると、その繰り返し運動を勝手に行う機能を具備して
いた。これらの機械は、極めて大きく（身長が約 2m）、重かった。これは、1 つには、ロボットがバッ
クパックで運ぶバッテリに依るものであった。2001 年にホンダは、子供程の大きさのロボット、
ASIMO（Advanced Step in Innovative Mobility）を発表した（図 1.16 も参照）。2 脚ロボットは
第 8 章でより詳細に述べる。
歩行ロボットは、常に、人々を魅了してきた。P シリーズのロボットや ASIMO は、特に自律的で
も特に「知的」でもなかったが、2 本の脚による安定した歩行能力は、どこで展示されても、センセー
ションを引き起こした。（最近のバージョンの ASIMO は、音声認識や音声合成などの知能に関連す
るたくさんの機能を提示している）。ほぼ人間の大きさの機械が歩行できるとすると、すぐに、人間
のようなキャラクターを想像させ、人々は、その他の人間のような特徴も持つだろうと期待しがちで
ある。明らかに、我々の家や職場は、直立した 2 足動物がアクセスしやすいように作られている。こ
のような人々の想像は、直接、我々の家で、我々を手助けしてくれる能力を持つ人間のようなロボッ
トに繋がっていく。この種類の自律性は、近い将来には、達成できそうもないが、これらの歩行ロボッ

（a）

図 1.12
ホンダのヒューマノイドロボット。（a）P-3、（b）ASIMO
（写真は、本田技研工業の厚意による）
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（b）

トは、ヒューマノイドロボットの国際的な関心に拍車をかけ、この領域で、国際会議や多数の研究を
生み出してきている（第 13 章と 1.8.10 節参照）。

1.8.10

Cog

自律ロボットの紹介での最後の例は、MIT（マサチューセッツ工科大学）の人工知能研究所で開発
された上半身型ヒューマノイド Cog である（図 1.1
（ j ））。図に示したように、前述した移動ロボット
とは対照的に、Cog は位置が固定され、可動腕、頭部、目を持つ人型の上半身ロボットである。この
ロボットの腕と頭は、洗練されたサブシステムである。しかし、Cog の強力な能力は、その知性にあ
る。すなわち、人間とインタラクションし、学習する能力である。
事実、Cog プロジェクトの基本となるテーマは、「人間的な知性には、世界との人型のインタラク
ションを必要とする」である。これは、人間とのインタラクションが、ロボットの設計の根底をなす
ことを意味している。Cog の設計者は、そのロボットのある部分が、いくつか人間のような振る舞い
をすれば、それが簡単なものであったとしても（例えば、カメラの目で人の後を追ったり、話しなが
らジェスチャをするなど）、人がそのロボットをもう 1 人の人間であるかのように扱うようになるに
は十分であることに発見したのである。
Cog は、柔軟な背骨以外は、人間の上半身の感覚と運動を近似する一連のセンサとアクチュエータ
を具備する「頭脳」と考えることもできる。人間の胴体、頭部、腕の主な運動の自由度は、このロボッ
トに全て備わっている。視覚（カメラ）を持ち、聴覚は本書の執筆時点では開発中であったが、ある
程度の固有受容が、関節位置センサを介して可能であった。前述したように、このロボットのユニー
クさは、その知能に起因し、人工知能研究用のハードウェアプラットフォームとしても使用できるこ
とである。Cog は、2004 年後半に現役の研究から引退した。ヒューマノイドロボットは、第 13 章で
詳細に述べる。

1.9

まとめと本書の構成

本章では、移動ロボットの全領域の概観を与えた。基本概念（生物モデルを含む）のいくつかを紹
介し、ロボットのセンサとアクチュエータ、ロボットのソフトウェアに用いられる基本的な制御アー
キテクチャを説明し、ロボットの知能についてふれた。本書のテーマの 1 つは、ロボットの制御であ
るため、低レベルと高レベルの両方の制御を扱った。また、この領域の広さを、現在の移動ロボット
の研究と応用からたくさんの例を用いて示した。
本書の残りの部分は次のように構成されている。第 2 章～第 6 章は、背景となる構成要素を扱う。
これには、ロボットのハードウェア、生物学的な観点や工学的な観点からの制御、ソフトウェアアー
キテクチャ、ロボットの知能が含まれる。具体的には、以下がある。

1.9 まとめと本書の構成
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・ 第 2 章は、生物の制御システムを紹介し、ロボット制御システムを評価するための基礎を与える。
・ 第 3 章は、ロボットの主要なハードウェアの構成要素を概観する。これには、骨組み、センサ、
アクチュエータだけでなく認知アーキテクチャ、制御方式が含まれる。
・ 第 4 章は、第 2 章の工学版であり、低いレベルのロボット制御の概観を与える。
・ 第 5 章は、自律型移動ロボットに関するソフトウェアアーキテクチャを扱う。
・ 第 6 章は、知能や学習を取り巻く課題に当てる。
第 7 章～第 13 章は、ロボットの様々な実装と応用を述べる。具体的には、以下がある。
・ 第 7 章は、ロボットの移動運動の概要を与える。これには、車輪移動型、脚移動型、飛行移動
型、遊泳移動型、ほふく移動型ロボットが含まれる。
・ 第 8 章と第 9 章は、脚による移動運動を扱う。第 8 章は、2 脚移動運動を扱い、第 9 章は 4、6、
8 脚を用いた移動運動を考察する。
・ 第 10 章と第 11 章は、腕や手を含むロボットの操作を概観する。本書の焦点は、ロボットの移
動性にあるが、多くの移動ロボットは、腕を持つ（もしくは、持つだろう）。物体を把持する
ために、これらの腕は、手で終端する必要がある。従って、第 10 章と第 11 章は、これらの話
題の概要について手短に述べる。
・ 第 12 章は、マルチロボットシステムにおける制御と協調の課題について考察する。
・ 第 13 章は、ヒューマノイドロボットに焦点を当てる。これは、第 8 章の 2 脚移動運動に関す
る内容と、第 10 章と第 11 章の腕の動作や把持に関する内容に基づくものである。
第 14 章～第 15 章は、現在と将来の研究について扱い、その後に付録が続く。具体的には、以下が
ある。
・ 第 14 章は、位置推定（「自分はどこにいるか？」）、ナビゲーション、マップ作成の課題に焦点
をあてる。これらは全て、現在、最も激しい研究テーマである。
・ 第 15章は、ロボット工学の将来に関する筆者の見解を提示する。ここには、人類に対してロボッ
トが潜在的に持つさらなる有益性と、ますます知的で自律性を持つ多数のロボットが引き起こ
す可能性のある危険性の両方が含まれる。
・ 本書の付録では、線形フィードバック制御の基本的な概念やラプラス変換の使用に馴染みのな
い読者のために、これらの概念を分かりやすく紹介する。
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第１章

2

生物システムにおける制御と調節

Control and Regulation in Biological Systems

概要
本章の目的は、動物がその内部環境を調節し、外界における運動を制御する方法についていくつか
の側面を提供することである。そして、ロボットのコントローラ設計の枠組みを与えることを目的と
して、これらの制御と調節の方法を、工学的な制御システムで使われる方法と比較し対比する。本章
の最後の節では、ロボット制御へのいくつかの一般的なアプローチを概説し、生物からの発想がこれ
らのコントローラの設計と実装の両方に与える影響について示す。

2.1

恒常性

生 物 の 内 部 環 境 に お け る 自 動 的 な 調 節 は、 生 理 学 者 W. B. Cannon の 造 語 で あ る「 恒 常 性
（homeostasis）」（W. B. Cannon 1939）を用いて記述されることが多い。（実際には、内部環境が一
定であるという性質が生命に欠かせないものであると最初に論じたのは、おそらく 1865 年の Claude
*2
Bernard である。 ）哺乳類での「内部環境」は、深部体温や、血圧、組織の二酸化炭素（CO2）の濃

度、血液中の特定の生化学物質の濃度のような変数に関連する。これらのような変数は、動物が普通
に行動している間は、かなり狭い範囲に留まる傾向があるが、感情的な状態や激しい運動の最中や病
気の場合には、劇的に変化することがある。工学的な視点からは、これらの量は「調節」されている
と考えられる。
恒常性制御システムの明確な特徴を明らかにするために、図 2.1 に示されるような血流量の制御を
考える。生体は血流量を調節するための多くのメカニズムを持ち、これには尿の量の制御や、発汗、
呼吸中の水分の損失が含まれる。この最後のものは、不感水分損失と呼ばれ、重要な場合がある。生
体からの水分損失を調節するこれらのメカニズムは、水分を飲んで摂取することとでバランスが取ら
*2

"La ﬁxité du milieu intérieur est la condition de la vie libre." （内部環境が一定であるという性質は、自由な生命の前提条
件である。）

2.1 恒常性
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れている。ここでは差し当たり、血流量を調節する方式の 1 つとしての尿の排泄の制御に集中する。
人間（または脊椎動物）が飲料水のない砂漠で過ごすことを想定する。水分は発汗による蒸発と対流
によって失われるだろう。水分の損失は血液の濃度を上昇させ、それによって体内の多数の半透膜に
おける浸透圧を変化させるだろう。この浸透圧の変化は、視床で浸透圧受容器によって感知され、そ
れは信号を脳下垂体へ送り、抗利尿ホルモン（anti-diruretic hormone；ADH）と呼ばれるホルモン
の分泌を増加させる。それが腎臓へ達すると、このホルモンは腎細管の濾過特性を変化させ、血液か
ら取り除かれて膀胱に達する水分量を減少させる。このため、排尿が減少して血流量が維持され、同
時に喉の渇きが増して、水分の摂取を促す。
このシステムのいくつかの側面が以下の通り明らかである。これは複雑であり、センサ、神経系の
制御信号、化学的な制御信号、アクチュエータを伴う。図中の点線で示されるように、複数の制御ルー
プがあることにも注意してほしい。生体は血流量センサも備え、それはさらに別の一連のフィードバッ
ク信号を提供している。この形の冗長な制御は生物の制御システムの典型である。以下では、工学的
な制御システムと生物の制御システムの間の違いをより詳細に探る。
水分摂取

脳下垂体
（コントローラ）

抗利尿
ホルモン

腎臓

水分損失

全身の循環
（プラント）

血液濃度
血流量

他のコントローラ
視床下部
浸透圧受容器
（フィードバックセンサ）

図 2.1
血流量制御システム

2.2

容量受容器

工学的な制御システムと生物の制御システム

図 2.1 の恒常性制御システムを工学的なフィードバック制御システム（図 1.3 で示され、図 2.2（a）
に再掲したもの）と比較する。第 1 章で論じたように、フィードバック制御システムは以下を必要と
する。
・ 制御変数の目標値または参照値
・ 制御変数を測定するセンサ
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・ 変数の目標値とその現在の実際値の間の差を決定するコンパレータ
・ アクチュエータまたはエフェクタに適切なコマンドを与え、変数を望ましい方向に変えるため
のコントローラ
閉ループ制御システムにおけるこれらの要素を図2.2（a）に示す。この図は、フィードバックセンサが、
あるモダリティから他のモダリティへセンサの出力を変更するコンバータとしても働くかもしれない
ことを明示している点に注意してほしい。例えば、制御変数は、圧力や、温度、電流であるかもしれ
ないが、センサの出力は電圧であり、それは目標値または参照値を表現する電圧と比較されるかもし
れない。
外乱
参照入力

誤差

＋



コントローラ

フィードバック信号

制御信号

プラント

制御変数

センサ / コンバータ

（a）
外乱
コントローラ

制御信号
プラント

暗黙的な参照と比較

制御変数

センサ

（b）
図 2.2
（a）工学的なフィードバック制御システムと（b）生物学のフィードバック制御システムの比較

以前に論じた血流量制御システムのような典型的な生物システムの機構と特徴は、工学的なシステ
ムとは著しく異なる。図 2.2
（a）と図 2.2
（b）の比較はこれらの違いを強調している。

2.2 工学的な制御システムと生物の制御システム
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2.2.1

参照値

参照値または目標値の問題を考える。工学的なシステムでは（図 2.2（a）のように）、調節すべき変
数の固定値または参照値と、その量を監視するセンサ、外乱を受けた場合に変数を目標値に戻すこと
のできるコントローラを用いることが一般的である。例えば電圧を調節しているシステムは、参照値
として高品質のバッテリを含んでいる場合がある。調節の行われる時計では、参照値として使用され
る水晶振動子を含んでいたり、グリニッジ標準時とローカルの時間を比較したりする場合がある。こ
れは生物の制御システムの場合とは異なる。なぜなら、生物の制御システムでは、
「セットポイント」、
すなわち参照入力信号を通常、特定することができないからである。このように、体温制御システム
のための温度の参照値として用いられる氷の塊、血圧の参照値や浸透圧の参照値として用いられる固
定の数値がないのである。それどころか、制御変数の変化が制御信号（神経的、化学的、または機械
的なもの）の対応する変化を引き起こし、その制御信号は負のフィードバックによって制御変数を調
節された値に戻す傾向がある。結果として、これらの「参照値」も変わりやすく、他の要因の影響を
受けることに注意することが重要である。例えば（血流量と同様に）血圧の制御で用いられるメカニ
ズムの 1 つは、腎臓によって濾過される血液の量と、尿として排泄するために抽出されて膀胱へ届け
られる水分の量を変化させることである。この「参照値」は固定されていない。いわゆる腎性高血圧
はこのシステムにおける参照値を引き上げるのである。
類似の状況が、ある種の工学的な制御システムで生じる。例えばサーモスタットによる温度制御シ
ステムは、室温を固定の参照値とは比較しない。それどころか、熱膨張係数の異なる 2 種の金属から
なる細片を用いるのである。室温が変化すると、その細片は別の方向に曲がって、要求通りに加熱器
または冷却器のスイッチを入れる。明らかに、このようなコントローラは固定の参照値を用いるもの
ほど正確ではないが、設計と実装が単純になる傾向がある。

2.2.2

コンパレータと負の符号

生物の制御システムには、参照値から変数の実際の数値を引いて誤差信号を出力する明白な「コン
パレータ」がない。このことは、生物の制御システムが負のフィードバックを使用しないことを意味
しているのではない。全く逆に、ほとんどは負のフィードバックシステムである。それどころか、負
のフィードバックは、センサとコントローラの組に作り込まれている。例えば、抗利尿ホルモンの分
泌を増加させる脳下垂体への刺激の増加が、水分損失の減少をもたらす。従って、負の符号が負の
フィードバックに結び付けられていることになる。

2.2.3

センサ

生物のシステムと工学的なシステムの両方がセンサを必要とする。例えば、恒常性は、調節される
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全ての変数に対して生物的なセンサを必要とする。（生物のシステムでセンサは受容器と呼ばれる。）
実際に、生物体はそのような様々なセンサを持つ。例えば、大動脈弓や循環の他の箇所に位置する圧
受容器は血圧の変化に敏感であり、視床下部の浸透圧受容器は血液の浸透圧を測定し、筋紡錘は筋肉
収縮の力と速度に対して敏感に出力する。感覚系は多くの受容器を備え、これには、よく知られた目
の網膜や内耳における受容器だけでなく、嗅覚系や触覚系における多数の受容器も含まれる。恒常性
に関する変数のための受容器の多くは伸張受容器である。これらのセンサは、例えば圧力の増加によっ
て伸ばされると、受容器から中枢神経系へ向かう神経線維に沿って、発火頻度の変化を引き起こす。
（中
枢神経系に向かう神経線維は求心性線維と呼ばれるのに対して、中枢神経系からの命令信号をもたら
すものは遠心性線維と呼ばれる。）例えば、大静脈と心臓の心房における伸張受容器は血流量センサ
として機能する。

2.2.4

アクチュエータ

アクチュエータまたはエフェクタは、生物の制御システムと工学的な制御システムの両方に存在す
る。生物システムで、それらは機械的である場合（例えば筋肉）もある。例えば血圧は、部分的には
小動脈管の収縮によって調節される。これらの管の断面が縮小すると、血流への抵抗が増すので、上
流への血圧が増大する。ある場合には、アクチュエータは本質的に化学的である。明示的に特定可能
なセンサが、全ての恒常性に関する変数に対して存在するとは限らない。ある場合には、特定の変数
はセンサによって「測定」されないかもしれないが、正常値からのずれがホルモンの分泌を増加また
は減少させるかもしれない。そのような状況では、センサとアクチュエータの役割が兼ねられている。

2.2.5

適応性

図 2.2（b）に明示的には示されないが、適応的であるという点で、生物のシステムは標準的な工学
的システムとは異なる。このことは、制御変数の値の変更が、フィードバック制御だけでなく、コン
トローラまたは制御されるシステムの特性の変化をもたらす場合があることを意味する。

2.2.6

制御の冗長性

図 2.2（b）は、すでに血流量制御システムに関連して言及したように、もう１つの生物システムの
側面、すなわち、制御の冗長性を示す。このシステムでさえ、話は以前に示したものよりも複雑であ
る。これまでは主に、浸透圧受容器によって感知される浸透圧を基準にした血流量の制御を論じた。
血圧は、動脈内の圧受容器によって感知され、抗利尿ホルモンの分泌にも影響を与える。さらに、大
静脈と大動脈の伸張受容器も、血流量の変動に起因する断面の変化に反応して、抗利尿ホルモンの分
2.2 工学的な制御システムと生物の制御システム
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泌に影響を与える。しかし、それが全てではない。腎臓は、その排泄の調整を通じて、血液中のナト
リウムの濃度も調節する。ここでは、制御信号は、腎臓皮質によって分泌されるもう 1 つのホルモン
であるアルドステロンによって提供される。究極的には、血流量の制御はこれら全ての制御ループの
一体的な効果に関係する。

2.2.7

多目的のコントローラ

生物の制御システムは多目的であることが多い。このため、発汗は体温と水分量の両方に影響を与
える。呼吸器系は主にガス交換に関係するが、生体から熱と水分も除去する。心拍数と末梢血管の収
縮における変化が、心拍出量と血圧だけでなく、抗利尿ホルモンの分泌（従って血流量）に影響を与
える。この最後のシステムを図 2.3 に示す。多くの生物のコントローラにおける多目的性の結果とし
て、それらの間に相互結合があるという事実がある。言い換えれば、1 つの変数の制御が、時には望
ましくない形で、他の変数に影響を与える場合がある。
工学的なシステムと生物のシステムが多くの点で異なり、恒常性制御システムが一般により複雑で
あるという先の議論から明らかなはずである。後の章で示すように、単純なロボット制御システムは
基本的に図 2.2（a）のモデルに従う。他方、ロボットが（センサとより洗練されたアーキテクチャの
追加によって）複雑になり、より多様な方法で人間と相互作用するようになるにつれて、生物システ
ムの性質にますます似た、より複雑な性質を備えた制御システムを必要とするだろう。このことは間
違いなく、ヒューマノイドロボットにおいて真であるだろう。
心拍出量
心拍数
コントローラ
末梢血管の収縮
または拡張

圧受容器
図 2.3
血圧制御システム
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センサ

全身の循環
（プラント）
抗利尿ホルモン
の分泌
動脈抵抗

動脈抵抗
a

2.3

多重レベルの制御：制御アーキテクチャ

生物の制御システムのもう１つの特徴は、多重レベルで動作するという点である。例えば歩行にお
ける脚の運動の制御を考える。第８章と第９章で示されるように、滑らかで水平な地形上での脚の移
動運動は、局所的な「反射」ループによって制御される。人間では、このことは、一定速度の歩行の
間の脚の運動のリズミカルなパターンが、脳の運動皮質と関係なく、主に脊髄に関係する局所的なパ
ターン発生器によって制御されることを意味する。このため、兵士は行進中に眠りに落ちることが可
能である。しかし、環境の変化（地形の勾配や表面の滑りやすさの変化など）への適応は、小脳から
の制御の入力を必要とするかもしれない。正確な足の（例えば岩だらけの地形における）配置には、
より高等な脳中枢からの入力を必要とするかもしれない。
生体は、可能な場合はいつでも局所的な制御を奨励するように見える。腎臓における水分の再吸収
の制御は、局所的なメカニズムによって支配されている。そしてこれらのメカニズムは生体全体に影
響を与えるかもしれない。例えば腎臓は適切な水分調節のために血圧の上昇を必要とする場合があり、
最終的に高い中心血圧（腎性高血圧）を引き起こすかもしれない。手と腕の運動は、反射によって（熱
いものから離れるときのように）制御されたり、より高等な中枢から制御されたりする場合がある。
制御に関するこれらの複数の中枢は、図 2.4 のように表現できる。
図に示されるように、制御の最上位レベルは（例えば随意運動のための）行動のプランニングを伴
い、最低レベルは反射制御からなる。前章に示し、第５章で論じるように、この種の多重レベルの階
層的な制御機構は、ロボット工学で一般に用いられる。各レベルの制御がフィードバック情報を必要
とすることに注意することが特に重要である。このように、末梢の筋肉の随意的な制御が、α運動
ニューロンによって伝達される信号を用いて得られる（第８章と第９章参照）。脳から末梢へ情報を
運ぶ神経線維は遠心性線維と呼ばれ、フィードバック情報を（例えば筋肉の伸張受容器から）もたら
すものは求心性線維と呼ばれる。フィードバックの重要性は、求心性線維が損なわれていない場合に、
特定の神経筋の病気を持つ患者のリハビリが遥かに容易であるという事実によって明らかである
（Perry 1992 参照）。猿を用いた実験により、手足のフィードバックの求心性線維が切断されると、
随意運動の遠心性線維が損なわれていない場合でさえ、猿は冒された手足を決して使わないことが
示されている。
多重レベルの制御のもう１つの例として、2.1 節で論じた血流量制御システムを再び考える。抗利
尿ホルモンの分泌に基づく水分の制御は中間的な制御メカニズムであるのに対して、飲むことは随意
的な上位レベルの制御メカニズムである。呼吸による水分損失は局所的な現象であるように見える。
明らかに、生物の制御システムはフィードバック制御システムであるが、多くの点で工学的な制御
システムとは異なる。次の節では、さらに２つの恒常性制御システムを分析し、これらのシステムと
工学的なシステムの間の違いをさらに示して明らかにする。

2.3 多重レベルの制御：制御アーキテクチャ
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上位レベルの
随意的な制御

センサ

中間の制御

筋 肉
（アクチュエータ）

反射の
（局所的な）制御
図 2.4
生物における制御の多重レベル

2.4
2.4.1

他の生物の制御システム
体温の制御

相互作用する制御ループの多様性をさらに探るために、図 2.5 に示されるような人間の体温制御シ
ステムを考える。人間の体温が約 37℃に維持されていることはよく知られている。この温度から著
しく逸脱していることは病気の兆候である。この図は体温制御システムを活性化するセンサを示すも
のではないが、それらは人体の中枢と末梢の両方に存在するのである。中枢の受容器は脳（視床）に
あり、末梢の受容器は皮膚にある。この図は、いくつかの制御メカニズムが低温の条件（太線で示さ
れる）のもとで存在し、他のものが熱の刺激（点線で示される）のもとで存在することを示す。
高温環境では、深部体温を 37℃に維持するために、２つの主なメカニズムが利用される。すなわち、
発汗と対流である。通常の温度条件で、一部の熱は対流を通じて、皮膚の表面と肺胞の湿った表面の
両方から失われる。事実、基本的な条件で人間の代謝は１時間に約 70 カロリーを生じ、そのうちの
16 カロリーは対流を通じて失われるのである。これは不感蒸泄である。人体の熱受容器が周囲の温
度の増加を示すと、いくつかのメカニズムが活動し始める。汗腺が活性化して、主に水分からなるが
若干の塩分も含んだ液体を分泌する。この水分が蒸発するにつれて、皮膚を冷やす。暑く乾燥した気
候で、発汗は１時間に３～４リットルの水分の損失を引き起こす可能性がある。明らかに、もし水分
を飲んで補わなければ、これは急速な脱水症状を引き起こすだろう。加えて、末梢血管が広がって、
熱を人体の深部から奪い、皮膚毛細血管を流れる血液が大幅に増加して、発汗に必要な水分を供給し、
対流を通じて皮膚を冷やす。加えて、飢えが減少する。なぜなら、食物を摂取すると、代謝が増加し
て、そのために深部における熱の生成がさらに増加するからである。
非常に低温の環境で、人体は他のメカニズムを用いて、深部体温を保護する。これには、震えや、
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体温の調節

一定体温の維持

汗腺

皮膚毛細血管

発汗の増加 発汗の減少

血管収縮

血管拡張

内分泌腺

代謝率の減少

入力

入力

高温状態

低温状態

減少

代謝率の増加

震え

減少
増加

増加
図 2.5
人間の体温制御システムの主な要素

骨格筋

熱の損失

熱の獲得

代謝率の増大、冷えやすい人体の末梢への血流の制限が含まれる。激しい震えによって産み出される
熱量は、安静時の約 5 倍になり得る。恒常性維持メカニズムが深部体温の低下を防止するのに十分で
ない場合、人間は飛び跳ねたり、その場で駆け足したりなどの随意運動を用いて、代謝率をさらに促
進することもある。
以前に述べた通り、体温制御システムには、固定の温度の「参照値」がなく、参照値から実際の値
を差し引いて誤差信号を生成する明示的な「コンパレータ」がない。むしろ、特定の化学反応が体内
の温度の変化によって促進されるのである。それらの変化は視床を刺激して、代償性の変化（発汗の
増大、末梢毛細血管の収縮または拡張など）を引き起こす。
毛皮を持つ動物は、体温調節のためのさらなるメカニズムを持っている。これは立毛と呼ばれ、毛
を立てるというものである。明らかに、毛が広がると、その断面が増大して、断熱性も増大する。
もちろん、読者が疑っているかもしれないように、ここで述べた複雑な叙述でさえ完全ではない。
代謝率は副腎と甲状腺からの分泌物によっても影響を受ける。飢えは低温状態で増大し、温度が上が
ると減少する。寒さが長期間続くと、脂肪組織の蓄積によって人体の断熱性が増大する。

2.4 他の生物の制御システム
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2.4.2

骨格筋の制御と伸張反射

単純な負のフィードバックシステムのさらなる例は、人間の膝蓋反射である。正確には恒常性維持
メカニズムではないが、生物の制御の他の側面を示すものである。この反射が引き起こされるのは、
人がテーブルの縁に座り、膝蓋腱（膝蓋骨のすぐ下にある）が素早く打たれるときであり、その腱が
つながっている大腿筋の伸張を引き起こす。
生物の筋肉は、それが及ぼす力を制御するのに不可欠な多くのセンサを伴っている。それらのセン
サの間で主なものは、筋紡錘とゴルジ腱器官である。筋紡錘は特殊な受容器細胞であり、それが位置
する特殊な筋線維は、骨格筋で力を引き起こす筋線維に対して並列になっている。このため、筋肉が
収縮するときに、筋紡錘は収縮して、Ia 求心性線維と呼ばれる神経線維に沿って信号を脳に送る。し
かし、これらの信号の強さは単に収縮力に比例するのではない。むしろ、それは収縮の幅と速度の両
方に依存するのである。筋紡錘が機械受容器であること、すなわち、機械的な運動を感知して電気信
号を生成する機構であることに注意すべきである。工学的な制御システムで、センサは、ある量を他
の量へ変換するという点で、変換器であることが多い。例えばポテンショメータは回転運動を電圧に
変換する。制御コンピュータがほとんど常に電気信号（一般に２進法形式のもの）を用いるので、そ
のような変換センサが制御に不可欠である。

筋紡錘

伸筋

中枢神経系への
フィードバック信号

ゴルジ腱器官

中枢神経系からの
α運動ニューロン

腱

脛骨

屈筋

大腿骨

図 2.6
人間の骨格筋制御システムの主な要素

筋紡錘に加えて、哺乳類の骨格筋は、腱に位置する特殊なセンサ機構も備えていて、これはゴルジ
腱器官と呼ばれる。（腱は筋肉と骨の間にアタッチメントとして働く特殊な機構である。）図 2.6 はこ
れらの主な機構の模式図を与えている。収縮信号がα運動ニューロン（収縮の開始を担当する神経線
維）に沿って到着すると、ゴルジ腱器官は筋肉を収縮させるらしい。このように、それは安全装置と
して働いて、及ぼされる力が支持器官へ損傷を与え得るほど大きくならないようにしている。
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図 2.6 は骨格筋（横紋筋）を示し、これは人体（骨格）に対して腕または脚の部位を動かすために
用いられることに注意してほしい。この筋肉は、心臓や末梢動脈管を収縮するような平滑筋とは区別
すべきである。図 2.7 で筋肉はフィードバック制御ループ（第 4 章参照）内に配置され、これは筋肉
の力の機能が能動的に制御されていることを示している。同様に、ロボットのアクチュエータによっ
て産み出される力の大きさは活発に制御されている。
筋紡錘が筋線維に対して並列に付いているので、筋肉の伸張は筋紡錘も伸ばし、脊髄に導く神経線
維に沿って発火の頻度を増大させるだろう。これらの内向きの（求心性）線維は外向きの（遠心性）
線維と接続し、それによって同じ大腿筋へ刺激のメッセージを運んで、有名な膝蓋反射でそれを収縮
させるのである。図 2.7 に示されるように、この収縮が線維を短くして、実際に負のフィードバック
の結果となることに注意してほしい。
以下のいくつかの観察がこの制御システムに関して可能である。
・ 膝の動作は、図 2.4 で制御応答の最下位レベルにある、全く不随意的な（反射）応答である。
・ このシステムは図 2.2（b）の基準的な生物のフィードバック制御システムに対応する。筋紡錘
はセンサであり、大腿筋は「プラント」であり、腱を伸ばすハンマーの打撃は外乱であり、脊
髄における反射中枢は「コントローラ」である。
・ これは実際に負のフィードバックシステムであるが、工学的なシステムにおけるようなコンパ
レータや誤差信号はないことに注意してほしい。負のフィードバックにおける「負の符号」は
システムのコンポーネントの応答に埋め込まれている。
第 8 章では、人間と二足歩行ロボットの移動運動の研究に関連して、この制御システムをより詳細に
論じる。
腱の伸張（外乱）

脊髄

制御信号

コントローラ
求心性線維の神経発火の
頻度の変化
（フィードバック信号）
図 2.7
筋肉の伸張反射（Khoo 2000 からの改作）

大腿の伸張筋

筋肉の収縮

プラント

筋紡錘
センサ

2.4 他の生物の制御システム
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