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This paper describes a development of motion programming simulator for multiple
autonomous mobile robots. 3D simulator has been developed to avoid unexpected motion caused
by bugs in the program. Communication between simulated environment and robot has been used
process communication with shared memory, that can use multiple mobile robots on this simulator.
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1. 緒

言

近年，多くの大学や研究機関でロボット研究が盛ん
に行われている．しかし実際にロボット研究を行って

載した山彦 (Fig.2) が存在する．これらの山彦の走行
制御部と位置推定部は共通であるので，同じ走行コマ
ンドを利用し，走行させることができる．

いると，どのような問題が発生するか予測がつかない
ため，常に動作検証を実機で行うわけにはいかない．
そこで，本研究では，ロボットの動作プログラムの
検証を，実機ではなくソフトウェアのシミュレータ上
で行う環境の実現を目指す．また，直感的に理解しや
すい 3 次元のアニメーションであればシミュレートし
た結果や問題点が明瞭に判断できる．そこで本研究で
は，本研究室所有の自律移動ロボット「山彦」を対象
とした，3 次元の動作プログラムシミュレータの開発

Fig. 1 Yamabico1

を行うこととした．

Fig. 2 Yamabico2

2·2 コントロール アーキテクチャ

山彦のコン

2. 山彦のシステム構成と動作プログラム

トロールアーキテクチャは，Fig.3 に示す通り，システ

2·1 システム構成
本研究室で使用する移動ロ
ボット「山彦」は，筑波大学で研究開発が行われてい
る山彦型ロボットをベースに，本研究室で研究開発を

ムプログラムと動作プログラムの 2 つのプログラムか
ら構成され，独立のプロセスとして動作しており，こ

行ったものである．この山彦は，左右 2 つの車輪が駆

ステムプログラムは，主にロボットの基本的な動作を

動輪となっており，この左右 2 つの車輪を独立のモー

実現するものであり，動作のパラメータは動作プログ

タで個別に制御することで，任意の指定経路を走行さ

ラムより渡される．よって，ユーザは動作プログラム

せることができる．自己位置推定には，モータのエン

の変更のみで，山彦を動作させることができる．

の間はプロセス間通信を用いて情報を送受信する．シ

2·3 動作プログラム

コーダから得られるパルス数を用いたオドメトリによ
る自己位置の推定法を採用している．
本研究室では，山彦を 2 台所有しており，マニピュ
レータを搭載した山彦 (Fig.1) と，単眼視カメラを搭
∗
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山彦の走行制御コマンド

は，筑波大学の山彦で使用されている走行モジュール
ソフトウェア「Spur」を参考に整備し，実装を行った
(1)

．この制御コマンドは，C の関数として実装されて

おり，直線に追従して進む・旋回する・停止するなど
の基本的な動作を組み合わせることで，ユーザの望む
自在な走行を可能とする．また，マニピュレータの制

ミを捨てた．実機の動作では，5 回試行に対し，4 回
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成功した．失敗した 1 回は，最初の移動ロボット設置
場所がずれていたことに加えて，オドメトリの誤差が
発生したことが原因であった．

マニピュレータ制御系
関数群

Fig. 3 Navigation control system
御のため，マニピュレータ制御コマンドを付加した．
動作プログラムは，これらのコマンドの組み合せで構
成される．本研究におけるシミュレーション対象は，
この動作プログラムである．

3. 動作プログラムシミュレータの構成
対象とするロボットは，マニピュレータ搭載型山彦と

Fig. 5 Simulation of Ex.1

Fig. 6 Test run of Ex.1

4·2 Ex.2:2 台の山彦による衝突回避
4·2·1 動作内容
2 台の山彦の走行経路が直角に
交差する経路を指定する．山彦同士が接触しそうにな
れば，一方の山彦が停止して衝突を回避する．

作プログラムの実行経過を PC の画面上に Gtk+(Gimp

4·2·2 動作結果
シミュレータによる動作結果よ
り，衝突回避が確実に行われていた．実機の動作では，
オドメトリの誤差が発生するため，山彦同士がかなり

Tool Kit) 及び OpenGL を利用して 3 次元で描画させ，

近接した時があったが，衝突は回避できた．

カメラ搭載型山彦の 2 台とした．シミュレータは，各動

動作の様子を確認できるものとした．また，Fig.4 に
示すように，2 台の山彦は完全に独立したプログラム
で動いており，各動作プログラムは，環境表示部や他
方の山彦に依存せずに，独立してシミュレータに参入
できる．つまり，単独で動作させることも，複数台で
動作させることも可能である．
Environment Display

Fig. 7 Simulation of Ex.2
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Fig. 8 Test run of Ex.2

5. 結

言

Shared Memory

本稿では，複数台自律移動ロボット研究のための動
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作プログラムシミュレータの構成について述べた．ま
た，同一の動作プログラムを実機に適用し，シミュレー
タの動作検証と比較することで，シミュレータの有用
性を確認した.

Fig. 4 Relation of Programs

4. シミュレーション例
同一の動作プログラムを用いて，シミュレータの動
作検証とロボット実機での動作の比較を行った．

4·1 Ex.1: マニピュレータ搭載型山彦によるゴミ捨て
4·1·1 動作内容
移動ロボットがマニピュレータ
にゴミを把持した状態で，ゴミ箱の手前まで移動する．
ここでマニピュレータがゴミ箱の上に移動した後に，
ハンドが開きゴミ捨てを行う．

4·1·2 動作結果
シミュレータによる動作の結果
は，想定した軌道に沿って移動ロボットが追従し，ゴ

今後の課題として，ロボット実機のセンシングをシ
ミュレートできる，疑似的なシミュレータ用のセンサ
の実装などを行い，より精度の高いシミュレーション
を実現することが挙げられる．
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