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Summary

This paper describes an evolutionary way to design behaviors of a mobile robot for recognizing
environments. We have proposed AEM approach for a mobile robot to recognize environments. In
AEM, a mobile robot acts in the environments and the action sequences are obtained. The action
sequences are transformed into environment vectors which characterize the environments, and the
robot identifies the environments with similarity between environment vectors. Suitable behaviors for
AEM have been described by a human designer. However the design is very difficult for them because
of the huge search space. Thus we propose an evolutionary design method of such behaviors using
genetic algorithm and make experiments in which a robot recognizes the environments with different
structures. As results, we find out that our approach is promising to automatically acquire behaviors
for AEM.

1. は じ め に

本研究では，行為に基づく環境モデリング AEM

（Action-based Environment Modeling）に適した移

動ロボットの行動を，遺伝的アルゴリズムGA（Genetic

Algorithm）を用いて，進化的に獲得することを目指

す．AEMとは，従来のように移動ロボットのセンサで

観測された情報を統合して環境の全体的な精度の高い

幾何学的地図をつくるのではなく，その環境でロボッ

トが一連の行動を実行して，その結果得られる行為系

列（action sequence）に基づいて環境をモデリングし，

環境認識をすることである．ここで，行動（behavior）

とは，“IF 状態 THEN 行為”というルールであり，本

研究において移動ロボットは，行動の集合を与えられ，

センサ値を状態に変換し，その状態を IF部としてもつ

行動のTHEN部の行為を実行するという行動ベースに

より動作する．また，状態（state）とは，環境のセン

サ情報を離散化したものであり，行為（action）とは，

ロボットのアクチュエータによる環境への操作であり，

具体的には移動ロボットのモータコマンドである．

例えば，5・1節の図 6～図 10は，形の違う環境で

のロボットの移動軌跡を示している．この移動ロボッ

トは与えられた行動に従って移動を行っているが，そ

の結果それぞれの環境に依存して異なった行為の系列

が得られる．AEMは，この行為系列を基に環境を識

別する．ただし，AEMに適した行動は識別すべき環

境に依存するので，最初から考えられるすべての環境

に対して有効な行動を与えることは難しく，またその

ような行動を人間が試行錯誤的に設計することも非常

に困難である．よって，本研究では，AEMに適した

行動を GAにより自動獲得させることを目指す．

なお，探索手法として，GAを用いたのは，評価関

数についての仮定，探索ヒューリスティックス（バイ
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アス）などの知識がなくても良好な結果が期待できる

という理由による．

遺伝的プログラミングGP（Genetic Programming）

[Koza 92]による移動ロボットの行動学習は，いくつ

かの先行研究 [Reynolds 94, Koza 91, Ito 96, Nordin

96]がある．しかし，それらは，障害物回避等のように

行動毎に独立に評価が行える単純な領域を扱っている．

それに対して本研究では，それぞれの環境において得

られた行為系列を用いて環境認識ができるような行動

をGAで獲得する．よって，行動は単独では評価でき

ず，各環境で実行された行為系列間の関係により評価

されるため，より問題が複雑になっている．

2. 行為に基づく環境モデリング

本研究では，「ロボットが現在いる環境を，過去に訪

れたことのある環境と同定すること」を環境認識と呼

ぶ．赤外線近接センサしか持たず，精度の悪いデッドレ

コニング（dead reckoning）∗1しかできない低機能な

移動ロボットに環境認識をさせることを考えよう．こ

のような単純な移動ロボットを用いて環境認識を実現

することは，実装のコスト面，あるいは，大域的な情

報が得られにくい環境において価値がある．このとき，

従来のように局所的なセンサ情報を統合して，絶対座

標のどの位置に障害物があるかを示す幾何学地図をつ

くる方法 [Clowly 85]は実現困難である．なぜなら部

分的情報の統合に必要な絶対座標が大きな累積誤差を

含んでしまい，それからつくられた幾何学地図は，現

実と著しく異なったものとなるからである．

よって，より頑健で環境認識に必要な情報を含む環

境のモデリングが必要になる．そこで我々は，環境の

構造を反映するように行動を設計し，環境でロボット

が実際に行動することで得られる行為系列から環境の

構造を抽出して環境をモデリングする方法を提案して

きた [Yamada 98b]．行動を設計する際に，幅をもった

センサ情報に対して行為を割り当てておけば，ノイズ

に対して頑健である抽象化された環境の記述として行

為系列を利用できる．また，同様の発想に基づいたい

くつかの手法 [Nehmzow 91, Mataric 92, 加藤 96]が

ある．我々は，このような手法を行為に基づく環境モデ

リング AEMと呼ぶ．AEMには，構造化されている

環境を扱うもの [Mataric 92, Yamada 98b] から構造

を必要としないもの [加藤 96]まで，また視覚等の高度

な情報も扱うもの [Mataric 92]から近接センサだけを

* 1 移動距離計，モータの回転計などの内界センサだけを用
いて，現在位置を決定すること．

用いるもの [Nehmzow 91, 加藤 96, Yamada 98b]ま

での様々な実現方法がある．ここでは，実機での実装

の容易性と，得られた環境モデルから実際の環境認識

までを扱っている点を考慮して，我々の手法 [Yamada

98b]を本研究で用いる AEMとして採用する．

また，AEMのように行為系列だけから環境モデリ

ングをするのではなく，行動により得られたセンサ情

報の系列を基に環境モデリングを行う研究 [Mataric

92, Nakamura 96]もある．これらの研究は，センサ情

報の系列に基づいてはいるが，センサ情報と行為が強

く関連付けられている場合は，AEM と本質的に等価

なものと考えられる．

2・1 AEM手続きの概要

我々の研究 [Yamada 98b]に基づいて，本研究で対

象とするAEMを説明する．ただし，本研究で対象とな

る環境は，多角形の閉領域である．AEMの処理の流れ

を図 1に示す．学習方法として，1-Nearest Neighbor

法 [Dasarathy 91]を用いる．この方法は，どのクラス

に属するかがわかっている既与の訓練例を事例として

蓄えておき，与えられた試験例に対し事例との距離を

計算して，それが最小である事例のクラスにその試験

例も属すると判定する．

処理は，訓練フェーズ（図 1(a)）と試験フェーズ（図

1(b)）にわかれる．まず，訓練フェーズでは，ロボット

が，与えられた行動をもとに実際に識別すべき複数の

環境（訓練環境）で行為を行う．そして，それぞれの

訓練環境で得られた行為系列を環境ベクトルに変換し

た後に事例として蓄える．次の試験フェーズでは，判

定すべき環境（試験環境）においてロボットが行動し，

そこで得られた環境ベクトルとのユークリッド距離最

小の事例のクラスにより環境認識を行う．

2・2 AEMの問題点

AEMでは，行為系列が環境の構造を反映するような

適切な行動を用意する必要がある．しかし，そのような

行動をいかに設計するかという問題がある．これに対

し，従来は環境に応じて適切な行動を設計者が設計して

いた．壁沿い移動（wall-following）[Mataric 92, Ya-

mada 98b, Nehmzow 91] や，ランダムウォーク [加

藤 96, Nakamura 96]がよく用いられるが，これらの

行動は，環境の輪郭の形状や面積などの構造が，環境

認識に利用できることを前提にしている．よって，そ

のような前提が成り立たない場合，さらには，環境の

構造のどの部分に注目して認識すればよいのかが設計

者にもわからないような場合，AEMにとって適切な
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訓練環境

環境ベクトル
への変換

行為系列

環境ベクトル

(a) 訓練フェーズ (b) 試験フェーズ

事例を記憶

試験環境

環境ベクトル
への変換

行為系列

環境ベクトル

事例と比較

図 1 AEMの概要

行動を設計することは非常に困難なものとなる．例え

ば，輪郭の異なる環境を識別するためには，壁沿い移

動が適切と考えられるが，さらに輪郭は同じだが，窓

の有無や障害物の有無等により環境を識別する場合は，

はるかに複雑な行動が必要になる．また，一般に適切

な行動の候補は膨大にあるため，人間の設計者が思考

錯誤的に探索することは現実的でない．よって，認識

すべき環境の構造に応じて，AEMにとって適切な行

動を自動的に決定するメカニズムが必要となる．

3. 環境認識のための行動獲得

本研究では，計算機上のシミュレーションで行動を

評価して，遺伝的アルゴリズムにより，既与の環境を

AEMを用いて識別するために適切な行動を進化的に獲

得することを目指す．なお，本論文は，[Yamada 98a]

に更なる実験結果と考察を加えたものである．

以降では，状態と行為の記述を行っていくが，探索

空間を狭める意味で，状態記述及び行為記述ともにで

きるだけ少なくすることが望ましい．

3・1 小型移動ロボットKheperaのモデル

KheperaTMは，人工生命，人工知能研究で広く使わ

れている小型移動ロボット（直径 55mm，高さ 30mm）

であり，本研究でも，最終的に学習された行動を実装

する実ロボットとして Kheperaを用いることにする．

Khepera の概観図とセンサ位置を図 2，図 3に示す．

Kheperaは，モトローラ 68331（16MHz）を搭載し，

赤外線近接センサと光センサが一体になったセンサを

8個と駆動用に 2個の DCモータをもつ．

図 2 Khepera概観

2

0
1

3
4

5

7 6

赤外線近接/光センサ
DCモータ

図 3 センサ位置

3・2 状 態 の 記 述

Kheperaのような単純な移動ロボットでは，累積誤

差のためにデッドレコニングで自分の絶対座標を求め

ることは非常に困難である．よって，ロボットにとっ

ての環境の状態を，現在のセンサ値の範囲で記述する．

〔 1〕 距離による状態

Khepera のもつ 8 つのセンサは，光の強度，障害

部との距離に関連してそれぞれ 10bit（= 1024）の離

散値を返す．しかし，距離では，センサから 50mm付

近でクリスプな反応を示すので，近接センサの値は，

50mm以内に物体が存在するか否かの 2値とする．

さらに，状態数を少なくするために，前方の 2つの

近接センサ（図 3の 2，3）は，2つのセンサ値の OR

をとることにより一つにまとめる．また，左右斜め前

方の 2つのセンサ（図 3の 1と 4）は，左右と前方のセ

ンサで捕捉できるので，これらは使わない．さらに，後

述のように移動ロボットは後進しないとするため，後

方の近接センサも使わない．よって，考慮すべき赤外

線近接センサの数は，前方，左右方向の 3つとなり，各

センサが 2値をとることから，近接センサの全状態数

は，23 = 8となる．

〔 2〕 光による状態

次に，光センサの状態を考える．本研究では，光源

に接近し，そして近付き過ぎると離れる，あるいは，最

初から離れる等の単純な行為を考えているため，移動

ロボットに対する光源の相対的な方向と，2値程度の

光の強度を用意する．ただし，ここでも出来る限り状

態数を少なくするため，図 3のセンサ 0，2，5，6だけ

を用いて，最も光の強いセンサ位置とそのセンサ値を

しきい値 100で 2値にしたもので，光による状態を記

述する．ただし，ほとんど光の強さに偏りのない状況

で光の強さ最大方向を調べても意味がないので，セン

サ値の最大と最小の差が 100以下の場合は，ひとつの

状態とする．よって，光による状態は，光強度最大の

センサ位置が 4通り，その値が 2通り，そして，光の

強度に偏りがない状態が 1通りとなり，考えられる状
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態数は，4× 2+ 1= 9 となる．

以上の距離による状態と光による状態を組み合わせ

た総状態数は，8× 9= 72 となる．

3・3 行 為 の 記 述

行為は，我々のAEM研究 [Yamada 98b]を参考に，

以下に示すような 4つの行為を用意する．

•A1：直進．5mm進む．

•A2：進行方向に対し，30̊ 左回転する．

•A3：進行方向に対し，30̊ 右回転する．

•A4：進行方向に対し，180̊ 左回転する．

これら 4 つの行為が実行されて，移動ロボットは，

環境内を徘徊する．その結果，実行された行為系列が

得られる．

3・4 行為系列のベクトルへの変換

得られた行為系列は，次に示す手続きにより，環境

の構造的特徴を表す環境ベクトルに変換される．今，行

為系列を [a1, a2,· · ·, an] (ai ∈ {A1, A2, A3, A4})，
環境ベクトルを V = (v, v, · · ·, vm) (n ≤ m) とす

ると，V のベクトル値が v から vn の順に，以下に

示すBI変換 [Yamada 98b]により決定される．ただ

し，v0 = 0とする．この v0 は，v1 を計算するときに

だけ使われ，出力の環境ベクトル中には現れない．な

お，このBI変換は，チェインコーディング [Arkin 91]

の一種である．

(1) ai = A1 なら，vi = vi−．

(2) ai = A2 なら，vi = vi− + 1．

(3) ai = A3 なら，vi = vi− − 1．

(4) ai = A4 なら，vi = −vi−．

4. 遺伝的アルゴリズムの適用

前節で設定された状態数は 72 であり，行為数は

4 である．ここで，行動とは，“IF 状態 THEN 行

為” というルールなので，考えられる行動数は，472

（≈ 2.2 × 1043）となる．この膨大な組合せの中から，

AEM に適した行動を探索しなければならない．本研

究では，進化的探索手法であるGAを用いて行動の探

索を行う．

遺伝的アルゴリズムGA [Holland 75, 伊庭 94] は，

問題の解候補を染色体としてコーディングし，それら

を適合度関数により評価して，個体間の交叉，突然変

異などのオペレーションを世代毎に適用することによ

り，進化的探索をおこなう．

4・1 GAの手続き

以下に，本研究で用いる GAの手続きを示す．

Step1 初期集団の生成：個体数N の個体をランダム

に生成し，初期個体集団 I1, · · · , IN とする．

Step2 適合度の計算：個体集団の各個体 I1, · · · , IN

について，適合度 f1, · · · , fN を計算する．

Step3 終了条件が満たされれば，終了．（なお，具体的

な終了条件は，5章で示される．）

Step4 選択： f1, · · · , fN に基づき個体集団から，子

の候補集団 C を選択する．

Step5 交叉：C から交叉率 Pmut の確率でペアをラ

ンダムに選択する．そして，それぞれのペアに対

し交叉を適用し，その結果生成されたの 2つの子

を先のペアと置き換えて，集団 C を更新する．

Step6 突然変異：突然変異率 Pmutを突然変異の生起

確率として，集団 C の遺伝子をランダムに変更す

ることにより，個体集団を更新する．そして，C

で，全体の集団を更新する．

Step7 Step2 へ．

選択の方法，交叉オペレータ，交叉率，突然変異率，

さらに染色体のコード化について，以降述べていく．

4・2 各種手続き，パラメータの設定

経験的に適切と考えられている各種手続き，各パラ

メータを以下のように設定した．

•個体数：50に設定．

•選択方法：エリート戦略とトーナメント方式 [伊庭

94] を用いる．適合度が最大であるエリート個体

一つをそのまま残す．また，エリート以外の個体

から，トーナメントサイズ = 2 のトーナメント方

式を用いて，集団 C を構成する．

•交叉オペレータ：一様交叉 [伊庭 94]を用いる．

•交叉率 Pmut：0.8 に設定．

•突然変異率 Pmut：0.05 に設定．

4・3 行動のコード化

本研究では，同じ状態に対して複数の行為を割り当

てるような確率的な行為選択は行わないため，問題の

解候補，つまり行動は，一つの状態から一つの行為へ

の 1対 1写像である．よって，図 4のように，72の全

状態状態 {s1, s2, · · · , s72} に対し，1 つの行為 An ∈
{A1, · · ·, A4}を割り当てるコード化を考える．図 4の

72文字からなる文字列が GAでの染色体（遺伝子型）

になる．
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図 4 行動のコード化

4・4 適合度関数の設定

適合度関数は，染色体を評価する重要な基準である．

本研究では，“AEMに適した行動の獲得”を目標とし

ているため，当然適合度は，その目的に沿ったもので

なければならない．本節では，そのような適合度関数

の設定を行う．

まず，AEMの行動に求められる条件として，以下

のものが考えられる．

•行動の停止性：環境においてロボットが停止しな
いと，行為系列を得ることはできないため，停止

性はAEMにとって最も重要な条件である．また，

一定の移動距離あるいは移動時間で行動を停止す

るようなことは避け，移動ロボット自身が環境構

造に依存した条件で停止すべきである．例えば，行

為系列の長さが，環境の大きさに相関があるよう

な設定が望ましい．

•環境の識別精度：AEMの行動にとって，次に重

要な条件として，異なった環境ができるだけ高い

精度で判別できることがある．

•認識効率：AEMでは，認識のために行動しなけ

ればならないため，行動に依存して認識効率が大

きく変わる．よって，できるだけ効率のよい行動，

つまりできるだけ少ない行為で環境認識できるよ

うな行動を獲得することが望ましい．

以下で，各条件について，具体的に適合度関数を設

定していく．

〔 1〕 行動の停止性の評価

本研究では，移動ロボットの出発点は，大まかに同

定可能であると仮定する．よって，環境の大きさを反映

できる停止条件として，環境を徘徊し，一定ステップ内

に，出発点の近傍に戻って来たときに停止させること

にする．このような行動を帰巣（homing）と呼び，帰

巣が達成されたときに行動は停止する．さらに，一度

は出発点近傍から出たことも評価することを考え，下

の評価関数 g を用いる．この関数の値域は，[0, 1]で

あり，g =1のとき，すべての環境で帰巣が成功したこ

とを意味する．なお，下式の “総環境数”とは，訓練環

境と試験環境の和集合である．

g =
（脱出成功個体数）+（帰巣成功個体数）

2 ×（総環境数）

上の評価値を得るには，ある環境で帰巣できなかっ

たとしても，各個体をすべての環境で行動させなけれ

ばならない．しかし，経験的には，ある一つの環境で

帰巣できない個体は，他の環境でも停止しない場合が

多いこと，さらに，環境での行動の回数が全体の実験

時間に大きく影響することから，個体の評価は，ある

環境で帰巣できなかった時点で，g =0として終了する

ことにする．よって，環境は順に調べられ，帰巣でき

なかったときにその個体の行動は打ち切られる．

〔 2〕 環境の識別精度

本研究では，環境の識別方法として，1-Nearest

Neighbor法を用いているが，この方法により試験環境

がどの程度正しく識別されるかが識別精度の評価指針

となる．よって，正しく識別された試験環境数を全体

の試験環境数で割って正規化した下式で記述される関

数 h を，環境の識別精度の評価関数として導入する．

関数 hの値域は，[0, 1] であり，h = 1のとき正答率

100%となる．また，識別精度よりも停止性を優先する

ため，gが 1になるまで，hの値は 0 とする．

h =

{ 正しく識別された試験環境数
試験環境の総数

g = 1

0 0 ≤ g < 1

〔 3〕 認識効率

AEMでは，環境を観測するだけではなく，実際に

環境において行動することなしには，認識ができない．

一般に実世界での行動は多くの時間コストを必要とす

るため，AEMは，観測による認識よりも環境認識の

効率が悪いことが問題となる．よって，できるだけ短

い行為系列で環境を認識できることが重要である．そ

こで，下式の評価関数 kを導入する．訓練環境と試験

環境のすべての例において，その認識に要した行為系

列の長さの総和をとり，行為系列の長さの上限の総和

で割って正規化する．

k =


 1 −

∑n

i=1
Si

n ∗ Smax
h = 1

0 0 ≤ h < 1

上式において，Siは，環境 iで得られた行為系列の

長さ（= 行為数），Smaxは，許されている行為系列の

長さの上限，nは環境数である．関数 kの値域は，(0,

1] であり，値が大きいほど，環境認識の効率がよい．

また，認識効率よりも識別精度を優先するため，識別

精度関数 h が 1 になるまで，kの値は 0とする．

以上で述べた，評価関数 g, h, kを使って，適合度関数

f = g+h+kを設定する．これにより，まず 0 ≤ f ≤ 1

で停止性が成り立つようにして，次に 1 < f ≤ 2で環

境の判別能力を保証させ，最後に 2 < f < 3で認識効
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初期集団の生成

選択，交叉，突然変異

シミュレーションによる個体の評価
（停止性，認識精度，認識効率）

適合度の計算

終了条件のチェック

図 5 全体の手続き

率向上を目指すということになる．

以上の手続きをまとめると，図 5のようになる．シ

ミュレーション上で移動ロボットを各個体の遺伝子に

書かれた行動を使って走らせた結果から，適合度を計

算している．

5. 実 験

以上のような枠組で，AEMにとって適切な行動が実

際に獲得できるのかどうかを調べるため，実験を行う．

障害物回避等のように行動毎に独立に評価が行える

領域では，GAのそれぞれの個体の行動を時分割的に

一定時間だけ適用してロボットを走らせ，適合度を評

価できるので，実機のロボットを連続して走らせなが

らのオンライン学習の研究例がある [Nordin 96]．し

かし，本研究では，行動は単独では評価できず，各環

境で実行された行為系列がすべて得られたときに，始

めて適合度が評価される．このことは，適合度評価の

コストが，障害物回避の場合に比べて非常に高いこと

を意味する．さらに，試行毎に初期位置を設定しなけ

ればならいことが，実機を用いた実験では大きな負荷

となる．よって，実環境で実機を走らせて，適合度の

評価を行ってGAを走らせることは，現実的に無理が

ある．そこで，本研究では，Kheperaのシミュレータ

[Michel 96] に手を加えたものを使って，シミュレー

ションによる実験を行った．実験環境のパラメータ設

定を以下に示す．これらは，本研究の実験において共

通した設定である．

•環境サイズ：100cm×100cmの正方形内の多角形．

•出発点近傍のサイズ：半径 10cmの円．

•移動ステップ数の上限：2000．

なお，シミュレータには，モータ速度に±10%，左

表 1 実験 1の結果

環境 訓練環境 停止世代 最大適合値
(a) {empty, L} 1.0 (0) 2.80 (0.106)

(b) (a) + L2 2.6 (1.84) 2.43 (0.131)

(c) (b) + invL 2.8 (1.69) 2.44 (0.025)

(d) (c) + small-empty 2.8 (1.75) 2.44 (0.093)

(e) 10の環境 2.1 (0.738) 2.51 (0.024)

(f) 12の環境 5.2 (3.08) 2.48 (0.07)

右のモータの速度差による回転角に対し ±5%のラン

ダムな誤差がある．さらに，赤外線近接センサの距離

の値に ±10%，光センの値に ±5%のランダムノイズ

がある．また，本実験では，適合度が 2を越えると停

止させる．つまり，訓練環境と試験環境に対し，認識

が確実に行われると GAは停止する．

すべての実験において，訓練環境と同じ試験環境を

与えた．また，ロボットの出発位置と方向も，全ての

環境において中央下で左方向と固定されている，しか

し，ノイズのために，同じ環境と同じ出発条件でも全

く同じ行動をとるとは限らない．また，それぞれの実

験では，センサとモータのノイズと初期世代での各個

体の遺伝子の決定に用いる乱数の初期値を変えた 10回

の試行を行い，GA が停止した世代数とそのときの最

大適合度の平均と標準偏差を調べた．

5・1 実験 1：輪郭の異なる環境の認識

まず，輪郭の異なる環境の識別が可能かどうかを実

験的に調べる．empty, L, L2, invL, small-emptyの 5

つの環境から，2，3，4，5種類を選択して実験した．

さらに，10種類，12種類の輪郭の異なる環境での実

験も行った．実験結果を表 1に示す．表中の数値は初

期値の異なる乱数を用いた場合の平均値であり，括弧

中の数値はその標準偏差である．この表記は，以降の

実験でも同様である．

5種類の実験で得られた行動を実行した軌跡を図 6か

ら図 10に示す．大体時計周りに環境内を移動している

のがわかる．また，表 1の標準偏差からわかるように，

乱数の初期値の違いにより停止世代のばらつきが大き

い．対照的に，最大適合度のばらつきは小さい．この

傾向は，以降の実験でも共通してみられた．

5・2 実験 2：光源位置の異なる環境の認識

次に，環境の輪郭は正方形に固定したまま，光源の

個数と位置を変えた環境 empty, 1-lamp, 2-lamp, 3-

lamp, 4-lamp を用意して実験を行った．光源は，環境

全体を照らすことが可能で，移動ロボットは環境内の

どの位置でも光源の方向を認識可能である．前述の 5
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図 6 empty環境 図 7 L 環境 図 8 L2 環境 図 9 invT 環境 図 10 small-empty 環境

表 2 実験 2の結果

環境 訓練環境 停止世代 最大適合値
(g) empty, 1-lamp 1.6 (0.966) 2.68 (0.196)

(h) (g) + 2-lamp 4.8 (2.78) 2.59 (0.131)

(i) (h) + 3-lamp 9.3 (5.19) 2.59 (0.111)

(j) (i) + 4-lamp 10.0 (5.94) 2.62 (0.075)

つの環境から，2，3，4，5種類を選択し，実験を行っ

た．その結果を表 2に示す．また，5種類の環境の実

験で得られた行動を実行した軌跡を図 11～図 15に示

す．なお，図中の黒丸は，光源を表す．

また，図 16に，表 2(i)の 1試行における適合度の

平均と最大値の推移を示す．平均値，最大値ともに漸

近的に適合度が増加しており，この問題がGAに適し

ていることがわかる [伊庭 94]．また，エリートにより，

停止性（適合度 ≥ 1）が第 7世代で獲得されている．

図 11～図 15でのロボットの挙動は，人間が見て，容

易に解釈できない．つまり，人間の設計者が直観的に

設計するすることが難しい行動が獲得されている．

5・3 実験 3：光源位置と輪郭の異なる環境の認識

次に，3つの輪郭の異なる環境，そしてその 3つそれ

ぞれにランプを一つ加えた 3つの環境を混ぜた場合の実

験を行った．ここでは，与えられた 6つの環境 empty,

1-lamp, L, L-1-lamp, invT, invT-1-lamp の一つ一つ

を全て環境を別環境として識別する．実験結果として

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均値適
合
度

世代数

最大値

図 16 適合度の推移

は，停止世代の平均が 13.2（標準偏差 7.67），最大適

合値の平均 2.61（標準偏差 0.091）がであった．また，

6種類の環境の実験で得られた行動を実行した軌跡を

図 17～図 22示す．

これらのロボットの挙動も，実験 2と同じく人間が

解釈することが難しい．よって，このような行動を，人

間がGAなどの探索を用いることなしに獲得すること

は難しい．

5・4 実験 4：複数環境からなる同一環境の認識

さらに，複数の環境を同一環境とすべき問題で実験

を行った．実験 3と同じ 6つの環境を用いて，輪郭が

同じならランプが灯っていようがいまいが同じ環境と

する行動の獲得を調べた．つまり，{empty, 1-lamp},
{L, L-1-lamp}, {invT, invT-1-lamp} の 3種類に分

類する．実験結果としては，適切な行動が獲得され，そ

のときの停止世代の平均が 8.8（標準偏差 4.24），最

大適合値の平均が 2.61 （標準偏差 0.091）であった．

6. 考 察

6・1 行動学習の難しさ

表 1をみると，環境 (a)では停止世代が 1であり，初

期世代の個体集団に既に解が含まれていることになる．

よって，探索空間のサイズが膨大でありながら，環境

(a)では解の数が非常に多いと考えられる．このこと

を調べるために，環境 (a)の実験において前述と同じ

10試行において停止条件を満たした最大適合度をもつ

個体が実行した行動を調べた．その結果 10個体の行

動は，表 3の 5つに分類された．図中の括弧内の数字

は，そのパタンに分類される個体の数であり．各行為

は 3・3節で説明したものである．また，表中の各状態

の直感的な意味を以下に示す．表 3のどの行動集合も，

回りに何もないときは直進し，障害物があれば，回転

により衝突を回避するという行動パターンである．

•状態 S0：周囲に障害物も明かりもない．

•状態 S9：左に障害物があり，明かりはない．

•状態 S18：前に障害物があり，明かりはない．
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図 11 empty 環境 図 12 1-lamp 環境 図 13 2-lamp 環境 図 14 3-lamp 環境 図 15 4-lamp 環境

図 17 empty 図 18 1-lamp 図 19 L 図 20 L-1-lamp 図 21 invT 図 22 invT-1-lamp

•状態 S36：右に障害物があり，明かりはない．

表 3から分かるように，これらの 10個体は，4つの

状態 {S0, S9, S18, S36} の部分集合にしか遭遇して
いないことがわかる．つまり，実際の行動については，

44 = 256 の組合わせを考えればよい．また，その探

索空間中に，少なくとも，BS-1に属する解が 4つ∗2，

BS-2 に属する解も 4 つ，そして BS-3，BS-4，BS-5

の解が一つづつあるので，解の数の合計は，11となる．

実験したGAの個体数は 50なので，初期個体中に解が

一つ以上含まれる確率は，1− ( 256−11
256

)50 = 0.89 とな

る．よって，初期個体中に解が含まれている場合が多

いという表 1の環境 (a)の結果が納得できる．ただし，

停止世代の平均が 1なのは，環境 (a)だけであり，他

の環境では，識別すべき環境数や形状に依存して，よ

り大きい値をとっている．

さらに，他の実験においても同様に実行された行動の

種類の数を調べたところ，10試行での平均が 3.4～ 18.4

であった．つまり，移動ロボットは，全 72状態のうち

のごく一部にしか遭遇していないことがわかる．この

ことを利用して，遭遇した状態を条件部にもつ行動の

突然変異率を高くするなどのヒューリステックスが今

後考えられる．

6・2 学習された行動の一般性と効率

本研究において学習された行動の一般性，つまり変

化した環境でも正しく認識できる頑健性について考察

する．5章で述べたようにシミュレータには，センサ

* 2 状態 S0, S18, S36の行為がそれぞれ A1, A2, A2であ
ればよい．つまり，残りの状態 9については，4つの行為
のどれでもよいので，BS-1に属する解は 4つとなる．次
の BS-2の場合も同様．

値とモータにランダムノイズが含まれている．よって，

実験で得られた行動は，それらのノイズに対しては頑

健であると言える．また，環境ベクトルが大きく変化

しない範囲での環境の変化（例えば，壁の変形，移動の

障害にならない障害物など）には頑健である [Yamada

98b]．

また，進化計算による移動ロボットの行動学習は，初

期位置と初期方向の変化に対して頑健でないことが，先

行研究 [Reynolds 94, 星野 97]により指摘されている．

このことを調べるために，初期位置と方向に 1%のラン

ダムノイズを含んだ試験例を用いて実験 1を再度行っ

たところ，行動が学習されたのは，環境 (a)～(c)だけ

であり，(d)～(f)は 100世代までには行動が学習され

なかった．この結果から，本研究においても，初期位

置と方向の変化に対して頑健な行動を学習することは

困難であることがわかる．

次に，人間が設計可能な典型的行動である壁沿い移

動との比較を行なう．実験 1のそれぞれの環境に対し

て，壁沿い移動と実験 1で学習された行動を基に移動

ロボットが動作したときの移動距離を比較した結果が，

表 4である．ただし，本研究で用いた状態と行為では，

表 3 実行された行動の集合

行動集合 行動 行動集合 行動
BS-1 (5) S0 → A1 BS-4 (1) S0 → A1

S18 → A2 S9 → A1

S36 → A2 S18 → A2

BS-2 (1) S0 → A1 S36 → A4

S9 → A3 BS-5 (1) S0 → A1

S18 → A3 S9 → A4

BS-3 (2) 0 → A1 S18 → A3

S9 → A3 S36 → A2

S18 → A2

S36 → A4
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表 4 壁沿い移動との移動距離（cm）の比較

環境 (a) (b) (c) (d) (e) (f)

壁沿い移動 680 1020 1360 1610 2996 3471

学習された行動 161 694 989 1280 2280 2822

壁沿い移動を設計することが難しかったため，実際に

移動ロボットを走らせることはせずに，壁の 5cm内側

をなぞった軌跡の距離を測って表中の壁沿い移動の移

動距離とした．表 4から明らかなように，どの環境に

おいても，壁沿い移動よりも移動距離の短い行動，つ

まり効率の良い行動が学習されている．ただし，学習

された行動で識別できる環境は，訓練（試験）環境に

依存しているため，より多くの環境を識別できるとい

う意味での一般性は，壁沿い移動の方が高い．

7. ま と め

環境で実際に行動することにより得られる行為系列

を基に，環境をモデリングするAEMにおいて，適切

な行動を遺伝的アルゴリズムにより獲得する方法を提

案し，簡単な環境において実験を行った．その結果，単

純な環境においては，人間が直観的には設計するのが

困難と考えられる行動が得られることがわかった．

本研究の各実験における学習は，1 分～数時間

（PentiumPro200，RAM128M）を必要とする．しか

し，人間が行動を設計すると，「壁沿い移動」という単純

な行動でさえも，状態と行為の組合わせを変えて移動

ロボットを走らせてみるという試行錯誤を何回も繰り

返す必要があり，この作業は相当の労力を要する．さら

に，光源がある環境になると適切な行動が直感的に把

握しにくくなるため，その設計はより難しくなる．よっ

て，ある程度の時間をかけてでも，自動的にAEMに

適切な行動を学習できることは，価値があると考える．
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