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This paper presents new simulation functions implemented on Choreonoid. Choreonoid

is used as a simulation platform for legged robots and construction robots developed in Tough

Robotics Challenge. The new functions, (1) natural phenomena simulation, (2) road surface

deformation simulation and (3) excavation simulation enable more realistic simulation of the

robots.
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1 緒言
ImPACTタフ・ロボティクス・チャレンジでは，開発してい

る 5種のロボットプラットフォームの内，大型で数が少なく，実
験に危険が伴う脚ロボット及び建設ロボットを主な対象として，
ロボット開発におけるシミュレーションの活用を進めている．ロ
ボット用統合 GUIソフトウェアである Choreonoid[1] を基盤と
して，産総研が描画エンジンと ROSとのインタフェース，阪大
が物理計算エンジン，慶応大・横浜国大が物理計算の中でも掘削
のシミュレーション機能を担当してシミュレータの開発を行って
いる．本稿では，Choreonoidに搭載された新たなシミュレーショ
ン機能である（１）自然現象のシミュレーション機能，（２）路面
変形のシミュレーション機能，（３）掘削のシミュレーション機能
の概要について紹介する．なお，各シミュレーション技術の詳細
については文献 [2, 3]をご参照頂きたい．

2 自然現象のシミュレーション
未知の環境で活動する災害対応ロボットにとって視覚情報は必

要不可欠であり，Choreonoidではシミュレーション世界をカメ
ラの位置から描画することで，カメラから得られる画像をシミュ
レートしている．災害現場では火災が発生したり液体が噴出して
いたりと，炎や煙，噴出液等の中での作業を強いられることもあ
る．また災害の天候によっては，雨や雪が降っている中での作業
も考えられる．これらの自然現象はカメラ画像に与える影響が
大きく，カメラ画像を用いた遠隔操作や画像処理を困難にする．
従ってこれらの自然現象をカメラ画像のシミュレーションに反映
できるようにすることは，視界が悪い条件下での操縦訓練や画像
処理アルゴリズムの開発に有用であると考えられる．

2.1 パーティクルシステムによる自然現象の描画
炎や煙といった物理現象は，3次元コンピュータグラフィック

ス (3DCG) においては一般的に「パーティクルシステム」と呼
ばれる手法を用いて描画される．この手法では，適当な画像をテ
クスチャとして付与した点などの描画プリミティブを「パーティ
クル」とし，多数のパーティクルを位置やサイズ，透明度等を変
化させながら同時に描画することで，様々な現象の表現を行う

Fig.1 Simulation of natural phenomena: Smoke, fire and

water(left) and snow(right)

ものである．これは通常グラフィックスプロセッシングユニット
(GPU) のプログラマブルシェーダを用いて実装される．GPU側
で処理することによって CPUに負荷を掛けずに数千個，数万個
といったレベルの非常に多数のパーティクルをリアルタイムで処
理することが可能となる．さらにプログラマブルシェーダに与え
るプログラムによって多彩な表現を行うことも可能となる．

Choreonoid 上でこの処理を実現するため，描画エンジンに
OpenGL の GLSL に基づくプログラマブルシェーダを導入し，
さらに任意のシェーダプログラムをプラグインによって追加可能
とする拡張機構を設計・実装した．これを用いて自然現象を表現
するプラグインを開発し， そこに炎，煙，液体噴出，雨，雪に
対応するパーティクルシステムを実装した．図 1にその描画例を
示す．
なお，パーティクルシステムの実装方法としては大きく分け

てステートレスなものとステートフルなものがある．前者はパー
ティクルの状態について初期状態以外はプログラムの変数として
持たず，パーティクルの軌道は時刻 tを変数とする解析的な式で
表されるというものである．この場合，CPU側からは時刻 tを
与えるだけでその時刻に対応する全パーティクルの状態を一意に
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Fig.2 Simulation of walking on soil

再現することが可能である．一方ステートフルな実装ではパー
ティクルの状態を変数として持ち，数値積分によって逐次的に更
新するというものである．この場合複雑な挙動も実装しやすいが，
CPU側から時刻 tを与えるだけでその時刻の状態を即座に再現
することは不可能となる．今回開発したシステムではステートレ
スな実装を採用している．

3 路面変形のシミュレーション
災害現場の路面は舗装されているとは限らず，土砂などがロ

ボットの移動によって変形する場面が多く存在することが予想さ
れる．そこで，剛体リンク系としてモデル化されるロボットの順
運動学計算と，個別要素法（Distinct Element Method，DEM）
による土砂の運動計算を統合し，土砂の敷かれた地面上でのロ
ボットの活動をシミュレート可能とした．図 2 は，土の上を歩行
する二脚ロボットの運動をシミュレートした際のスナップショッ
トである．ロボットのリンク数は 20，自由度は 26（体幹の並進
および回転を含む），土の要素数は 21000，離散時間幅は 2µsで
あり，ロボットが足にかける荷重の変化によって，足が地面形状
を変化させながら運動する様子が再現できている．ただしこの例
では 1.6秒分の運動計算に約 19時間を要した．接触判定には空
間分割法を用いて効率化を図っており，土粒子同士の相互作用力
計算，およびロボットと土の相互作用力計算に要する時間は小さ
いが，要素数が多いこと，また微小要素の運動を扱うために時間
幅を短く設定しなければならないことが，計算時間を消費する要
因になっている．
今後は変形する地面上でのロボット運動計算において，必要十

分な範囲で要素数を減らしつつ，単一要素の持つ自由度を増やす
ことで精度低下を防止することを検討する．また，離散時間幅を
通常のリンク系シミュレーションと同程度に設定しても安定に計
算を行えるアルゴリズムを開発する．

4 掘削のシミュレーション
遠隔操縦による無人化施工の作業効率を向上させることを目的

として，建設機械の自動化が求められている．また，同様の建設
機械を遠隔地から操縦するオペレータのトレーニングも必要不可
欠である．このような建設機械の自動化あるいは効果的な施工計
画，オペレータのトレーニングにおいては，高精度かつ低計算負
荷な建設ロボットシミュレータが求められている．特に，建設機
械の代表であるバックホウを例に挙げると，高精度シミュレータ
を実現するうえでは，外環境との接触が発生する建設機械の走行
部（クローラ部）や手先（バケット）との接触力学を考慮するこ
とが重要である．このような土壌と機械の相互力学解析に対して，
マクロおよびミクロ的なアプローチに基づいて，土壌掘削モデル
の構築に取り組んでいる．マクロアプローチでは，土質力学・テ
ラメカニクスの理論を応用し，実験的手法によって土壌掘削の力
学モデルを構築する．一方，ミクロアプローチでは，土壌の個別
要素法・有限要素法といった数値計算手法を援用し，土壌変形や
崩壊といった物理現象の解明と把握，モデル定式化のサポートを
おこなう．以上の多角的アプローチによって，より高精度な土壌
掘削モデルの構築を目指している．

4.1 実験およびマクロ掘削モデル
本アプローチでは，まず図 3 に示すような掘削実験装置を開

発し，掘削時のバケットに発生する抵抗力を計測するとともに，

Fig.3 Excavation experiment system

Fig.4 Excavation simulation result by Extended RFT

Resistive Force Theory(RFT)と呼ばれる構成則に基づいた力学
モデルを拡張することによって，マクロ観点に基づいた掘削力学
モデルを構築している．同モデルはバケットを微小区間に分割し，
各区間に発生する応力を土壌の深さに応じた関数として表記する
ものである．さらに，掘削体積を考慮することによって，掘削時
にバケット周辺に生じる土壌の盛り上がりをも加味した力学モデ
ルの構築に成功している．提案モデルに基づく計算結果と実験結
果を比較することにより同モデルの妥当性を検証した（図 4）．

4.2 個別要素法に基づく掘削解析
掘削実験装置を用いた実験と並行して個別要素法 (DEM)を用

いた掘削解析を実施している．個別要素法は解析の対象を離散粒
子の集合体としてモデル化し，要素間の接触・摩擦・滑動を考慮
して要素の運動を逐次計算によって追跡する手法である．粒子の
形状や粒度分布を任意に設定できるため，様々な土壌条件のモデ
リングが可能である．なお，本研究では，緩詰の豊浦珪砂を解析
対象とし，円筒回転法を用いて安息角を測定することでDEMパ
ラメータを決定した．これまでに，図 5に示すような掘削実験装
置と同じ境界条件の下での解析を実施している．また，掘削力の
時系列変化ならびに土工量について，実験結果との比較を行うこ
とでモデリングの妥当性を検証した．モデル実験と整合性の取れ
た粒子パラメータを基礎として，様々な掘削軌道の解析を実施し
ている．このようにモデル実験と相補的な関係にあるDEMモデ
ルを用いて系統的な解析を実施し，マクロ掘削モデル構築の基礎
データとして収集している．他方，図 6に示すような建設ロボッ
トに搭載予定の多指ハンド [?]の掘削モードを模擬した解析にも
取り組んでおり，得られたデータを基にマクロ掘削モデルへと展
開していく予定である．

5 結言
本稿では，タフ・ロボティクス・チャレンジで開発を行ってい

るシミュレータに搭載された新たな 3 つの機能について，その
概要を紹介した．Choreonoid本体は既にオープンソースで公開
されており [5]，誰でも無償で利用することが可能である（新機
能の内，公開可能なものについては順次公開予定）．タフ・ロボ
ティクス・チャレンジにおいては，災害対応ロボット，中でも脚
ロボットと建設ロボットを対象としているが，シミュレータその
ものは災害対応ロボットに限らず様々なロボット開発に利用可能
である．是非ご活用頂き，不足している機能や不具合があればお
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Fig.5 Excavation simulation result by DEM

Fig.6 DEM Simulation result of excavation by multi-

fingered hand

知らせ頂けると幸いである．
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