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Abstract This paper presents research activities in the simulator research group in ImPACT-
TRC. We improved simulation functions for sensing, road deformation and excavation during
the last fiscal year. The functions enable to simulate wide range sensors such as Ricoh Theta
and Velodyne VLP-16, to simulate road deformation with less computational cost and accurate
excavation simulation based on macro and micro approaches.

1 はじめに

ImPACT-TRCでは安全かつ効率的な災害対応ロボッ

トの開発のため，シミュレータの開発を行っている．シ

ミュレータを活用することにより，新たなロボット開発

におけるデザインの検討や，ロボットの制御ソフトウェ

ア開発の安全な試験，ロボットを現場で運用する際の

検討等を仮想環境で行うことが可能となり，開発コスト

の圧縮，開発期間の短縮などの効率化やロボット自身及

び周辺環境，周囲の人間に対する安全な試験の実行が

可能となる．近年ロボットには周囲環境の把握のために

RGBDカメラや LRFや全方位カメラなど様々な種類の

センサが搭載されており，これらのセンシング機能をシ

ミュレートすること，災害現場において想定される路面

の変形や災害現場での掘削作業等をシミュレートするこ

とが必要となっている．ImPACT-TRCではこれらの機

能，現象のシミュレーション機能開発を行ってきている

[1]が，本稿ではさらに進化したそれらの機能について

概要を紹介する．詳細については文献 [2, 3, 5, 4]をご参

照頂きたい．

2 広視野角センサ

これまで開発してきたシミュレータ，Choreonoid[6]で

は，OpenGLによるレンダリング機能を用いて，カメラ

や RGDセンサ，レーザレンジファインダ（以下 LRF）

などのセンサのシミュレーションを行ってきた．しかし，

従来の実装ではセンサに対して 1 つの透視投影描画面

を割り付けることによってセンサのシミュレーションを

図 1: Ricoh Thetaのシミュレーション例

行っていたため，視野角が 180度未満に制限されるとい

う問題があり，近年安価に利用が可能となってきた周囲

360度を一度に撮影できる全天球カメラや 180度以上の

計測範囲を持つセンサのシミュレーションを正しく行う

ことができなかった．そこでセンサ 1 つに対して複数

の仮想的なカメラを割り付けてそれらから得られるレン

ダリング結果を統合して出力することでこれらの広視野

角を持つセンサのシミュレーションを可能とする拡張を

行った．

全天球カメラの一例としてRicoh Thetaのシミュレー

ションを行った．このセンサは内部に視野角 180度の魚

眼レンズを搭載したカメラが 2 つ背中合わせに内蔵さ

れており，視野角 180度の画像が 2枚出力される内部構

造となっている．視野角 180度のセンサは，物理カメラ

の位置に前方，上下左右を向いた仮想カメラを配置し，

それらから出力される合計 5 枚の画像を統合すること
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図 2: Velodyne VLP-16のシミュレーション例

でシミュレートすることが可能である．Thetaの場合は

この物理カメラが 2つ内蔵されているが，上下左右の仮

想カメラは 2つの物理カメラで共有が可能であるので，

合計で 6つの仮想カメラを用いることでシミュレートが

可能となる．これを用いて生成した出力画像を図 1に示

す．1つのThetaをシミュレートするのに 6回レンダリ

ングを行うことが必要となるが，近年高性能化が著しい

GPUの能力を活用することで 30FPS以上のスピードで

レンダリングが可能である．

広視野角を有するLRFについても同様の考え方が適用

可能である．LRFから得られる距離情報はレンダリング

によって得られるZバッファを用いて生成する．Velodyne

VLP-16のシミュレーション例を図 2に示す．(a)がシ

ミュレーション世界の俯瞰画像，(b)がセンサから得ら

れた情報を可視化したものである．VLP-16は水平方向

の計測範囲が 360度，上下方向が 30度であるため，物

理センサの位置に前後左右を向いた 4つの仮想カメラを

配置し，それらの出力を統合することでシミュレーショ

ンを行っている．

3 路面変形

土は，フィールドロボットの活動場所としてしばしば

想定される山林地帯や造成現場等の地盤であり，挙動を

シミュレートする必要性が高い．ただし，土そのものよ

りもその上で運動するロボットの振舞に主な興味がある

場合，個別要素法や有限要素法によって個々の土粒の運

動を再現する計算は過度に詳細であり，目的にそぐわな

い．比較的低い計算コストで，ロボットとの相互作用に

よる土の変形を再現する方法が求められる．そこで，土

に侵入した物体に作用する面圧が，沈下量に対する抵抗

力と水平方向の排土抵抗力との重ね合わせによって決ま

ると仮定し，土をある種の応力場として扱いながら，か

つ土自体の変形量も推定する方法を新たに開発した．

図 3のように，土中に水平・垂直に侵入した面を考え

図 3: 土中に侵入した物体

の面に作用する力モデル

す
べ
り面

図 4: 受働土圧に基づく排

土抵抗力モデル

6 軸力覚センサ

先端部

ステージ ,

図 5: 実験装置

る．前者は土を圧縮させながら沈下するため，それに対

する抵抗力が働く．また後者には，面の外側にある土塊

が自重と内部すべりによって及ぼす排土抵抗力が働く．

さらに面がせん断方向速度を持つ場合は，垂直抗力に

比例する摩擦力が作用する．土中で任意の傾きを持つ

物体面に働く力が上記の力の重ね合わせであると仮定

すれば，その力は連続体力学に基づいて求めることが

できる．沈下抵抗力を求めるために，土の塑性変形まで

考慮し Bekker[7]の実験式を拡張した式を新たに考案し

た．また水平方向の排土抵抗力は，Coulombの土圧理

論における受働土圧の考え方に基づいて計算する．図

4のように，土中で鉛直を維持している面に，その外側

にある土塊の重量が内部すべりによって作用すると考え

る．さらに，地面形状をパラメトリック曲面の一種であ

るNURBS曲面によって表現し，土への侵入部分の掃引

による地面隆起を再現する．土に侵入している物体の構

成表面を複数の微小面（侵入片）に分割し，それらの中

心点座標から沈下量および水平方向侵入量を求め，各々

の侵入片に働く沈下抵抗力および排土抵抗力を計算し合

成すれば，垂直抗力が得られる．次に，塑性変形量およ

び排土体積に応じて制御点の鉛直座標を増減させること

で，地表曲面の変形を再現する．以上の具体的計算方法

については文献 [3]を参照されたい．

提案する計算方法を評価検証するため，図 5に示す実

験装置を製作した．コンテナ内に真砂土を入れ，x-zス

テージの先端スタイラスより加えた力を 6 軸力覚セン

サにより計測する．5× 10× 5cm3のブロックを 45◦傾

斜させて土に侵入させたまま水平方向に掃引し，移動量

と反力を実測する実験を行った．結果を図 6(a)に示す．

横軸は水平方向移動量である．移動量の増加に伴う排土

により地面が隆起し，その結果排土抵抗力が増大してい
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(a) 実測 (b) シミュレーション
図 6: 移動量–反力曲線

図 7: 実施したシミュレーションのスナップショット

る．同じ状況を提案方法によってシミュレートし，移動

量と反力を計算した．結果を図 6(b)に，スナップショッ

トを図 7にそれぞれ示す．再現した状況の時間は 1.8秒

であり，シミュレーションの計算時間は約 6分であった．

グラフを比較すると，排土抵抗力の大きさは近い一方，

沈下抵抗力の大きさはシミュレーションの値が実測値の

半分程度となっている．沈下部と隆起部との塑性変形の

違いの再現精度が不足している可能性があり，基準曲面

の修正方法に改善の余地があると考えられる．

4 掘削現象

慶応大・横国大の掘削シミュレーショングループにお

いては，土質力学・テラメカニクスの理論を応用し，動

力学シミュレータへの大地と機械の相互作用現象の実装

に取り組んでいる [8]．これまでに，マクロアプローチと

して機械と土壌の垂直応力やせん断応力に注目した土壌

掘削モデルおよび履帯走行モデルを実装するとともに，

モデリングならびにパラメータ同定を支援するための

バーチャルテスト（仮想数値実験）と位置付けられた個

別要素法解析（ミクロアプローチ）に取り組んでいる．

4.1 マクロアプローチ

本節では，マクロアプローチのうち，力学モデルの検

証を目的として開発された実験装置について概説する．

図 8に示す実験装置は主に，バケット動作システムと

センサ実装型バケットから構成されている．バケット動

図 8: 力学モデル検証用実験装置

図 9: バケット表面の力分布

作システムは，並進と垂直にリニアアクチュエータ，バ

ケット取り付け部に回転アクチュエータが取り付けられ

ており，任意の掘削軌道を実験することが可能である．

バケット取り付け部の力覚センサにより，掘削時の抵抗

力を，レーザ距離計により，掘削時の土壌の盛り上がり

計測する．さらにセンサ実装型バケットについては，バ

ケット表面に小型の 3軸力覚センサを複数個埋め込み，

バケット表面において発生する力分布を測定することが

出来る（図 9）．この実験結果に基づき，土壌の盛り上

がりを加味した修正Resistive Force Theoryにより計算

された結果を図 10に示す．

4.2 ミクロアプローチ

本節では，横国大で実施された個別要素法を用いた掘

削解析に関する研究開発状況 [4]を概説する．

シミュレータに実装されているマクロモデルは，バケッ

ト・多指ハンドによる砂質土のハンドリングを対象とし

ており，災害現場等に代表される多種多様な土壌条件に

も対応できるように拡張する必要がある．しかしながら，

実機試験や室内モデル実験には設定し得る条件上の制約

があり，それらを補完する役割を担うバーチャルテスト
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図 10: 修正 RFTによって計算された力分布

が必要となる．他方，個別要素法では，様々な土壌や瓦

礫のモデリングならびに掘削解析が可能である．そこで

本研究では，これまでの砂質土に加え，粘性土および木

材瓦礫を対象とした個別要素法掘削解析に取り組んだ．

粘性土のモデリングに際しては，既往の砂質土の条件

に加え，粒子間に液体によるメニスカス効果を考慮する

ことで対応した．図 11に粘性土の掘削解析の様子を示

す．土工量に対する粘着力の効果が表現されている様子

が確認できる．

木材のモデリングに際しては，まず三点曲げ解析を実

施し，一般的なスギ材の材料物性を参照しながら個別要

素法のパラメータを設定した．その後，ランダムに配置

された木材瓦礫モデルを作成し，図 12に示すような掘

削過程の解析を実施した．ここに，木材瓦礫も個別要素

法を用いてモデリングしているため，土と木材が入り混

じった，より災害現場に即した土壌モデルでの解析も今

後可能となる．図 11および図 12のバーチャルテストで

は，バケット形状や掘削軌跡に代表される様々な条件下

での掘削力の経時変化を取得することができる．また同

時に，土工量の評価も可能となる．今後，系統的なバー

チャルテストを実施し，その結果を慶応大グループへと

フィードバックすることにより，動力学シミュレータに

実装された土壌掘削モデルのパラメータの決定や掘削モ

デルの拡張へと展開していく予定である．

5 おわりに

本稿では ImPACT-TRCで開発しているシミュレータ

の最近の進化を紹介した．Choreonoidはオープンソー

スソフトウェアとしてHP[9]で公開しており（ただし上

記最新機能の全てが含まれているわけではない），どな

たでも無償でご利用いただくことが可能である．また，

Choreonoid はWorld Robot Summit[10] のインフラ・

災害対応カテゴリにおけるシミュレーション競技の公式

シミュレータとして使用されることとなっている．ぜひ

ロボット開発の効率化にご活用いただき，不具合・改善

要望などのご意見をお寄せいただければ幸いである．
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