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地震やテロ､放射能災害が発生した際に､言わば斥候としてロボットを投入して､被害状況を確認する方法が検討され

ています｡そこには､最新の通信技術とロボット技術の融合があるようです｡どのような技術なのか､紹介してみまし

ょう｡

(K fena"サイエンスアゴラの会場ステージで､障害のブロックを乗り越えるロボ おなじく障害のブロックを乗り越えるロボット ケナフ) 
｡前後のサブクローラを使って､約3 の段差0cm

"｡クロー
ットMU
を昇降できる｡

｢ ｣i lccooP-SORR ラアームを使って､脚型ロボット並みに瓦蝶を乗り越えている｡

屋外用不整地走行ロ
ト｢MU OSボッ -RR

G drane

lを投入するた
-

｣｡子ロボッ
トの MURROS

o

G drane-SORR ｣｢MU に搭載される三次元環境情報取得
センサユニット｡このユニットは､レーザ距離センサ､回
転ステージ､非等方性全方位カメラで構成される｡

獲得された情報は､非等方性全方位カメラから得た画
像 (写真)､レーザ距離センサで獲得した三次元マップ､
さらにはそれらを融合した画像をモニタに表示できる｡

iccoP
めの親ロボットで､
不整地を走行するた
めにアクティブロッ
カー機構を有してい
るO子ロボット投入
には､三段進展式ハ
シコを使用するとい
う｡

晦Bにllる !11そり嶺距J適意r. TJ色 
大規模災害発生などの非常時での利用は､ を自ら広げていくものがあります｡さらに

i;ロボット'' 
す｡そのため､現在はシミュレーションに

有効な用途の一つとして考えられていま は､複数のロボットが活動する際に､ロボ

ット自身が無線中継器を兼ねるといったも

02年の戯曲で発表された91 "ロポッド よるアドホック通信の基礎的研究を中心に のも考えられるなど､目的と方法はいくつ

VD

は､その後､映画やアニメーションのヒー

ロー､さらには工場内における産業用機械

を経て､人間型 (ヒュ-マロイド)ロボッ

トも登場し､私たちに馴染み深いものとな

ってきました｡さまざまな分野で活躍する

ロボットには､災害といった非常時での利

用も考えられています｡その際に重要にな

ってくるのが､操縦や捜索情報を送受信す

る無線通信の存在で､アドホック通信と呼

ばれる無線通信とロボットとの細.み合わせ

は､災害時の半壊家屋などの捜索に有力な

手段になると考えられています｡最近の無

線通信技術とロボットの研究について､展

示イベントの例などを紹介しながら､非常

時の通信について紹介してみましょう｡

｢アドホック通信とは､"その場限り"と

いうラテン語の意味を持つ通信方法で､既

存のインフラを使わずに､移動する端末同

士問で通信を行うことが可能です｡代表的

なプロトコルとしてO やAO があり､RS

行っています｣と､独立行政法人情報通信

研究機構情報通信セキュリティ研究センタ

ー防災･減災基盤技術グループ主任研究員

行田弘一さんが話します｡

また､｢無線LANなどの研究が進展して

アプリケーションが重要視され､一方でロ

ボット工学の研究も盛んになってきたこと

で､減災という目的が一致して､アドホッ

ク通信とロボットの災害時の利用研究が本

格化したのです｣と､研究の経緯について

行田さんが続けます｡

同席された防災･減災基盤技術グループ

専攻研究員の羽田靖史さんは､｢知能ロボ

ットを専門としていますので､災害時での

迅速な移動､センシング､自律性といった

ロボット技術を生かし､リモコンと自律の

両者の特性を取り入れた､複数ロボットが

被災地を探査できるシステムの研究を行っ

ています｡そこで考えられるものに､ロボ

か存在 しています｡現在は､無線LANア

クセスポイントを有するケーブルロボット

を走らせ､そのアクセスポイントの周囲

で､複数のロボットをコントロールする研

究を行っています｣と話します｡

アドホック通信とロボットの組み合わせ

による非常時通信の利用について､普及の

ための課題にはどのようなものがあるので

しょうか｡

｢まずは､端末などのバッテリの長寿命

化が考えられます｡また､通信の確保とい

う点では､被災地域に分布させる中継端末

の密度やリソースの最適な配分､さらには

中継端末におけるセキュリティをどう確保

するかといった問題もあります｣と行田さ

んが紹介します｡

｢市街地や地下街などを移動するロボッ

ト問通信のシミュレーションによる性能評

価と､実際のロボットによる実験を並行し

ットが通信端末を設置しながら､通信範囲 て研究開発する必要があります｡また､ロL
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無線操縦によって､ブロックに囲まれた空間を探査するために前進する 実演の合間には､バッテリ交換などロボットの整備が行われていた｡
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ロボット｢P ｣｡写真右側のブロックに囲まれた空間には､赤ちゃんco
に見立てた人形が置かれていた｡
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アドホック通信用中継端末｡東北大学で行われた実験では11台のアドホ ロボット"Kenaf(ケナフ)"の撮影した会場風景｡左が赤外線画像､右が
通常カメラで撮影されもの｡スクリーン手前は､障害物に見立てられたブック中継端末 (lEE 19)とPi を用いて5ホップ程度での長距離

遠隔操縦が行われた｡ ロック｡
lo1.E802 cco
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｢きく8号｣ポータブル端末｡周波数は送信 
5.6.2 GHz帯､受信2 GHz帯で､伝送レートは内
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蔵アンテナで5 bp m折りたたみ式外部
アンテナで7 ps､1.m外部アンテナで 

s､75

となっている｡5.1 Mbps

ポットのスムーズな操作にはある程度の技

能が必要になりますので､簡単な操作方法

を研究する一方､操縦者の教育 ･確保･維

持なども重要になってくるでしょう｣と､

羽田さんが話します｡

-ロボットの動作実演､技術試験衛星Ⅷ型

｢きく8号｣を用いた､衛星を介した通信

による操縦の公開として行われました｡

ロボットの動作実演では､親子型移動操

作ロボットの親ロボット前部に搭載された

います｡この kenafは､独立行政法人新エ

ネルギー･産業技術総合開発機構21世紀ロ

ボットチャレンジプログラム戦略的先端ロ

ボット要素技術開発プロジェクト被災建

物内移動RTシステム ｢閉鎖空間内高速走

非等方全方位カメラ､レーザ距離センサに 行探査群ロボット｣として､千葉工業大学

よる状況把握､遠隔操縦クローラ型移動ロ にて開発された研究用共通プラットフォー

ボット (子ロボット)による現場探査およ ムで､ボディ全体を額うクローラと前後の

Et
/.

JLiZ'Bj･;=..滋'侶岳で. l昌走≦ d
抄FJこ ｣y.?ユーロポットが劫l 

では､非常時に活躍する通信とロボット

の総合的な研究には､どのようなものがあ

るのでしょうか｡その一つとして､総務省

戦略的情報通信研究開発推進制度･産学官

連携先端技術開発 F遠隔ロボットを用いた

災害時マルチメディア情報収集技術の研

究J(代表 :吉田和哉･東北大学教授)があ

ります｡

び不整地踏破実験が公開されました｡続い

て ｢きく8号｣を利用した実験では､レー

ザ距離センサを搭載した遠隔操縦ロボット

を､現場オペレータが操縦して要救助者探

査の模擬実験が行われました｡さらに､ロ

ボットによって取得された三次元画像等の

情報を､｢きく8号｣の衛星回線を使って

遠隔地にある指令本部 (公開では会場内に

クローラアームを使って瓦球や段差を乗り

越え､傭轍用や前 ･後のカメラ､水平と鉛

直用のレーザセンサなどで､地形や環境の

情報を取得しながら走行しました｡全長約 

925mm､幅約450mmという大きさで､要

救助者を発見しやすいように赤外線カメラ

も搭載しています｡このロボットは､ロボ

カップレスキュー世界大会2007において稔

これは､先に紹介した情報通信研究機構 設置された模擬施設)へ伝送し､その画像 合 2位､機動力 itily)部門では第 1(mob

の行田､羽田両研究員のほか､東北大学､ が表示されました｡指令本部からロボット 位となっています｡

大阪大学､さらには民間企業も加わって行 の遠隔操縦も行われるなど､災害時を想定 なお会場では､ロボットの実物､アドホ

われた研究です｡その具体的な成果発表 した､ロボット操作の一連行動が公開され ック通信端末､｢きく8号｣縮小模型､｢き

は､平成19年11月24日､国際研究交流大学 ました｡ く8号｣ポータブル端末､研究紹介パネル

村を会場に､科学と社会をつなぐ広場 (ア

ゴラ)となることを目的としたイベントの 

ちなみに､会場ステージで公開されたロ なども多数展示され､非常時通信で期待さ

ボットは 2つのタイプがあり､そのうちの れるアドホック通信とロボットの姿が紹介

rサイエンスアゴラ｣において､レスキュ 1台は探査ロボットKenaf(ケナフ)とい されていました｡ 
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