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生物に学ぶロボット制御

　倉林研究室では、新しく問題が発生した時でも自分で考え解決できるような賢いロボットの制御につい
て、生き物に学ぶという手法で研究を進めている。まず、粘菌をモデルにした群れで動くロボットを紹介
する。次に、カイコガの脳をロボットに接続することで、カイコガの匂い源を探るシステムを解明する研
究について紹介する。
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賢いロボット 群れとして動くロボット

　皆さんはロボットと聞いてどのようなものを想
像するだろうか。人間によって一から十まで厳密
に制御されているものをイメージする人もいるこ
とだろう。このようなロボットはある決められた
条件の下では、大きな力を発揮する。しかし、人
間が想定していなかった事態が発生した場合、対
応できずに本来の機能を失ってしまう。結局、人
間の手を煩わせることになってしまうのだ。この
問題を解決すべく、倉林研究室では自分で考え、
その場に即して行動できるような賢いロボットを
作ることを目標としている。
　倉林研究室の特徴の一つとして、このような賢
いロボットを作るために、生物を参考にしている
ということがあげられる。一体生物のどのような
機能をロボットに応用しようとしているのだろう
か。これから、倉林研究室が取り組んでいる研究
について紹介していく。

　まず、集団での移動制御についての研究を紹介
する。移動制御というと車の自動運転などのよう
に、人間が起こりうる問題を予想し最適化を施す
ようなタイプのものがある。だが、それと比べる
と生物は別のタイプの移動制御システムをもって
いるようである。
　例えば、粘菌は単細胞生物であり神経系をもた
ないが、餌に向かって移動したり逆に危険なもの
から逃げたりすることができる。これはどういう
ことだろう。どうして神経系をもたない単細胞生
物が状況を判断し、移動制御を行うことができる
のだろうか。
　これには同期という現象が関わっていると考え
られている。生物が同期というものを多く使って
いることは感覚的に理解しやすいだろう。人間を
はじめ多くの生物は概日リズムに同期して行動す
ることはよく知られている。それ以外にもハチや
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ホタルが羽音や明滅を同期させることで仲間同士
でタイミングをはかるといったものもある。
　粘菌は体全体を常に収縮、膨張というかたちで
振動させている。体の一部に刺激を与えるとその
部分の振動数が変化し、振動にズレが生じ波がで
きて見える。例えば、餌などによる好ましい刺激
の場合は刺激を受けた部位から周りの方向へ、危
険な物質などによる刺激の場合は周りからその部
位の方向への進行波が形成される。この進行波を
逆行するように動くことで、餌の方に移動したり、
危険なものから逃げるといったような移動制御を
行なっていると考えられている。
　これをロボットの移動制御に応用することを考
えると、数学的なモデルで表現する必要がある。
同期現象を記述するためには蔵本モデルというも
のがよく用いられている。
　蔵本モデルでは、いくつかの振動子と呼ばれる
ものからなる系を考える。振動子は常に振動して
いて、時間依存した位相がある。また、それぞれ
が固有振動数というパラメータをもっていて、単
体ではこの振動数で振動しようとする。振動子が
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左端の振動子の固有振動数を上げると、全ての振動子がある振動数!~に同期され、右向きの進行波が形成される。

図１　蔵本モデルでの進行波の形成
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図２　作成したロボットの構造

多数あるとき、周りとの位相のズレから振動数を
調整することで同期しようとする。このときの振
動数を調整するための数式は

のように表される。!は固有振動数、Òは振動子の
位相、nは周りの振動子の数、Òiは周りの振動子
の位相である。kは自由に決められる定数であり、
これが大きいと同期がされやすくなる。この式を
見ると、周りの位相が進んでいるとき、振動数を
高めるといった動作をすることがわかるだろう。
　粘菌の体が多数の振動子の集合体であり、刺激
によって固有振動数を変化させることを考えると、
前述した粘菌における進行波の形成はこのモデル
で説明できる。蔵本モデルにおいて同じ固有振動
数をもつ振動子を並べた中に、一つだけ固有振動
数の高いものがあるとき、位相にズレが生じるこ
とで全ての振動子の振動数が同期され、固有振動
数の高いものからその周辺への方向に波が出来て
見える（図１）。
　このように数理モデルで表現できるようになる
とロボットでの実装が容易になる。倉林研究室で
は蔵本モデルを用いて、群れで粘菌一個体のよう
な移動制御をするロボットを作った。
　蔵本モデルを実装するために、振動をLEDの点
滅で表現し、周りのロボットの振動は全方位につ
いている光センサで取得する。また、レーザーセ
ンサによって周りのロボットを検知し、群れとし
ての機能を失わないように、ロボット同士がぶつ
からない程度に近づくようになっている（図２）。
　そして、蔵本モデルによる進行波が形成された
ら、その波の進行方向と逆に動くようプログラム
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されている。これにより、それぞれが固有振動数
を上下させるだけで周りのロボットを近づけたり
遠ざけたりすることができる（図３）。
　また、このロボットにはもうひとつ別の移動制
御が実装されている。このロボットは周囲にLED
がいくつか付いていてその位相を周りに伝えてい
るが、この出力する位相を角度によって変化させ
る。つまり、パトランプのように光を発する方向
を回転させる。すると、周りのロボットは極座標
角度方向の進行波を形成する。こうすることで、
周囲のロボットに遠近方向だけでなく周りを回る
ような指令を出すこともできる（図４）。
　このようにして作ったロボット群は、実際に移
動指令を出すロボットにアクセスせずに、周りの
数個のロボットの情報を得るだけで移動指令を受
け取ることができる。また、群れの中の数個のロ
ボットが故障したり、群れにロボットを追加した
としても、支障なく運用することができる。
　他にも、このような自己組織化的な移動制御ア
ルゴリズムは、単純な命令によって集団の制御を
するものなので、ロボットだけでなく人間などの
集団を制御することなどにも応用することが期待
される。

匂い源を探る

　このように倉林研究室では生物のもつ効率的な
システムを機械に取り入れるような研究をしてい
る。その中で、移動制御の他にも匂い源を探る機
能について研究を進めている。
　匂い源を探るというのは人間から昆虫まで動物
には広く普遍的に存在する機能である。これを機
械に取り入れることができれば、例えばガス漏れ
などで有害物質の発生源を特定し対処するなど、
人間にとっては危険な作業をロボットに任せられ
るようになる。だが、この機能をもつロボットは
未だに生物がもつ性能には遠く及んでいない。そ
こで倉林研究室ではカイコガという昆虫を用いて
匂い源を探る機能について研究している。
　カイコガは絹糸の原料となる繭をつくる蛾とし
て人間に飼われてきた昆虫であり、成虫になると
食べることも飲むこともなく、羽があるのに飛ぶ
こともない。カイコガの雄は、雌のフェロモンを
感知し、その源である雌のカイコガを探すことし
かしない。
　この特徴から、実験の際に餌の匂いにつられて
その方向に移動するといった余計な行動をとらな
いため、研究には最適である。また、カイコガの
触覚は雌の出すフェロモンを一分子から感知でき
ると言われているほど非常に感度が高い。
倉林研究室では、このカイコガの雄の脳を取り出
し、ロボットに接続することでカイコガのもつ匂
い源の特定システムを解明しようとしている。
　生物の体には非常にたくさんの感覚器官が存在
していて、その膨大な情報をフィードバックする

点滅による波

図３　同期モデルによる移動制御
固有振動数を変化させることで周りのロボットを遠近方向に移動
させることができる。

点滅による波

出力する位相を角度によって変化させることで、周りのロボットを極座標角度方向に移動させることができる。

図４　極座標角度方向の移動制御
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ことで体を制御している。それゆえ、生物の特定
の機能を取り出して観察するのは非常に難しい。
そこで、倉林研究室では匂い源の定位システムを
モデル化するために、複雑なカイコガの体ではな
くロボットを使うことによって研究を進めた。
　まず、カイコガを解剖する。頭部を切り出し、
必要な電気信号を取得しやすくするために神経を
取り出す。この解剖したカイコガを制作したロ
ボットに載せ、露出させた神経を吸引電極で吸引
する。吸引電極というのはガラス管の中に生理食
塩水を満たしたもので、これにより神経信号を得
ることができる。このときの神経信号はマイクロ
ボルト単位で表わされるほど微弱なので、アンプ
などで増幅、調整する（図５）。
　これを用いて、例えば右足を動かす電気信号で
右の車輪のモーターを動かす、といったようにロ
ボットを動作させている。モーターの出力は神経
の発火頻度を単位時間積分した値の正数倍に設定
している。このような微弱な神経信号は非常にノ
イズに弱いため、神経信号を取得するときは安定
した場所で専用の大型の機械を使うものである。
それを小型ロボットに載せ自立して動かすという
のは非常に難しく、世界でも類を見ないという。
　こうして動作させたカイコガロボットにおいて、
リアルタイムで神経信号を計測しながら、モーター
出力を突然2倍にしたり元に戻したりする実験を
行なった。モーターの出力を2倍にするとカイコ
ガは神経の発火頻度を減らし、移動に支障が出な
いように調整していた。出力を元に戻したときも
同様にカイコガは神経信号を元に戻るように調整

していた。この結果からわかることは、カイコガ
は自身の速度をフィードバックして移動を正確に
行なっている可能性が高いということだ。
　このようにシステムのモデル化をすることによっ
て、カイコガが何をフィードバックしてどのよう
に移動を制御しているのかがわかるのだ。これが
わかればロボット単体で生物のシステムを再現す
ることができる。
　こうして作ったカイコガロボットで、性フェロ
モンの発生源を探索させる実験をしたところ、成
功率は80％程度であった。だが、カイコガそのも
のの成功率は100％である。これは、解剖の際に
神経を傷つけてしまうといった技術的な問題や、
フェロモンが実験装置などに付着し、実験がうま
くいかないといったことが原因であると予想され
る。また、カイコガはその神経的な動作アルゴリ
ズムだけではなく羽による空気の流れの制御など、
身体のもつさまざまな特性によってその定位能力
を高めていると考えられる。
　それ以外にもこのモデルでは、実験者側は空気
中のフェロモンの状態を正確に把握することがで
きないので、実際にどういう信号を受けて移動制
御しているのかがわからない。そこで、カイコガ
を仮想空間に置いてシミュレートするといった実
験も行なっている。これを実現するためには、カ
イコガの性フェロモンの感知を自由に操作できな
くてはいけない。
　遺伝子組み換え技術によって、虫の触覚に光感
受性タンパク質（チャネルロドプシン）を発現さ
せることができる。このタンパク質は、特定の波
長の光を検知して本来とは別の感覚神経に割り込
んで信号を出すことができる。これをカイコガの
触覚に発現させることで、人為的にフェロモンを
感知した状態にさせることができる。
　こうして遺伝子組み換えを行なったカイコガを、
動きを検出するための回転するボールに載せ、チャ
ネルロドプシンを反応させるライトを設置するこ
とで生きたカイコガをシミュレータの中に取り込
むといった実験をした（図６）。
　この結果、カイコガはベイズ推定に基づいたア
ルゴリズムを使って定位行動をしているようだと
いうことがわかった。このアルゴリズムは、匂い

モーター カイコガ

信号増幅機

図５　カイコガを搭載したロボット
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生物のもつ柔軟性

　機械と生物を比べたとき、機械は特定の機能に
ついて優れているといえる。例えば、人間の脳で
さえ単純な計算についてはスーパーコンピュータ
の計算速度には遠く及ばないし、長時間にわたっ
て新幹線より速く走ることができる動物はいない。
　しかし、停電や脱線などの事故が起きた時に対
処してくれるかというとそうではない。生物は足
が一本なくなったとしても生きていくことができ
る。生物の強みはその頑健さ、柔軟性にある。
　自己組織化ロボットは何機かが故障しても全体
には支障なしに動き続けることができる。また、
カイコガの強いフィードバックのシステムを学ぶ
ことで、より頑健なロボットの制御システムが構
築できるかもしれない。倉林研究室では生物のも
つ頑健で柔軟なシステムをロボットに取り入れ、
司令を与えられなくても自分で考え、行動するよ
うなロボットを作る研究を日々続けている。

源のある確率を推定しながら、情報量が多いと予
想される方向に移動するというものだ。つまり、
匂い源がありそうな方に移動するのではなく、匂
い源の位置を確定するのに適した動きをする。
　実験では、カイコガがこのアルゴリズムを使っ
ているとしてシミュレートしたものと、実際のカ
イコガの動きを比較し、動作の一致を確かめた。
　結果によると、カイコガがそのアルゴリズムを
使っているとするとおおまかにはうまく一致する。
だが、匂い源の位置が定まってくると、カイコガ
はベイズ推定によるアルゴリズムでの方向決定で
はなく、実際に存在確率が高い方向に賭けて行
なってしまうという。
　ベイズ推定によるアルゴリズムを使ったときに、
わざと存在確率の低い方向に進んだほうが情報量
が大きいことがある。
　たとえば、匂い源があって風が吹いているとき、

風向き方向に匂いが帯状にたなびく。ここを通る
とき、帯状の匂い分布を遡ろうとする動きは、匂
いの濃さにあまり差がないので情報量は少ない。
逆に横切ろうとする方向には匂いに差があり、分
布の形状という大きな情報を得ることができるの
で、情報量が大きい。こうなってしまうと、実際
の目的地と直交方向に動き、目的地の周りをぐる
ぐると回ってしまいなかなか辿りつけないという
ことになる（図７）。
　これを回避するために、実際のカイコガはベイ
ズ推定を使ったアルゴリズムによるものとは少し
違った動作をするのだと推定される。
　このような実験を通して、カイコガがもつ匂い
源定位のシステムを完全に解明し、ロボットで再
現することを目標として研究を続けている。

光を当てる装置
固定されたカイコガ

回転するボール

図６　カイコガをシミュレータに取り込む
カイコガを固定し、触覚に光を当て、その動きをコンピュータに
取り込む。

風
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情報量

情報量 多
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図７　匂い分布を移動する際の情報量の差
ベイズ推定によるアルゴリズムでは、匂い源が近くにあっても別
の方向に進んでしまうことがある。

生物を用いたロボットなど、先生の研究は大変興
味深いものでした。お忙しい中、快く取材に応じ
てくださった倉林先生に、厚く御礼申し上げます。
 （澤田 海人）

執筆者より


