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解 説

DARPA ロボティクスチャレンジ決勝戦でのロボットシステ
ム開発と教訓
Development and Lessons learned in DARPA Robotics Challenge Finals
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AIST

オペレータは競技フィールドから 200[m] 以上離れた建

1. は じ め に

物の中から，ロボット自身に搭載されたカメラとセンサ情

2015 年 6 月に米国で開催された DARPA ロボティクス

報だけを頼りに遠隔操作しなくてはならない．従って，図

チャレンジ決勝戦では，世界のトップ研究機関が災害対応

1 のような会場を俯瞰した映像や外から撮影された作業中

ロボット技術を競った．本稿では，大会で要求された災害

のロボットをオペレータが見ることはできない．これは現

対応ロボットのシステム技術開発に我々AIST-NEDO チー

実の災害現場を想定したルールで，DRC の競技の難しさ

ムがどう取り組み，どんな課題に直面したか，そこで何を

を理解するための重要なポイントである．

学んだかについて述べる．

3. 軍事研究への懸念

2. DARPA ロボティクスチャレンジ

DRC の野心的な目標と 200 万ドル（約 2 億円）という破

米国防総省の国防高等研究計画局 (DARPA) が災害対応

格な優勝賞金は全世界のロボット研究者を鼓舞したが，同

ロボットに関する競技会形式の研究開発プロジェクトを公表

時に「成果が米国の軍事目的に転用されるのではないか」と

したのは，2012 年 4 月のことであった．DARPA Robotics

いう不安を抱かせた．この懸念は日本人だけのものではな

Challenge(以後 DRC と表記) と名付けられたそのプロジェ
クトの目的は，その前年の 2011 年 3 月に起きた福島第一

く，国際会議での DRC の説明で聴衆から何度もストレー
トに問われた．

原発事故のような人工環境における予測困難・予測不可能

DARPA の目的は広い意味での国防に寄与する基礎研究

な災害に対処できるロボットシステムを開発することにあ

であり，殺傷兵器開発を意図しているわけではない．プロ

る [1]．

ジェクトマネージャーの Gill Pratt 氏と DRC 事務局も海

カリフォルニア州ポモナの Fairplex に設けられた DRC

外からの参加者の懸念をよく理解しており，プロジェクト

決勝戦の競技フィールドの様子を図 1 に示す．ロボットは図

全般にわたって可能な限り軍事色を薄める配慮があったよ

の右上から車を運転して建物の入り口付近に到達 (Drive)，

うに思う．例えば，2013 年の予選と 2015 年の決勝戦はい

降車 (Egress) してドアを通過 (Door) する．建物の中には

ずれも広く一般市民に公開されるとともに，すべての競技

360 度回転させる必要のあるバルブ (Valve)，電動ドリル
により所定の穴をあける壁 (Wall)，さらに，蓋を開けての
ボタン押し (Button) やプラグの刺し直し (Plug) など日
によって変わるタスク (Surprise) がある．さらにブロック
で作られた凹凸路面 (Terrain) か，木材やホースの散乱し
た路面 (Debris) のどちらかを通過し，最後に 4 段の階段
(Stairs) を登りきってゴールとなる．以上合計 8 つのタス

はストリーミング生中継され，競技のダイジェスト動画は

ミで開催された．この予選では日本から唯一の参加チームで

クを一時間以内に，できるだけ早くこなすのが目標である．

あった SCHAFT が，米国 CMU や NASA などの有力チー

YouTube にアップロードされた† ．個人的にも，参加中に
軍事機密的な情報統制を感じたことはなかった．

4. 決勝戦参加チームが決まるまで
DRC の予選 (Trials) は 2013 年 12 月にフロリダ州マイア

ムを押さえて 1 位となり大きな話題となった．SCHAFT
原稿受付
キーワード：
* 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第一
* AIST Central 1, Umezono 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号

† 中でも

DARPA が公式に YouTube にアップロードしたユーモラ
スなロボットの転倒シーンの動画 [2] は人気を集め「殺人ロボッ
ト開発だっ！」という非難をトーンダウンさせた．
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決勝戦 (DRC Finals) のフィールドの様子

は，東京大学の中西雄飛氏と浦田順一氏が DRC 参加のた

敗し再把持を行う途中，軌道生成計算のバグに起因すると

めに大学を辞して設立したベンチャー企業である．実はこ

思われる暴走により転倒，リタイアした．本戦二日目は，

の時既に SCHAFT は Google に買収されており，その後
決勝戦への出場も辞退したため，DRC に参戦する日本の

Drive, Door, Valve, Surprise(Plug), Terrain の 5 タスク
を 52 分 30 秒かけてクリアして 23 チーム中 10 位の成績を

チームは一旦なくなってしまった．

おさめた†† ．

一方、2014 年 5 月に公募が開始された NEDO プロジェク
ト「災害対応ロボット研究開発（アメリカ）」† では、DARPA
ロボティクスチャレンジへの参加を念頭に置いたロボット
開発が課題の一つとして含まれていた．この公募に応じた

一方，優勝したのは韓国 KAIST, 2 位が米国 IHMC
Robotics，3 位が米国 CMU の Tartan Rescue である．こ
の 3 チームはいずれも与えられた 8 つのタスクすべてをク
リアして技術の高さを示した [3] [4]．

大学・研究機関の中から、東京大学，産業技術総合研究所，

6. 何故優勝できなかったのか

および 4 大学連合チーム（東京大学，千葉工業大学，大
阪大学，神戸大学）の 3 グループが採択された．ここから

多くの方の疑問は「ロボット大国と呼ばれる日本からの

NEDO-JSK, AIST-NEDO, NEDO-HYDRA が組織され

出場チームが何故優勝できなかったのか？」であろう．こ

て NEDO の支援のもと大会に挑んだ．さらに別途，東京

れに対して，3 つの理由を上げたい．

大学の HRP2-TOKYO，民間企業主体の Team AERO が

• 課題の難しさ．安全索なしの自立型ロボットを帯域制限

参戦し，最終的に日本から 5 チームが DRC 決勝戦に参加

された通信を介して操作し，屋外で 8 つのタスクを一

することとなった．

時間以内に達成するという課題はロボット工学史上前
例のない困難なものであった††† ．それに比して，我々

5. チーム AIST-NEDO

が人型ロボットに関して積んできた多少の経験は，ア

チーム AIST-NEDO は産総研知能システム研究部門の

ドバンテージとならなかった．

ヒューマノイド研究グループのメンバー 7 名，AIST-CNRS

• 準備時間の短さ．我々は 10 か月間でロボットハード

ロボット工学研究ラボのメンバー 3 名，および川田工業株式

ウェアとソフトウェアの開発を行わなければならなかっ

会社のエンジニア 2 名で構成された．チームを率いたのは

た．一方，予選から参加していたチームには 3 年以上

ヒューマノイド研究グループリーダーの金広である．NEDO
公募への申請が採択され，チームが結成されたのが 2014 年

7 月末であり，2015 年 6 月初めの DRC Finals までの約
10ヶ月間で準備を行って決勝戦に挑んだ．
DRC Finals の本戦初日，我々のロボットは Drive タス

の準備期間があった．

• 競技会への経験不足．良い成績を収めるためには，事
前のルール検討やチームのマネジメントなどの「戦略」
も大切である．例えば，長年 RoboCup への出場を重
ねて「勝負慣れ」していたドイツ・ボン大学のチーム

クをクリアしたものの，ドア通過時にドアノブの操作に失
†† 日本から参戦した

5 チームの中ではトップ，予選なしに決勝戦か
ら参戦したチームとしては 2 番目である．
††† DRC 予選では転倒防止用の安全索の使用が許され，8 つのタス
クは独立にそれぞれ 30 分かけて行われた．

† 正式なプロジェクト名称は「環境・医療分野の国際研究開発・

実証プロジェクト／ロボット分野の国際研究開発・実証事業／
災害対応ロボット研究開発（アメリカ）」
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HRP-2 改のパワー系概略（バッテリ駆動時）
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要求される．バッテリ駆動時のパワー系の概略を図 3 に示
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す．ロボットのすべてのパワーは定格電圧 52.8V，10Ah の

LiFE(リチウム・フェライト）バッテリーでまかなわれる．

HRP-2 改

ロボットを制御する二つのコンピュータと各種センサを駆
は予選なしの出場にもかかわらず 4 位という好成績を
収めた．一方，我々にとっては DRC が初めての競技
会体験であった．
以下では，より具体的に我々が構築したシステム，準備の

動するための 5V，12V 等の電源は DC-DC コンバータで
生成される一方，サーボモータを駆動するモータドライバ
はバッテリから直接電力を得る．バッテリーとモータドラ
イバの間にはヒューズが挿入され，過剰な電流によるモー
タやモータドライバの破壊を防いでいる．

様子，発生した問題について解説する．

8. DRC の通信環境と Choreonoid

7. ヒューマノイドロボット HRP-2 改 [6] [10]
HRP-2 改は身長 171[cm]，体重 65[kg]，全 32 自由度の
ヒューマノイドロボットである (図 2)．ベースとなった機
体は 2002 年に人間協調・共存型ロボットシステムプロジェ
クトにおいて開発された HRP-2 であり，DRC Finals で想
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定される不整地歩行や各種タスクを想定して，脚・腕リン
ク長の増大，アクチュエータ系の強化，ハンドの改造，バッ
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テリーの開発，動作制御用 PC の換装，制御ソフトウェア

࣮࢞ࣞࢪ

の改修などを施した．

図4

図 2(b) に軸構成を示す．DRC Finals で想定される不整
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DRC Finals における通信環境

地踏破性能を満たすため，上腿と下腿の長さをオリジナル
より 0.05[m] 延長して共に 0.35[m] とした．これに伴い，床

図 4 に DRC Finals における通信環境を示す．会場はロ

面近くの物体把持を可能とするため，上腕と前腕の長さも

ボットを遠隔制御するオペレータがいるガレージとロボッ

オリジナルより 0.05[m] 延長して 0.3[m] とした．さらに，

トが実際に活動するフィールドに分かれ，オペレータはネッ

ドア通過やバルブ回し等のタスクを考慮し，腕の先端三軸

トワーク経由でロボットを操作する．ガレージとフィール

を Yaw-Roll-Yaw とした片腕 7 自由度の構成を採用した．

ドの間には災害時の通信インフラの劣化を模擬するため 2

環境計測手段として，頭部に二次元走査型 LRF（北陽電

つの通信経路が設定されている．一つは 9600bps の低速双

機製，UTM-30LX-F) を搭載しており，首ピッチ軸を回転

方向回線で動作コマンドやロボットのステータス情報を送

させることにより三次元空間の奥行き情報を取得できるよ

るのに用いられる．もう一つは 300Mbps の高速一方向回

うにした．また，作業中の環境モニタ手段として頭部，左

線でカメラ画像などの大容量の信号を受け取ることができ

右ハンド，背中部にカメラを搭載している．

る．ただし，後者に関しては，ロボットがドアを通過後，最

HRP-2 改は，通常は外部電源を接続して運用するが，決
勝戦においてはバッテリのみで約 1 時間動作することが

大 30 秒間の通信途絶（ブラックアウト）がランダムに発

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号

生するように設定されている．これによって災害時の通信
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状況を模擬するとともに，カメラ画像だけに依存して操作

ルドが設けられた．実験フィールドは，2015 年 2 月から 4

するタイプのロボットにハンディを与え，自律性の高いロ

月末までは神奈川県相模原市の新磯高等学校（廃校），5 月

ボットを有利にしているのである．

からは米国ネバダ州のラスベガスに設けられた．

なお，フィールドには Field Computer と呼ばれる高速

実験フィールドでの練習中，ロボットは以下に示す様々

のデスクトップ型コンピュータがあり（図 4 中央），ロボッ

な理由で転倒やシステムダウンを起こして，直立姿勢から

トと安定した高速無線ネットワークでつながっている．こ

崩れ落ちた．

れによって，物理的な制約で高性能な CPU を搭載できな

（1）キャリブレーション誤差．LRF のキャリブレーション

いロボットにも自律制御を実装できる仕掛けになっている．

が不十分で，床面形状が十分な精度で得られないと，不

HRP-2 改の遠隔制御のためには，我々が開発した Choreonoid を用いた [7] [11]．図 5 は大会二日目にドアを開けよ
うとしている Choreonoid の操作画面である．右上のウィ

整地歩行中に遊脚足先が環境と接触したり，着地時に

ンドウにはロボットの現在状態を示すシミュレーションモ

に押しつけられることによる転倒が発生した．

大きな反力が発生して転倒する．同様に腕を用いた作
業でも環境と衝突したり，ハンドが想定以上に対象物

デルと、LRF で取得した環境のポイントクラウドが示され

（2）プログラムミス．動作制御スクリプトの開発段階では，

ている．左側の小さなウィンドウにはロボットに搭載され

プログラムミスによりロボットが環境と干渉したり，

たカメラの映像が上から，頭部，背面，右手，左手の順に

誤ったパラメータ設定† によって転倒が発生した．
（3）全身逆運動学の不具合．作業を行う場合，手先と足先

表示されている．

の目標位置・姿勢，および重心位置を所望の状態に制
御する必要がある．この計算を行うのが全身逆運動学
であり，HRP-2 改では優先度付きの 2 次計画法を用い
ている [13]．現在の実装では動作中に肘が伸びきるな
ど関節が角度限界に達した際に，計算が数値的に不安
定となり，関節角の計算結果が不連続に変化する場合
がある．これをサーボ目標値として与えているためロ
ボットの姿勢が突然乱れ，崩れ落ちる事故が発生した．
（4）実時間制御ループのバグ．動作中，稀に実時間制御ルー
プが異常終了してロボットが崩れ落ちるケースもあっ
た．実時間制御のために Preemptive Linux Kernel を
用いているが，これに関連するシステムレベルのバグ
図5

Choreonoid による遠隔操作画面

と思われる．
このような事故による致命的な破損を防ぐため，必ず介護

DRC Finals の特殊な通信環境に適合するため，我々はガ

用のリフター，天井走行クレーン，または門型クレーンか

レージの PC (Operator Control Station) と Field Com-

らロボットに安全索をつけて実験を行ったが，それでもロ

puter の両方で Choreonoid を走らせ，両者を同期させる
アーキテクチャを選択した．二つの Choreonoid のミラーリ

ボットが崩れ落ちることにより次のような様々な障害が発

ングは，低速通信路を経由した必要最小限の通信量で行わ

までに要したおおよその時間)．

生し，それぞれに対応が必要であった（括弧内は実験再開

れる．ポイントクラウドとカメラ画像データは高速通信路で

• CPU がリブートしてしまった場合．過大なモータ駆

転送されるが，ブラックアウトに際しては Field Computer

動電流による CPU のリブートは時々起こった．HRP-

がバッファとなり，通信再開後に適切なタイミングと順序

以上に加えて，Choreonoid は基本的なシミュレーション

2 改では関節角度センサとしてインクリメンタルエン
コーダを用いているため，OS の再起動後，全関節の
原点確認作業が必要となった．(10 分)
• 事故時に発生する大電流によってヒューズ (図 3) が溶

環境として，DRC 決勝戦に必要なタスク開発で活用され

断する場合があった．カバーを開いて切れたヒューズ

た [8] [9] [12]．

を特定し，交換する作業が必要であった．(30 分）

でデータを転送する．これらのメカニズムは本戦において
うまく機能して，ポイント獲得に貢献した．

• 物理的な損傷．安全索のおかげで床面と衝突しないに

9. 実験フィールドでの練習と転倒事故
DRC Finals で想定されるタスク遂行を実際のロボット
でテストするため，NEDO の支援により専用の実験フィー
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† 歩行モードから作業モードに移行する際に，作業に応じた外力補

償の設定や，腕のコンプライアンスなど各種のパラメータを設定
する．これらは動作制御スクリプトに記述しておく．
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も関わらず，練習時の事故によってロボットはしばしば

クラウドベースのバージョン管理システム GitHub を利用

物理的に損傷した．カバー破損，エンコーダ断線，ハー

した．バージョン管理のためのサーバー設置の手間が省け，

モニック減速機のデドイダル（歯が 1 ピッチだけずれ

また開発スタッフ間のコードの共有もスムーズであった．

てロックしてしまう事），モータ焼損などである．
（数

一方で，ロボット制御に必要な巨大なソフトウェアを管
理する上で我々に欠けていたのが，現代的なプロジェクト

時間〜半日)
上記のように転倒事故による労力と時間のロスが深刻なた

管理手法であった．ヒューマノイドロボットの制御に必要と

め，極力転倒させない事が我々にとって至上命題となった．

なる巨大なソフトウェアシステムでは，些細なコードの修

しかし，現実には「注意して動作スクリプトを開発し，シ

正が開発者の想定外の不具合をもたらすことがしばしば起

ミュレータによる事前チェックを入念に行う」，くらいし

こる．これを防ぐために行われるのが継続的インテグレー

か対応がとれなかった．特に電動ドリルで壁に穴を開ける

ション (Continuous Integration:CI) であり，開発者が更

Wall タスクや，サプライズタスクの Button，Plug では，

新したソフトウェアをサーバーに登録すると，自動的にビ

ロボットの関節構造上，特異姿勢近傍の腕の動きが必要と

ルドと動作テストを行い，不具合の発生を通知するシステ

なり，担当者は非常な苦労をした．シミュレータ上で安定

ムである．DRC Finals において好成績を収めたチームの

して動作しても，実際のロボットではキャリブレーション誤

多くが CI を導入していた．例えば，IHMC Robotics は，

差などのせいで特異姿勢に入り崩れ落ちることが良くあっ

開発者がソフトウェアの修正を行う度に，3000 箇所のテス

た．さらに事故時 CPU のリブートにより動作ログがなか

トケースによって正常動作を確認し，必要に応じシステム

なか残らないため，問題の特定は難しかった．結局対象物

を安定動作するオリジナルな状態に簡単に戻すことのでき

へのアプローチ姿勢を原因の憶測と試行錯誤で変えながら，

るバージョン管理と CI を運用していた [4]．

適切な動作パラメータを探るしかなく，開発を遅らせた．

12. お わ り に

今後の改善点として，とりわけ CPU のリブートが絶対
に生じない設計の工夫が必要と思われる．例えば優勝した

KAIST チームの DRC Hubo では CPU 周りの電源安定化
のために 100[F] の電気 2 重層キャパシタを 5 個搭載してい
た [4]．また，CPU リブートの度に原点出し作業を必要と

DARPA ロボティクスチャレンジはロボット工学の歴史
に残る大会であった．筆者 (梶田) は志を同じくする世界中
の研究者達と技術を競えた事を誇りに思う．DRC 決勝戦に
参加した結果，我々はこれまで出来ていなかった高度な不

するインクリメンタルエンコーダはもはや時代遅れであり，

整地歩行やバルブ操作などの作業を短期間で実現でき，研

作業効率の面からアブソリュートタイプのエンコーダを用

究開発は大いに加速された．ただし，競技会の結果は実力

いるべきである．ソフトウェアの面では，特に全身逆運動

に見合ったものであり，上位入賞チームは確かに我々の一

学と実時間制御系について徹底的な見直しが必要であろう．

歩先を歩んでいる．事実を認めて謙虚に学びたいと思う．

節に負荷がかかった状態が長時間続くためである．これを

一方，DRC の掲げた目標は未だ達成されてはいない．Gill
Pratt 氏によれば福島第一原発の事故を単純化した今回の
競技を人間が行えば 5 分で完了できるが，優勝チームでさ
えクリアするのに 44 分を要した．それを率いた KAIST の
Jun-Ho Oh 教授も，仮に福島第一原発の事故とまったく同

防ぐためには，モータの負荷状況を簡便にモニタできるシ

じ状況が発生したとして，対処できるロボット技術は今も

ステムが必要であったが，HRP-2 改ではモータ温度センサ

存在しないと語る．我々はこれを胸に刻みつつ，
「次の危機」

10. 転倒以外による破損事故
Drive タスクの実験ではモータ焼損事故が数回発生した．
ロボットを運転席に固定してハンドル操作を行う際に，関

のインタフェースに問題があり実現できなかった．事故を
防ぐため担当者に「より注意してロボットの動作を生成す

（原発事故という形ではないにせよ）を見据えて研究開発を
進めなくてはならない．

るように」と依頼するしかなかった．
また，屋外で行った実験では日中の直射日光によりロボッ
トが高温となり，ハードディスクの交換が必要になる事故
が起こった．再発を防ぐため，これ以降は動作中ロボット
に直射日光が当たらないよう，晴天時はスタッフがロボッ
トの脇で傘をさして実験を行った．
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