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� はじめに

��� 背景
消費者ニーズが多様化した現代では多品種少量の生産

を行える柔軟性の高い生産システムが求められる。そこ
で、 �つの生産設備やラインで複数の製品を生産するこ
とができる ���	�
���
� ������������ �������の導
入が進められてきた。 ���においては搬送システムにも
柔軟性のあるものが求められるが、そのような搬送シス
テムの一つとして ���	�������� ����� �� �
��が
用いられている。
���は、生産現場の規模に応じて無人搬送車の投入台

数を増減することによって搬送能力を容易に調節するこ
とができる。しかし、同一フィールド内に複数の無人搬
送車を投入した場合、なんらかの手法で経路制御を行わ
なければ無人搬送車同士が身動きできなくなってしまう
デッドロック状態に陥ってしまう可能性がある。デッド
ロック状態の発生は搬送効率の低下を招き、要求された
搬送をこなせなくなる原因となり、ひいては生産システ
ム全体の効率の低下をも招く。

��� 目的
本研究では、複数の無人搬送車が運用されている状況

下において、デッドロック状態に陥ることなく、要求さ
れた時間内に搬送を完了できるような経路を発見するこ
とができる走行経路制御システムの構築を目指す。対象
とする問題は搬送要求に応えられる経路を探索すること
のみに限定し、搬送要求の割り振り方などについては論
じない。

� 研究のアプローチ

��� 時間的制約の考慮
デッドロック回避の方法として、未来時刻における時

空間の予約という手法を岡田 !�"が提案している。この手
法は時間と空間 	時空間�の占有 	予約�を行い、予約が入っ
ている時空間には他の無人搬送車を進入させないことに
よってデッドロックを回避しているが、一度予約した時
空間は他の無人搬送車と融通することができないという
問題がある。
無人搬送車に対して搬送要求を出す場合、それぞれの

搬送要求には時間的な制約があり、それらの中には搬送
距離の割に時間的余裕があるものと、時間的余裕がなく
急いで搬送しなければならないものが混在していると考
えられる。そこで本研究においては、無人搬送車の経路
を探索する際、要求された搬送完了時刻までの残り時間
および目的地までの残り距離を考慮する。それらの余裕
がない搬送要求が発生した場合に、相対的に余裕のある

搬送要求を受けた無人搬送車と交渉を行い時空間を融通
し合うという手法によって、搬送要求を引き受けられる
率を高める。この手法を図 �に示す。
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図 �# 交渉による時空間融通の例

��� 経路余裕時間と距離余裕時間
本研究においては、経路余裕時間と距離余裕時間とい

う無人搬送車の時間的余裕を定義するための �つのパラ
メータを提案する。
経路余裕時間 �� は下式のように、走行経路に基づいて

定義した。

�� $ ��
��

�
� ��

ただし �は無人搬送車の移動速度 	ここでは一定とする�、
�は要求された搬送完了時刻までの残り時間、 �� と ��は
その時点で求められている目的地までの経路を通った場
合の距離とその経路上での待ち時間である。
一方、距離余裕時間 �� は無人搬送車の現在地から目的

地まで最短となる経路の距離に基づいて定義した。

�� $ ��
��

�

�� は無人搬送車の現在地と目的地の最短距離、 �および
�の定義は �� を求める際と同じである。

�� は実際に通る予定である経路によって求められる値
であるため、時間的余裕を正確に表しているが、すでに
経路が求められている無人搬送車でなければ求めること
ができない。一方、 ��は遠回りの経路を取っている場合
など、正確な時間的余裕を表していない可能性があるが、
まだ経路が決定していない場合でも求められる。

� システム概要

��� 必要要件
本研究で開発するシステムは、「デッドロックが発生

しない」「一度引き受けた搬送要求は要求通り搬送する
ことを保証する」という �点を必要要件とする。



このことは搬送要求を引き受けるか拒絶するかを搬送
要求が割り当てられた段階で回答し、引き受けた場合は
搬送が完了することを保証することを意味する。そのた
めには搬送要求が割り当てられた段階でデッドロックに
陥らないことを保証する経路を探索することが求められ
る。

��� システム構成
経路探索システムを構成するにあたっては本研究室で

開発された ��用分散並列処理を支援するアクティブデー
タベースである�
��%���を用いる。�
��%���を用い
て以下のようなエージェント群を構成した。

�����������	

目的地までの走行経路を探索し、予約するエージェ
ント。探索が失敗した場合は &�����'�����から
優先順位の情報を受け取り(�)����&
�����に交渉
を依頼する。

�	
�	
����
�
��

各無人搬送車の �� および �� を計算し、それぞれの
値に基づく優先順位を無人搬送車に伝えるためのエー
ジェント。

�������������	

(���� *
�����での経路探索が失敗した際に交渉を
行うためのエージェント。

�	��	����	

無人搬送車に搬送要求を出すエージェント。要求内
容には目的地と搬送完了期限が含まれる。目的地選
択および無人搬送車への割り当てはランダムに行わ
れる。

�	
��	

無人搬送車の現在の状態を管理するエージェント。

����

単位時間を管理するエージェント。 �単位時間にお
ける全てのイベントが終了したことを確認すると時
間を �単位時間進める。

�
���	

無人搬送車の現在地を表示するエージェント。

PriorityNegotiate result

OrderMaker

RequestPlanner RoutePlanner

Driver

Reserve route

Negotiate order
Order Result

Clock

PriorityDecision

Position

Time

Viewer

図 �# システム構成

��� 経路探索プロセス
搬送要求は目的地と搬送完了期限からなる。搬送要求

は搬送要求間隔時間ごとに+������,��によって生成さ
れるが、一定の割合で搬送完了期限までの余裕時間 	搬送
時間と呼ぶ�が少ない搬送要求を生成し、それを急ぎの搬
送要求とする。搬送要求は待機中の無人搬送車のうち �台

の (����&
�����に割り当てられる。待機中の無人搬送車
が �台もいない場合は搬送要求は拒絶される。
搬送要求を受けた無人搬送車の(����&
�����は他の

搬送中の無人搬送車が予約している時空間を避けて経路
を探索する。経路が発見された場合はそれに従って時空
間の予約を行い、 '�-��に経路を伝える。探索をした次
の単位時間から'�-��が予約された経路を元に無人搬送
車を動かす。
他の無人搬送車と干渉しない経路が発見されなかった

場合は、その時点で搬送中の無人搬送車と交渉を行い、
すでに予約されている時空間を融通し合う。搬送要求を
受けた無人搬送車 	�とする�は現在搬送中の無人搬送車
の中で �� が最も大きいもの 	�� とする�との交渉を行う。
交渉では時空間の予約データベースから �� の予約されて
いる時空間 ���

を除いた予約情報を元に、 �と ��のうち
�� が小さい方から順に経路探索を行い、 �および ��の
新しい経路である ��

� および ���
� を発見する。 ��

� およ
び ���

� が互いの時空間に干渉せずかつ搬送要求の内容を
満たす経路であれば交渉成立とし、以降は ��

� および���
�

に基づく経路に従って動く。
経路が発見されなかった場合は �� の次に �� が大きい無

人搬送車 	��とする�を交渉相手とし、 �と ��の間で同
様の交渉を行う。全ての搬送中無人搬送車との交渉を行っ
ても経路が発見されなかった場合は一連の経路探索は失
敗となり、その搬送要求は受け付けられない。
この一連の流れを図 �に示す。

 Order  Maker AGV X
Route_planner

AGV X
Request_planner

Transportation 
is demanded

Serch for route
(Interfernce with 
other AGVs is 
not permitted)

[Route not found]

Serch for route 
that escapes
interference

[Route found]

Reserve 
route

[Route not found]

[Route found]

Order is 
rejected

Result is returned

Result is received

AGV Y
Request_planner

t_m : X<Y

Decide negotiate 
conpetitor

Serch for route 
that escapes
interference

[Route not found]

[Route found]

[AGV found]

[AGV
not found]

図 �# 搬送要求を受けてから搬送開始 	もしくは拒絶�ま
での流れ

� 計算機によるシミュレーション実験
本研究で提案した手法による実験を行った。実験はシ

ミュレーションで行い、結果は ���単位時間のシミュレー



ションを ��回行った平均値を取った。

��� モデル設定
シミュレーションのモデル設定を以下に示す。

� 本研究で提案する手法 	����
.��：
「他の無人搬送車と時空間の融通を行う手法」

� 比較手法 	����
.��#
「経路探索を行った順に時空間を予約する手法」

全てのシミュレーションは同一条件下で����
.�と����
.
�を用いて行い、その結果を比較した。
また、軌道は図 �のようにモデル化した �種類のレイア

ウトを用意し、隣接距離間のノードを単位距離、その間
を進むのに要する時間を �単位時間とした。図 �の 	��を
レイアウト �、 	��をレイアウト �と呼ぶ。
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図 �# レイアウトの形状

��� 実験 ��本研究で提案する手法の検証
�種類のレイアウトを用いて、本研究で提案する手法の

有効性を検証した。実験条件を以下に示す。

� 搬送時間 	通常 /急ぎ�： �点間の最短経路を通った
場合の所要時間の �0�/�倍

� 全搬送要求中に占める急ぎの要求の割合： ��1

� 搬送要求間隔#�2�2�2�単位時間

� 無人搬送車#�2�2�2�台

実験結果はグラフの 3軸に総搬送要求数 	$総時間 /搬
送要求間隔�、 4軸に以下の値を採った。

� 失敗 	��
�：搬送要求を割り当てられたが、経路が
発見できず、要求を受け付けることができなかった
回数

� 拒絶 	(�5����：全ての無人搬送車が搬送中で、搬送
要求を割り当てることができなかった回数

� 総走行距離 	�

(��6���：全ての無人搬送車の走行
距離の総和

図 �にレイアウト �における実験結果を示す。図 �	��
の失敗数は����
.�が����
.�より少なく、交渉を行う
ことによって経路を発見できる可能性が上がっているこ
とを示している。一方、図 �	��の拒絶数は����
.�が
����
.�より少ない。これは失敗数が減って無人搬送車
が稼働していることが多くなった分、搬送要求を割り当
てられる回数が減少してたと考えられる。また図 �	��の
総走行距離は����
.�と����
.�の間に有意な差は見ら
れなかった。
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図 �# レイアウト �における実験結果

レイアウト �における実験では交渉によって経路を発
見できる可能性が向上することが示されたが、それが搬
送能力の向上に必ずしも結び付いていないという現象が
見られた。これはレイアウトが碁盤目状であるため、交
渉を行わずとも代替経路が十分発見される場合が多いた
めと考えられる。
一方、レイアウト �における実験結果を図 7に示す。図

7	��の拒絶数の傾向はレイアウト �と同じであったが図
7	��の失敗数はレイアウト �の時と比べて����
.�と����
.
�の差が大きく、また図 7	��の総走行距離は����
.�が
����
.�より大きな値が出た。これはレイアウト �はレ
イアウト �と比べて経路選択の余地が少ないため、交渉
による経路の融通の有効性がよく現れたためと考えられ
る。

���実験 ��時間的制約を変化させた場合の変化
時間的制約の条件が変動した場合に経路探索にどのよ

うな影響が出るか、また交渉がどの程度有効であるかを
調べる。実験はレイアウト �を用いて、搬送要求間隔を
�単位時間、無人搬送車 �台とし、その他の条件は実験 �
と同じとした。
この条件下で急ぎ搬送要求の割合を �1から ���1ま

で ��1毎に変化させた場合と急ぎの搬送要求における搬
送完了までの余裕時間を最短距離の所要時間の �0�倍から
�08�倍まで �0��毎に変化させた場合で実験を行った。
図 8に急ぎの搬送要求の割合を変化させた場合の実験結

果を示す。これによると、����
.�、����
.�共に急ぎ
搬送要求の割合が増加する度に失敗数が増加している。
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図 7# レイアウト �における実験結果

また、����
.�と����
.�を比べると、常に����
.�が
����
.�より少ない値を出しており、その差はおおむね
一定である。同じ失敗数の場合、����
.�の方は����
.
�に比べて急ぎ搬送要求の割合が ��1程度多くなってお
り、交渉を行うことによって急ぎの搬送要求が増えても
対処しやすいことが示された。
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図 8# 急ぎ搬送要求の割合と失敗数の関係

図 9に急ぎの搬送要求における搬送時間を変化させた場
合の結果を示す。ここでグラフの 3軸の���とは、最短
距離の所要時間に対する倍率を1で表したものである。
例えば �0�倍なら���$���1である。����
.�、����
.
�共に���の増加に伴って失敗数が減少することが確認
された。また、����
.�と����
.�の失敗数の比較では
���$�8�1以上では����
.�が����
.�を下回ったが、
���$���1では����
.�が����
.�を下回った。余裕時
間があまりにも少なすぎる場合、交渉手法を用いても経
路を発見することが困難であると考えられる。

� 考察
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図 9# 急ぎ搬送要求の余裕倍率と失敗数の関係

��� デッドロック回避に関する考察
実験により、無人搬送車同士で交渉を行うという本研

究で提案した手法が、デッドロック状態に陥らない経路
を発見する可能性を高めることを示した。しかし、それ
でもデッドロック状態に陥らないことが完全に保障され
たわけではない。また、デッドロック状態に陥らないま
でも、経路を発見できなかった場合があった。このよう
な状態の解決方法として、本研究で提案したような経路
探索にルールを設ける手法ではなく、搬送要求の生成や
割り当てなど、経路制御以外の部分で何らかのルールを
作る必要があろう。

��� 時間的制約の設定および交渉手法に関する
考察
本研究では時間的制約に着目し、通常と急ぎの �種類

の搬送要求を与えた上で、時間的制約の度合に基づいて
経路を融通する手法を提案した。この手法は特にレイア
ウト �のように経路の候補が限られる場合に有効であっ
た。しかし、搬送中の無人搬送車の経路を融通するだけ
であるので待機中の無人搬送車が障害になっている場合
に対処できない、また時間的制約のみを考慮しているた
め経路が干渉する可能性が低い無人搬送車同士でも交渉
が行われることがあるといった問題も発生した。
これらの解決のため、時間的制約以外のファクターを

考慮する制御を行う必要性があると考えられる。

� 結論
本研究より以下のような結論を得た。

� 無人搬送車の時間的制約を表すパラメータを提案し
た。

� 時間的制約に基づいて無人搬送車同士で経路の融通
を行う経路探索手法を提案した。

� 提案手法による走行経路システムを構築し、それを
用いた実験によって提案手法の有効性を確認した。
また実験結果を考察し、問題点と改善点を示した。
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