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������� 古川正紘

� はじめに

��� 研究の背景

近年，消費者の幅広い需要に応えるために多品種少量
生産方式に注目が集まっており， ���	�
���
� ����

��������� �������とよばれる手法を用いることで実
現されている．例えばこの ���に代表的なセル生産方
式では，セル内の製造用機器が生産品種に応じて多様な
工程を実現することで，多品種の生産を実現している．

しかしながら，生産する品種を追加する場合には，動
作プログラムの更新やライン編成の変更などのため生産
ラインを一旦停止させる必要がある．これが生産効率の
低下を招き，ましてや個別生産が可能な柔軟性を実現し
うるには至っていない．そこで生産ラインを停止させず
に，製造用機器の動作を時々刻々と変更できるような機
器制御システムが求められている．これが実現できれば
生産性の向上に貢献し，また個別生産に対応可能な極め
て柔軟な生産システムを実現できると考えられる．

��� 研究の目的

本研究では，生産セルが製造する品種に応じて製造用
機器の動作を自在に変更することが可能な柔軟な機器制
御システムを提案し，その有用性を検討することを目的
とする．

� 設計方針

��� モジュール化の指針

柔軟な機器制御システムには，生産品種に応じて自律
的に生産ライン上の機器の動作を変化させるという，知
性 	���

������ が将来的に必要になると思われる．こ
の知性を実現する際には従来，機能別に開発を行ないそ
れを組み上げるという設計が行なわれていた．これは必
然的に，高度な問題解決能力を実現しようとすればする
ほど複雑な機構が必要となり，特殊化した機能は再利用
性の乏しいものであった．

しかし知的な振舞いとは，環境に対し単純な応答のみ
を行なう簡単な行動モジュール 	エージェントと呼ぶ�の
集まりで実現すべきであると考える．特にソフトウエア
開発コストを圧縮したいという観点からは，複雑な機構
は極力何らかの形に分解し，できうる限り簡単なモジュー
ルとして取扱えるべきである．ここで問題となるのが，
モジュール化をどのような指針で行なえば理想的である
か，である．そこで本研究では，機器制御における柔軟
性をどのように実現するかという議論を通し，このモジュー
ル化の枠組みについて考察した．

��� 制御階層

本研究で開発した機器制御システムには，能力分割型
知的システムの代表である ������ � の提唱したサブ
サンプションアーキテクチャ !�"の概念を用いた．能力
分割とは，単純な機能を知的に振る舞わせるためには，
より高い能力を持つ機能の層を積み上げればよい，とす
る考え方を実現するためのシステムの分割方法である．
この概念図を図 � に示す．
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図 �# 制御階層の概念図

これは，単純なタスクを担当するエージェントが非同
期的に外界あるいは他のエージェントと通信を行ない，
外界に対して行動を起こす，というアーキテクチャであ
る．上位レベルのエージェントの行動が下位レベルを包
摂 	��������することから，この名が付けられた．

上下層の連携の様子は次の通りである．まず上位層は
下位層に目的 	目標�を指示し，これをきっかけに下位
層は目的を達成するように働きその結果を上位層に返す．

ここでの理想的な動作とは，上位層に渡した達成目標
が次々とサブゴールとして下位層へ渡されていき，達成
目標全体を各層のエージェントの作業担当に収まるよう
に細分化する，という分解過程である．そしてその結果
を上位へ返していくことで，全体として与えた目標を達
成できればよい．

本研究ではこのような制御階層という概念を，機器制
御という限定的な範囲に適用した際に，どのような階層
化，エージェント構成，モジュール化が望ましいか，と
いった点に焦点を絞り議論した．

��� 柔軟性の定義

本研究では，機器制御システムにおける柔軟性とは生
産ラインを停止させることなく自在に動作を変更できる
こと，であると考える．現在のあらゆる �$機器の動作



は制御用ソフトウエアによって定められており，ライン
の稼働中にこれを変更することができない．すなわち柔
軟性を実現するには，ラインが稼働中であっても制御用
ソフトウエアを更新できればよい，とする．

そこで，まず新たな製品種の追加に合わせてソフトウ
エアを事前に用意し登録しておき，新たな製品種の製造
命令を受けたらこのソフトウエアを実行する，という運
用を想定する．

このように運用されるソフトウエアは再利用性を高め
資産として将来に活かすことが大切であるため，実際の
製造機器は%�& 	'����
 ������������ (�'���とし
て仮想化することが望ましい．そこで有限状態機械エー
ジェントが%�&のインタフェース 	�������� ) *+��を
提供し，サブサンプションアーキテクチャにおける階層
を%�&の持つ能力の高さに従い定めることとした．

この階層化手法を用いると，異なる %�&間の協調動
作を容易に実現することが可能である．具体的には，複
数の%�&を支配下に置いたより上位の %�&を定義す
ることで，この上位の%�&を用いてソフトウエアを記
述できれば協調作業の具体的な内容を隠蔽することが可
能である．この様な階層構造を持つ %�&を図 , に摸
式的に示す．
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図 ,# %�& *+�の階層化

��� 多様な���インタフェースの提供

機器の動作を柔軟に変更するためには，多様な動作状
態を簡単に取扱える環境を提供できることが望ましい．
これが実現できれば，例えば図 � に示すような動作が
容易に表現可能になる．
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図 �# 多様な動作状態を取扱うための %�& *+�

%�& *+�を用いて簡単に機器を取扱うこととは，図
�の協調作業中の ,台のロボットをあたかも �台の装置

	図 �の太枠�であるかのように取扱うことができるとい
うことである．つまり �つの %�& インタフェースで
取扱えるのである．独立状態であるときは個別に 	図 �の
細枠�取扱える，つまりより下位層の%�&インタフェー
スで取扱うこともできる．
そこで，図 � の太枠で示した %�& を図 � の上位の

機能レベルで実現し，図 �の細枠を下位の機能レベルで
実現することにする．このとき，上位層は下位層に対し
協調作業を遂行し得る最低限の干渉のみを行なうだけに
留め，機能モジュールの単純化を図ることが重要である．
柔軟な機器制御システムには，このような多様な %�&

*+�が定義可能であり，定義した%�& *+�をソフトウ
エア上で自由に利用可能であるようなプログラミング環
境が必要である．

� 機器制御システム概要

本研究では， %�& *+�を提供する能力を持つ有限
状態機械エージェントを開発した．またこのエージェン
トが実行可能なプログラミング言語として，状態定義モ
デルと名付けた表記法を定めた．この %�&を用いるこ
とで実際の機器を仮想化し，環境モデルを用いることで
動作状態を計算機上に構築した 	図 ��．
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図 �# 機器制御システム構成図

有限状態機械エージェントは本研究室で開発されたセ
ル制御用基盤システムである-
��.���準拠のエージェ
ントとして開発した．-
��.���の提供するネットワー
ク透過な分散環境を利用し，これらのエージェント間通
信を行なうこととした．

��� 遠隔協調

工場内のあらゆる �$機器を任意に %�& *+� とし
て定義することができれば，多様な工程を要する複雑な
動作が隠蔽され簡潔にプログラミング可能であるため，
そのメリットは極めて大きい．そこで，まず工場内に配
置された全ての �$機器をネットワーク透過な分散オブ



ジェクトとして下位レベル %�& *+� を構築し，これ
らの機器間で協調動作を実現する上位レベルの%�& *+�

を任意に定義する．このようにして定義した各層の%�&

*+�は，実行される計算機環境や複雑な動作の詳細を完
全に隠蔽し，利用するだけで遠隔協調を容易に実現する
ものである．

%�&を用いた遠隔協調はメリットが大きい反面，機
器制御という性質からリアルタイム性を要求される場合
が多い．そこで異なる計算機環境間でのリアルタイム性
の高い遠隔協調動作を評価事例に選ぶことで，%�& *+�

を任意に定義できることの意義を評価することとした．

��� 状態定義モデル

状態定義モデルとは，制御プログラムが有限個の状態
をもつ状態遷移網として表現可能であることに着目した，
状態遷移網を表現するための様式記述である．この様式
を表 �のように定めた．また，記述テンプレートを図 �に
示した．有限状態機械エージェントは，内部にもつイン
タプリタでこの状態定義モデルを解釈し，実行すること
ができる．

予約語 �������状態名�

����� �状態名 	
状態名 � � �����遷移条件�

修飾辞 ������変数名�

������状態遷移網名�

予約 ������

状態 ����

������

表 �# 状態定義モデルの規定要素

��� 有限状態機械エージェント

有限状態機械エージェントの模式図を図 /の$����に
示す．-
��.��� は図 / 中の -
��.��� ���� �0���

に示した一元管理されたデータベースを持つ．これを黒
板モデルの黒板として用い，複数のエージェントが参照
することで分散知能モデルを形成する．提案するシステ
ムではこの-
��.��� ���� �0��� に状態定義モデル
を事前に登録し，エージェントは適宜これを取得し実行
することで動作する．この制御プログラム，その実行結
果，内部の制御状態はエージェント内部の記憶領域 	図
/の ������
 �������に保持する．

また，制御プログラムの動的な変更もまた柔軟性の向
上に貢献できると考えたため，-
��.��� ���� �0���

上に任意のタイミングで状態定義モデルを登録すること
を可能とした．再定義後は，エージェントが自律的に再
取得を行なう．

この様な-
��.��� 準拠のエージェントが機器制御
能力を持つことは，岡崎 !,"によって確認されている．
この研究では組み込み機器上でデジタル入出力能力を持
つエージェントを動作させ，その制御周波数を測定して
いる．従って本研究では，%�&を用いた機器制御は実
現可能であることを前提とした．

# -- COMMON INITIALIZATION ---
state: Startup
    call.flag.init
enter init: 1

state: init
    assign( super.get.state ,  flagStateInitializeng,
               super.get.mode, flagModeIdle )
enter idle, out, busy : 1

# -- COMMON IDLING PART--
state: idle
    assign( super.get.state, flagStateIdling )
enter Startup:      super.set.mode == flagModeReset       
enter modeA:      super.set.mode == flagModeA  
enter modeB:      super.set.mode == flagModeB

#-- COMMON INTERFACE --
state: out
     interconnection service
enter exit: super.mode == flagModeReset

state: busy
    if(  ( busyCondition ),
          assign( super.get.state,  flagStateIdling  ), 
          assign( super.get.state,  flagStateRunning  ) )
enter exit: super.set.mode == flagModeReset

# -- CHARACTERISTIC  SERVICE --
state: modeA
    call.modeA
enter idle: super.mode != flagModeA

state: modeB
    call.modeB
enter idle: super.mode != flagModeA

net.StateDefinitionName

図 �# 記述テンプレート

Glue Logic name space

42

ref

ref

mA.target

Agent

Hardware

Loader

Controller

internal 
memory

EXE

threads

mB.target

mA.mode

mB.status

cooperate

mA.status 42

mB.mode cooperate

42

Hardware

Loader

Controller

internal 
memory

EXE

threads

図 /# 有限状態機械エージェント



� 評価

��� 独立 �軸の機能拡張

提案した %�& *+�階層を， �軸の機能拡張に適用
した．最も単純な機能を持つ%�& ���� に対して，上
位階層 ����� を定義した．各階層において提供する能
力を表 , のように設計し， ,つのエージェントで動作
させた．この %�& *+�として利用可能な名前空間と
機能を表現した �つの状態定義モデル ��������， ����

�����， �������������� を図 � に示した．

%�& *+�階層名 この階層で実現する能力

����� 線形補間能力

���� キャリブレーション能力
リミットスイッチ入力の検知

表 ,# �軸の機能拡張における %�&階層設計

-anchor axis1.1

1 axis VMD
axis1.1

axis VMD
axis1.2.var.axis

Finite State
Machine

State Variable

net.axis

-anchor axis1.1.var.axis

Finite State
Machine

State Variable

net.interporate

Finite State
Machine

State Variable

net.axis1

axis1.1.var.set.max.a
axix1.1.var.set.max.v

axis1.1.var.set.state
axis1.1.var.set.mode
axis1.1.var.set.position
axis1.1.var.set.velocity

axis1.1.var.get.state
axis1.1.var.get.mode
axis1.1.var.get.position
axis1.1.var.get.velocity

図 �# �軸の機能拡張のための%�& *+�

各階層は ����� および ���� で内部状態を変更，参
照できる．また，取扱う軸の位置及び速度を �������，
�������� を介して入力 	����および出力 	���� を行
なえる *+�を設計した．

%�&階層 ���� は独立して動作を行なうことができ
る．上位層からキャリブレーションモードの実行を受け
取ると， ������� を減少させ続け，リミットスイッチ
入力を検出するとこれを � にリセットする．一方，上
位層の ����� は下位層の ���� に対して動作要求を行
なうことで動作する． ����� に追加した能力により軸
の最大移動速度 �����，最大移動加速度 ����� を設定
することができ，この許容範囲内で軸の移動を行なうた
めの補間演算能力を利用できるようになる．

これらの動作を，各 %�&階層 ����， �����におい
て状態遷移命令，目標位置および速度を入力することで
確認した．また実行を補助する他のものも含め， �つの
状態定義モデルは数個の状態として簡潔に表現できた．

��� 協調 �軸のならい動作

分散環境下で遠隔協調可能であることを示すために，
表 � に示す機能を表 , に追加し協調 ,軸を設計した．
下位階層 ����� には，先ほど述べた独立 �軸を ,つ配
した．最上位階層 ����� は，下位の ,つの �����を従
属させることで，独立 �軸 ,つを協調 ,軸として取扱え
る %�& *+�を実現した． %�&階層 ����� をならい
動作状態に遷移させると，片方の軸に与えた目標位置座
標，速度に対してもう片方がならい動作を行なう．協調
状態でこれら ,軸が完全に同期を保ちならい動作を行なっ
たことを観察できたので， %�& *+�を用いた遠隔協
調を実現することができたといえる．また，数個の状態
定義モデルの追加で �����への拡張が実現できた．

%�& *+�階層名 この階層で実現する能力

����� ならい動作

����� 上位との同期能力

表 �# ,軸協調のために追加した %�&階層および機能

� 結論

本研究の結論を以下に挙げる．

� 制御用ソフトウエア開発の際に柔軟な機器制御を
表現可能な%�& *+�階層を提案した

� %�& *+�を実現するための制御プログラムとし
て状態定義モデルを定め，これを実行可能な有限
状態機械エージェントを開発し動作を確認した

� �軸を起点とし高機能化していき %�& *+�の評
価を行なうことで，ネットワーク透過な分散環境に
おける複数の機器間の協調動作を実現できる可能
性を示した

以上の成果から，%�& *+�の階層を利用した柔軟
な機器制御システムの実現方針を示した．今後の課題は，
任意の %�&間が協調可能なより制御階層の高い %�&

インタフェースの仕様を定めるとともに，円弧補間，多
軸ロボットなどを実現する状態定義モデル表現を行なう
ことで，機能ライブラリとしての拡充およびその有用性
の評価が必要である．また実機を用いた機器制御実験に
より，機器制御能力の定量的評価が必要である．
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