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Abstract: The purpose of this research is construction of the three-dimensional (3D) simulator in order to perform verifications of 

proposed control algorithms for rescue robots. In order to evaluate algorithms for rescue robots, actual environments are required but 

it is hard to realize such situation in real. In this report, we show our constructed the simulator using the ROS and the GAZEBO. 

 

１． 諸言 

災害現場において瓦礫の形状や質量, 積み重なった

状態等は千差万別かつ未知である. そのためレスキュ

ーロボットには, 瓦礫のどの部分を掴み, どのように

撤去作業を行えば, 重なった瓦礫を崩さず, また, 被

災者に損傷を与えずに瓦礫を撤去できるのかを考えた

手法, アルゴリズムが必要となる[1]．それらの有効性

を検証する際, 実際に環境をつくりロボットをアルゴ

リズムにしたがって動作させ, 本当に意図したとおり

の動作が行われるのかを実証することが必要になるが，

災害現場を再現することは容易ではない.よって，本研

究では, 災害現場などの実験環境の構築が容易なコン

ピュータによるシミュレーションによってアルゴリズ

ム等の妥当性を検討できるように GAZEBO を用いた

３次元シミュレータの構築を目的とし，本発表では, 

その基礎的成果について報告する.  

 

２． 構築したシステム 

 

 

Figure 1  Overview of constructed equipment 

 

Figure 1に使用機器を示す. 右下のPS3コントローラの

ボタンに割り当てがされており, Bluetoothを介して PC

へ送られた指令がシミュレーション内のロボットモデ

ルの車軸等の各関節に送られるようになっている. PC

には LinuxOSの Ubuntu 14. 04 と ROS の indigo がイン

ストールされている.  

ROS(Robot Operating System)とはオープンソースの

ロボット用メタ・オペレーティングシステムである. 

多くのロボットでは, ロボットやメーカーごとに, OS 

やプログラム言語が異なっており, さらに通常それら

の仕様は非公開となっている. そこで, 近年注目され

ているのが, ROSである. ROSは既存のライブラリが簡

単に利用できるため, 必要な部分だけを開発し, その

他の部分は既存ライブラリを流用することでロボット

の開発が容易になる. また, 好きなプログラム言語を

利用することが可能なので, プログラム自体の作成も

簡単にできるようになっている[2]. しかし, Windows

などの OS だと動作が不安定な場合もあるため, 今回

は公式にサポートされている Ubuntu 14.04を採用した.  

ROS では GAZEBO という三次元シミュレータがサ

ポートされているが, ROS がなくとも, それ単体で利

用することができる. GAZEBO のバージョンにもよる

が, ODE (Open Dynamics Engine)を含む複数の物理エン

ジンを切り替えて使用できる. また LRF や kinect 等の

センサ類もシミュレーションに加えることが出来,既

存のロボットやオブジェクトモデル等を利用して, す

ぐにでもシミュレーションができる. GAZEBO におい

て使用するロボットモデルは, URDF(Universal Robotics 

Description Format) によって記述される. 企業などの

提供するロボットモデルを利用することもできるが, 

ほとんどの場合は自らの研究目的に沿った独自のロボ

ットモデルを作成しなければならない. 今回作成した

2 リンクアームのロボットモデルを Figure 2 に示す.  
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Figure 2  Constructed robot model 

 

4 つの車輪からなる台車に, 2 リンクアームが取り付

けられたシンプルな構造になっていて, ハンド部分は

上下に開閉する仕様となっている. URDF によるモデ

ル記述は, まずモデルを構成するリンクの形状, 質量

などの物理情報と質感等の視覚情報, 次にリンク同士

を繋げるジョイントの位置や回転, 並進などの運動方

向もしくは固定などから成る. さらに, 必要に応じて

センサ等の機能を持たせるためのプラグインなども記

述される. また, 3D-CAD で描いた図面をインポートし

URDF を作ることも可能である.  

今回, ロボットの操作をジョイパッド（ゲームコン

トローラ）で行うため, ジョイントにアクチュエータ

を設定し動かすための Transmission タグを各ジョイン

トに設定している.  

また, このレスキューロボットのシミュレーション

にあたって欠かせないものが, 瓦礫等のオブジェクト

である. これらも URDF で記述するが, 可能であるな

らば既存の GAZEBO ライブラリのものを利用しても

良い. この瓦礫等をシミュレーション空間にあらかじ

め配置したものを一つの World データとして作成する

ことができる. このデータを作っておくことで, 毎回

空間に瓦礫を配置する手間を省き, また違うアルゴリ

ズムを同じ空間でシミュレーションできるので比較検

討にも役立てることができる.  

 

３． プログラム構成 

先に挙げた ROS と GAZEBO の利点にはもう一つあ

り, それはロボットの実機とシミュレーションにプロ

グラム構成の互換性があり, シミュレーション部分を

実機に必要なハードウェア制御プログラム等と置き換

えることで構成をそのままにシミュレーションで行っ

たことを実際のロボットにおいて実行可能になる, と

いう点である. 企業等の提供しているGAZEBO対応の

既存のロボットモデルの一部は, ソフトウェアなども

含めてすでに実際のロボットとシミュレーションを一

緒に動作できるよう開発されている. しかし, 既存の

モデルではなく, 自作モデルをジョイパッドなどを用

いて動作させる場合には ROS control パッケージを利

用して, モデルや実機を操作できるようなプログラム

を用意する必要がある.  

Figure 3 には ROS と GAZEBO を用いたロボット

のシミュレーションと実機でのソフトウェア, ハー

ドウェアの構成を示す.画像の上部の Simulation と

Hardware で互換性があり, 下部の構成は共通になっ

ており, 先に述べたとおりシミュレーション部分を

実機用に置き換えることで構成をそのままにロボッ

トを制御できることを示している.  
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Figure 3  Structure of the system 

 

４． 結言 

本発表では GAZEBO でシミュレーションを行うの

に必要な基礎的な構成に関する報告を行った. 今後は

逆運動学等のプログラムを実装し, アームを自動で動

かせるようにするとともに, 瓦礫等を含んだ World デ

ータの作成についても行う. 
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