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免疫ネットワークを用いた自律ロボットの行動制御

當問愛晃瀧，前堂卓也*噸，遠藤聡志…，山田孝治…

ABehaviorControlofAutonomousRobotsUsingThelmmuneNetwork

NaruakiToMA*，TakuyaMAEDo**，SatoshiENDo…andKojiYAMADA率*＊

Abstract

TheimmunesystemisoneoftheadaptivebiologicalsystemswhoBefilnctionsaretoidentifyandto

eliminatefbreignmaterialaTheimmunesystemismainlycomposedofMHCtoidentifynon-selfand

lmmuneNetwork，ThelmmuneNetworkisamechanism,theimmuneresponseiscarriedoutbyself

regulation，ａｎｄｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｉｍｍｕｎｅｃｅｌｌｓａｎｄｔheirinter巫tionlnthispaperjweproposeasystem

thatcontrolsthebehaviorsofanautonomousmobilerobotbyteacherrobotscomposedofthelmmune

AlgorithmbasedonSelfLPresewation・TheteacherrobotshavesensorusingMHCandleamingmethod
fbradaptivebehaviorsusinglmmuneNetworkwhoseprincipleofoperationsarebasedonthemteraction、

Tbinvestigatethevalidityofoursystem,weSimulateonKheperaSimulatorandexamineitsresult．

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：ImmuneNetwork,SelfLPreservation,BehaviorControL

異種の細胞間による相互作用を基本動作とし，１）未

知の抗原に対する防御機構，２）また自らを攻撃しな

いための調節機構として振舞うための重要な機能で

ある．

１．はじめに

ニューラルネットワーク，遺伝的アルゴリズム（Genetic

Algorithms：ＧＡ）等の適応アルゴリズムは，従来の工学

的最適化手法にはない，生物の優れた情報処理機能に基

づいており，その有効性は様々な研究により示されている

[3]［4］近年，工学的分野において，脳神経系，遺伝系に
次いで，新たに免疫系による工学的アプローチが取り上げ

られている．免疫系は，さまざまなウイルスや細菌にさら

されている苛酷な環境の中でいかに自己を存続させていく

かという重要な機能（自己保存機能）を担っている[8］
免疫系の特徴は，多様性のある抗体の産生，免疫ネット

ワークによる自己調節機構，抗体の特異性や免疫学的記

憶に基づいた一次免疫応答及び二次免疫応答等の様々な

高次情報処理機構により構成されている点にある．特に，

ＭＨＣと免疫ネットワークは免疫系独自の機構である．

ロボット工学の見地から，免疫系の自己保存機能や自己

調節機構を自律移動ロボットの行動制御として用いるこ

とにより，１）未知な環境変化に対応可能な環境適応能力’

2）相互作用を基本動作とした高度情報処理能力を得られ

ると考えられる．これにより，自律的な行動が要求される

自律移動ロボットの自己存続機能や環境対処の能力に大き

な影響を与えることが期待される．本稿では，自律ロボッ

トの行動制御において，免疫ネットワークとＭＨＣを応用

した免疫アルゴリズム（ImmuneAlgorithms：１Ａ）を適
用し，その有効性を検討する．

2．免疫系

２．１概要

免疫系とは，生体内に侵入する未知の抗原に対応するた

め，細胞遺伝子の再構築を行って抗原に対応する抗体を産

生し，抗原を排除する生体監視防衛機構である（図ｌ）．

免疫システムは，以下に示す複数の高次情報処理機構か

ら構成され，抗原に対応し続けることで生体の恒常性を保

つ[１Ｍ6],[7],[9]．

・抗原の認識機構:生体内に侵入した抗原をリンパ系が

認識

・細胞遺伝子の再構成機構：その抗原に対応する抗体産

・主要組織適合遺伝子複合体（ＭＨＣ）

自己と非自己を判断するための一要素であり，抗原の

認識に使用される．

・免疫ネットワーク

受理：１９９９年６月７日
＊大学院理工学研究科情報工学専攻

(MastersCou函einInfbrmationEngineering,GraduateSchoolof

ScienceandEngineering）
…工学部情報工学科卒業

(Graduated,Dept・oflnfbImationEngineering,鹿c､ofEng.）
…*工学部情報工学科
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以上の議論をまとめる．免疫系は，

１．自己と非自己を見分けることから生まれたＭＨＣに

基づく抗原の認識機構，

２．抗体による抗原の排除機構，

３．免疫ネットワークに基づく自己調節機構，

４．免疫学的記憶を用いた二次免疫応答，

を特徴に持つ．工学的立場で考えると，免役系を自律移動

ロボットの行動制御に適用することで，

Ｌ動的に変化のある環境を認知，

２．その環境に適応するための手段生成，

３．自己保存機能，

４．過去に遭遇した環境への素早い適応，

といった特徴を持つモデルが構築できると思われる．

雄鰯
3国電：

Fig.１．免疫系の概念図

２．２ＭＨＣ

免疫システムでは，自己をＭＨＣという情報で定義して

いる．ある非自己を取り込んだとき，取り込んだ免疫細胞

上のＭＨＣが自己と異なる場合に非自己の認識が可能にな

る（図２）．

免疫系を前提として動作するロボットを考慮すると，ロ

ボットのセンサ情報に対して発現する行動は，免疫反応と

してとらえられる．よって，センサによって検出される外

部情報を，ＭＨＣの概念を用いて非自己と認識することに

より，抗体としての行動を引き起こすことができると思わ

れる．

生細胞の増殖，再構成

・抗原の排除機槽：抗原の排除による生体防御

・抗体の記憶機構：過去に排除した抗原に，素早く対応

するためにその抗体を記憶

・抗体の調整機構：自己に対しても免疫性を示し，大量

に発生した抗体の産生を抑えることで調節

実際の免疫システムにおける免疫応答には，最初に免疫

した場合に見られる一次免疫応答と，二度目の免疫によっ

て見られる二次免疫応答がある．二次免疫応答では，一次

免疫応答と比べ比較的早い段階で抗原に対応可能な抗体が

大量に血清中に現れる．このような免疫システムの記憶を

免疫学的記憶という．この記憶を利用することで，抗原の

特異性や抗体の多様性を保つことが可能となる．

二種類の免疫応答を探索アルゴリズムとして応用する

ため，その処理機構の特徴について考察する．第一に，二

次免疫応答時の記憶を用いた抗体産生メカニズムを適切な

抗体の探索として捉えると，記憶を活用することにより適

切な探索空間への絞り込みが実現していると考えられる．

第二に，適切な探索空間の抽出に必要な要素である記憶の

獲得は，二次免疫応答の探索結果に依存していない，すな

わち独立した異なる探索手法が内在している点が挙げられ

る．これは，免疫システム全体の探索には両者の相互作用

に大きく左右されるが，部分的に独立したサブシステムを

用意することで探索動作の自己調節を可能としていること

に継る゜この二種類の免疫応答を探索アルゴリズムに応用

するため，探索の目的を以下に示す２段階に分ける．

一次免疫応答：探索中の解集団に共通する特徴の探索

二次免疫応答：一次記憶により得られた特徴を活用し

た探索

すなわち，ある抗原に対応可能な抗体の持つ特徴を記憶と

捉え，その記憶を活用することで二次免疫応答と同様な反

応がみられると考える．

ＭＨＣ(ＭＨ/orHismco叩α肋jJjjyCD抑Ｊａ】Fノ

クラスェ抗原分子クラスェェ抗原分子

霞

鶏取り

抗原提示細胞

Fig.２．ＭＨＣと非自己の題鐡
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壁ロボットの命令によって行動する．つまり，壁ロボット

は教師となり，メインロポヅトに命令を送ることにより，

メインロポットの行動を制御するのである（図４)．

２．３免疫ネットワーク

免疫系の主な構成要素はリンパ球（lymphocyte）と呼
ばれる細胞群であり，Ｂ細胞とＴ細胞の２種類に分類で

きる．Ｂ細胞は，抗体の産生，Ｔ細胞への抗原提示を行う．

この抗体は，抗原と呼ばれる外界からの侵入物と特異的

に反応し，排除するという役割を担っている．Ｔ細胞は，
抗原提示細胞上のＭＨＣとそれに結び付いた抗原の一部

〈MHC+peptide）の認識，またＢ細胞の抗体産生の手助

けや感染した細胞の破壊を担当する．抗原提示細胞とは，

マクロファージなどの食細胞を意味し，自己のＭＨＣ上に

抗原の一部を結合することで抗原の侵入を知らせる．

抗原提示細胞によって提示された抗原（MHC+peptide）
を，Ｔ細胞は抗原特異的レセプターにより識別して結合す

る．これにより免疫応答が開始される．このとき細胞接着

分子により２つの細胞の結合が強くなり，Ｔ細胞の活性化

が助けられる．活性化されたＴ細胞の中で，ある特定の

抗原レセプターを持つものは，Ｂ細胞を活性化して抗体生

産細胞に分化させる働きをするＢ細胞はこれらの刺激を

受けて分裂し，抗体産生細胞へと分化することにより，抗

体の分泌に至るのである．このように，抗原排除のメカニ

ズムには一連の協調動作があり，この処理体系を免疫ネッ

トワーク（図３）と呼ぶ．

》
尋

礫院
ｒ~、

目的ｈＳ－

Ｌ－ノ

鰯
徽

匹乞
Fig.４．提案システムの概念図

提案システムでは，メインロポヅトを生体に侵入する抗

原，壁ロボットがメインロポットに対して出す命令が抗体

となる生体モデルと考える．その生体モデルにおいて，壁

ロボット（生体組織）はメインロポット（抗原）をうまく

目的地へ導く（排除する）ことのできる命令（抗体）の獲

得を目的として免疫系を適用する．提案システムにおける

自律移動ロボットと免疫系の関係は次のようになる．

、抗原に対応する抗体の産生

→要素行動の発現

・記憶細胞による有効解の記憶

→記憶に基づく学習

０免疫細胞間の情報の伝達（免疫ネットワーク）

→ロボット内部の行動調節機構

・ＭＨＣによる非自己の認識

→外部環境（センサ情報）の認識蝋

<産 蟻 ３．２抗体の記述

抗体は，前提条件Ｃと要素行動Ａを持つものとする（図

5）．前提条件は，メインロポットまでの距離とメインロ

ポットの向きをそれぞれ４段階で表す．要素行動は，メイ

ンロポットの動き，すなわちメインロポットのモータの値

である．メインロポットは，左右２つのモータを持つもの

とし，-10～１０の値で表す．

図５の抗体の例で，抗体１は，メインロポットまでの距

離がＮｒで，メインロポットの向きがＵＲの時のメインロ

ポットの行動，抗体２では，メインロポットまでの距離が

Ｈ，向きがＬＬの時のメインロポットの行動をそれぞれ表

している．

抗体産性のヘルプ

Fig.３．免疫ネットワーク

３．１Ａの設計と適用

３．１自律移動ロボットと免疫系

生体の防御機構である免疫システムを，自律移動ロボッ

トの行動制御の観点から見ると，一つの見方として，生

体の防御を障害物の回避に置き換えることができる．本

研究では，複数のロボットで－台の自律移動ロボットの

行動を制御するシステムを提案する．まず，行動制御の対

象となるロボットの周りに，複数のロボットを壁状に配

置する．そして，壁の構成要素であるロボット（以後，壁

ロボット）は，制御対象となるロボット（以後，メインロ

ポット）の行動を監視する．ここで，メインロポットは，

３．３ＭＨＣの設計

自己を定義する情報で，非自己の認識において重要な

役割を担うＭＨＣは、感染度レベルとして設定する．抗原

(メインロポット）までの距離に応じて，生体組織（壁ロ

ボット）の抗原提示細胞は自己のＭＨＣを変化させ，抗原
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初期エージェントをランダムに生成する．

step2：

ＵＡ〕抗原の提示

マクロファージにより抗原を提示し，自己のＭＨＣ

を変化させる．

〔ロボット〕入力`情報の認識

センサにより検出される環境情報を，入力情報と

して認識する．

step3：

〔1A〕記憶細胞の有無

抗原に対応可能な記憶細胞の有無を調べる．

〔ロボット〕入力情報に対応可能な解の記憶の有無

入力情報に対応可能な解（要素行動＝行動命令）の

記憶の有無を調べる．

stepイ：

、A〕Ｔ細胞，Ｂ細胞の活性化

抗原に有効に働くＴ細胞，Ｂ細胞があれば，活性

化させる．

〔ロボット〕解候補の選択

解候補を親和度（抗原の抗体に対する結合の度合）

により選択する．

step5：

〔Ｍ〕抗体産生と記憶

抗体を産生，分泌し，記憶する．

〔ロボット〕解の実行と記憶

解を実行し，記憶する．

step6：

〔１A〕免疫細胞の入れ換え

寿命により死滅した細胞を補う．

〔ロボット〕解の評価，解の入れ換え

解の実行結果を評価関数により評価し，その評価

値を親和度とする．また評価の低い解は，ランダ

ムに作成した解と入れ換える．

以下，step2～step6を目的を達成するまで繰り返す．

抗体：

↓＄
メインロポット

までの距離
Ｎ：ｎｏｎｅ

Ｍ：ｎｅａｒ

Ｍｄ：ｍＭｒｌｌｅ

Ｆｒ：fnr

メインロポット

の向き

ULupperIcfi

UR：upperright
LLlowe｢ｌｅｆｉ

ＬＲ：loweTngnt

メインロポットの

モータの値

Motor【LEFT］＝Ｘ

Motor【RIGHT]＝Ｙ

抗体の例

抗体１

抗体２

Fig.５．抗体の記述

□（~耐~Ｆ）

－－鯵C〔;;雨;;両抗原の提示

ＮＯ

人力hWnに対応可能な
解のBa囮の布焦鯵…璽瞬肥但畑胞の亦妖肥'四日

ＹＥＳ

NＯ

TI田３３．日個胞の
＿活性化一

砲の
亜璽一＄…陸

化化

ＹＥＳ

四劃'………(7両〒てH宝）抗体産

の入れ換えト熱…錨轍免疫細胞

Fig.６．免疫アルゴリズムとロボットの対応関係

の侵入を認識，提示する．これにより，対応する抗体とし

ての行動の発現が可能になる． 4．実験

４．１環境・目的

本実験では，自律移動ロボットとして，スイス・ローザン

ヌ連邦工科大学のマイクロコンピュータ・インターフェー

ス研究所で開発されたKhepera（図７）を扱うことを前提

とし,Kheperaシミュレータ[2]を使用する．Kheperaは，
８つの赤外線センサを有しており，独立２輪駆動である．

実験環境としては，複数のKheperaで壁を構成し，こ

れが教師となりメインロポットの行動を監視し，メイン

ロポットに対して行動命令を出すことにより，その行動を

制御する（図８）．壁ロボットは，各々メインロポットを

３．４１Ａと自律移動ロボット

図６に自律移動ロボットに適用するアルゴリズムを示

す．このアルゴリズムに従い，センサ情報（抗原）に対応

する要素行動（抗体）の発現を，計算機実験により進める．

stepl：

〔1A〕初期抗体群の生成

記憶細胞から過去に有効であった抗体群を生成する．

〔ロボット〕初期エージェントの生成

前提条件ｃ 要素行動Ａ

Ｎｒ,ＵＲ Ｘ1,Ｙｌ

FroLL Ｘ2,Ｙ２
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監視し，メインロポットをセンサ情報により感知すると，

メインロポットが目的地へ到達するための行動ルールを，

命令として伝達する．この時，メインロポットとの距離が
一番近い壁ロボットが，命令を出すことにする．メインロ

ポットが目的地に到達するまでを一回の実験とし，これを
何度も繰り返す．

提案するシステムの有効性を検証するため，１）各壁ロ
ボットが，免疫アルゴリズムによりメインロポットをでき

るだけ目的地に近づけるような命令を獲得し，メインロ

ポットが目的地に到達可能か，さらに，２）学習によりメ

インロポットが目的地に到達するまでのステップ数に減少

が見られるか，について考察を行う．

メインロポット

壁ロポプト

鰺

命令[行動ルール）

４．２実験結果

実験の結果図９に示すように，壁ロボットは，メインロ

ポットを目的地まで導けることが確認できた．また，メイ

ンロポットが目的地に到達するまでのステップ数の推移を

図１０に示す．

図１０は，実験を２５回ごとに区切ってステップ数の平

均を取り，その推移を表したグラフである．このグラフよ

り，壁ロボットは実験を重ねるごとに，メインロポットを

効率良く目的地へ向かわせるための命令を学習していると

いうことがいえる．最後に，この実験を通して各壁ロボッ

トによって得られた抗体を，図１１に示す．

図１１のグラフは，横軸が壁ロボット，縦軸が得られた

抗体の要素行動，すなわち左右のモータの値を表してい

る．壁ロボットの番号は，一番左下の壁ロボットが０で，

その一つ上が１となり，一番右下のロボットが２２となる．

それぞれの抗体の値を細かく吟味した結果，各壁ロボット

は，メインロポットをより目的地に近づけるような命令を

獲得していることが確認できる．すなわち，各壁ロボット

はそれぞれの位置における役割を学習したということが言

える．

図１２は，左右の壁ロボットから一体ずつを例にとり，

その壁ロポットカ蝋得した抗体を前提条件の一つであるメ

インロポットの向きにより４つに分類し，示している．ロ

Fig.８．実験環境

Fig.９．実験結果

ポットの向きが右上〈同図右上）の場合について，具体例

を図１３に示す．

右側の壁ロボット（図13右）にとって，目的地は左下

になるので，メインロポヅトの左右のモータの値にマイナ

スの値を命令することでメインロポットはバックすること

ができ，この命令によって目的地に向かうことが可能とな

る．また，左側の壁ロボット（同図左）の場面においては，

ロボットが右上を向いたままだと目的地に向かわせるのは

難しいため，取り合えず壁ロボットから離れさせて少しず

つ方向転換を行っていることが確認できる．

他の場合についてもほぼ同様であることが確認できた．

このことより，壁ロボットはメインロポットを目的地へ導

く命令を獲得しており，それぞれの位置における役割を果

たしていることがいえる．
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本論文では，免疫系の自己保存機能や環境適応能力を

持つ免疫アルゴリズムを用いて，自律的に移動ロボットを

制御するシステムを提案した．このシステムは，制御の対
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Fig.１２．ロボットの向きとそれに対応する抗体

Fig.１０．到達ステップ数の推移
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Fig.１１．実験により得られた抗体
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象となる移動ロボットを抗原と見なし，複数のロボットで

構成するシステム全体を生体組織と見立てている．また，
提案したシステムをシミュレーション上で構築し，メイン

ロポットを目的地に移動させることを目的とした計算機実

験を行い，その挙動を観察した．この結果，システムは特

定の行動ルール獲得，つまり，提案したシステムは免疫ア

ルゴリズムにより，目的地到達のための移動ロボットの行

動制御が実現できたまた，各壁ロボットは，それぞれの

位置における役割を学習した．このことは，学習後の壁ロ

ボットを様々な位置に配置することにより，迷路探索など
の問題にも応用できることが期待される．

本研究は，文部省科学研究費（課題番号10780240）の
補助を受けて行った．
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