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1 はじめに

感覚と行動を通して形作られる知的な振る舞いを実
践的に研究しようという知能ロボットの研究では Lisp
はよく利用されてきた．実時間性を要求する部分では
なく，データやモデルの表現形のプロトタイピング，段
階的に発展してゆくシステム全体を統合する手段，実
ロボットを対話的に動かすためのコマンド言語として
など，Lisp の特長がその当時の計算機言語にはなかっ
た特長であったからである．本論文では，Lisp を知能
ロボット研究に利用してきた研究例と現在当研究室で
行っている例を紹介する．

2 Lispと知能ロボット研究

世界で最初に計算機による人工の手の制御を行った
井上 [1] は，MIT AI Lab においてロボットアームの幾
何学的な位置精度を超える精度を必要とするベアリン
グの組み立て作業を力フィードバックにより実現でき
ることを示した [2]．PDP-6 上の Lisp により力センサ
の信号の読みとり，6 自由度のロボットアームへの動作
指令を送る手続きなどの基本関数を用いてベアリング
の組み立て手順を記述した．センサ信号の読み取り，動
作信号の送出など対話的にプログラムを作りあげてゆ
くことができるところに Lisp システムの特長がいかさ
れた．
ロボットアームの作業記述言語としてStanfordにおい

て Algol に似た構文の作業記述言語 AL(Assembly lan-
guage) が開発された [3, 4, 5, 6]． ロボットハンドの位
置・姿勢だけでなく，ハンドが操作する対象物の位置・
姿勢を示す座標系をあらかじめ変数として宣言してそ
の座標系を移動する動作手続きを順に並べて作業全体
を記述するという言語である．この座標系操作形式を対
話的プログラミング環境に導入し，人工知能研究のプロ
グラムを利用できるように，Lisp 処理系の上でロボッ
ト言語パッケージ AL/L が実現された [7]．そこでは，
Minsky のフレーム理論を実装するためのフレーム記述

言語 FRL(Frame Representation Language) が Lisp で
実現され，座標系情報のリンクを持つ環境のモデル記
述がなされた．AL は動作レベルの記述に近いが，環境
の物の物の関係を記述することでロボット言語としよ
うという試みがあり Lisp で試作がなされた [8]．

小笠原は，AL/L をベースに，COSMOS(COgnitive
Sensor Motor Operation System/Studies) という知
能ロボット統合システムを実現し [7]，その中核に手
作りの Lisp 処理系 Eclisp を置いている．10KCell
程度のメモリ空間をもつ．データゼネラル社の
Eclips/S140(16bitword,256KBMemory, 5MBDisk) の
AOS(Advanced Operating System) のプロセス間通信
機能を利用して，Eclisp と他のプログラムとの通信を
行える環境を実現した．これにより，他の言語で記述
された画像処理プログラム，動作制御プログラムなど
を統合することができる．ロボットのシステムの統合
に Lisp 処理系を人間との対話を行うプログラミング部
におき，感覚・動作の要素機能は他のプロセスとして
実現し，Lisp がそれらと通信する形で全体を統合した．
その後電子技術総合研究所に移り，そこの知能ロボッ
ト研究用の Lisp 処理系 ETALisp を実現した．

稲葉は，COSMOS においてロボットマニピューレー
タに紐を結ばせるという行動実験を行った [9]．注視領域
を変化させて対象を見るという視覚と両眼立体視に基づ
く三次元計測機能をもつ視覚サブシステムを COSMOS
上に構成した．画像メモリから濃淡画像の特徴を取り
出す処理，二次元情報から三次元を計算する処理，滑
らかな動作軌道を補間生成する処理などは Pascal の独
立したプロセスとして記述されていた．Lisp は，それ
らのプロセスに対して処理の指令を送り，視覚情報を
受けたり，動作を実行させたりするレベルの上位プロ
グラムを司っていた．視覚情報がどのようになってい
るかを調べたり，アームを動かしながら動作軌道を検
証するなどは，Lisp の対話的なプログラム環境が役に
立った．

松井は，Eclisp のプロトタイプを Z80 のマイコン上
に実装し，電子技術総合研究所に移ってから，Lisp コ
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ンパイラなどを実装し，ロボットプログラミングの実
用に足る Lisp として，Euslisp を実装した．ロボットに
は，幾何モデル機能がロボットのプログラミングには不
可欠であり，Fortran で記述されて幾何モデルシステム
GEOMAP を見て Lisp ですべて記述した方がずっと簡
単に記述できると考え，オブジェクト指向機能は不可
欠と考えて，コンスもオブジェクトであるような Lisp
とした [10, 11]．電総研，東大，企業の研究所など，日
本の知能ロボット研究者の間で Euslisp は利用され，並
列処理のためのマルチスレッド機能を導入されて [12]
現在に至っている．現在電総研の事情通ロボットのシ
ステムは Euslisp で書かれている [13, 14]．
国吉は，COMOSを発展させたCOSMOS-II環境 [15]

で，ロボットの目の前で人が動作を演じるとその動作記
述をオンラインで認識するシステムを実現した [16, 17]．
この COSMOS-II 環境では Euslisp[10, 11] を用いてシ
ステムを構成した．オブジェクト指向機能の導入によ
り，拡張性のあるシステムを作ることが容易となり，汎
用のクラスシステムを代々継承・拡充しながらシステ
ムのプログラムが後輩へ受け継がれていった．

海外では，MIT AI Lab の T. Lozano-Perez らは，
Handy という Lisp で実現されたロボット統合プログラ
ミングシステムを開発していた [18]．フランス国立研
究所の LAAS でも，Lisp を利用して動作計画生成シス
テムを実現している [19]．可動物か固定物かの情報が
あれば，必要に応じて可動物を移動させて移動空間を
作りながら運動可能空間を移動する，というシステム
となっている [20]．
人工知能分野とロボティクスの分野で有名となった

サブサンプションアーキテクチャ[21] や「表象なき知
能」[22] などを提唱した，現在 MIT AI Lab の所長の
R.Brooks も，Lisp 言語を用いて知能ロボットシステ
ムを実現している．Stanford 大学では Lisp 言語を教え
[23]，CMUにおいて一般化円筒モデルの２次元版として
リボンモデルを導入し，航空写真から飛行機とその種類
を発見し認識するモデルベーストビジョン ACRONYM
システムを Lisp で実装した [24]．

Brooksはその後 MITに移り，ロボットの動作計画の
生成システムを環境モデルを表現した中で実現すると
いう研究を行っていた．しかし，反射的な感覚に基づく
動作を行う知能は環境を表現するプログラムを必要と
する形ではないということから即応性と並列性を導入
できるシステムを Lisp を用いて生成する方向を示した．
それがサブサンプションアーキテクチャのはじまりで
あり，行動を記述するための言語として BL(Behavior
Language) を作り [25]，それを並列実行系へコンパイ
ルする部分に Lisp を用いた．このシステムで，センサ
からアクチュエータへの流れに並列性を導入できるよ
うになり，昆虫のような反射系だけで知的に見えるロ
ボットをサブサンプションアーキテクチャをもつロボッ
トとして実現してみせた．

その後，昆虫の知能ではなく人間の知能に興味を移し
た Brooks は，COG というヒューマノイドを作り３歳
児程度の知能の実現に取り組んだ [26]．そこでは，Lisp
自体が並列処理能力を持つような Lisp 処理系 L を実現
した [27]．BL で記述されたものを並列モニタの上で走
るモジュール群へコンパイルするのではなく，Lisp の

関数自体が並列に走る処理系となっている．Brooks の
学生の中には，Scheme 言語によって BL 言語をコンパ
イルするシステムを作り，画像処理をしながら自律的
にフロアー案内をして移動するロボット Pollyを実現し
た例もある [28]．

3 Lispの特長と知能ロボットのプロトタイ

ピング

知能ロボットのプログラムは，実世界の対象に関す
る情報を記述し操作することを行いながら組み立てて
ゆく形をとる．インタプリタで動作を確認しながらプ
ログラムを組み立ててゆける Lisp の環境は大変強力な
道具である．Lisp の特長と知能ロボットの基本機能と
の関係を以下に述べる．

3.1 リスト処理と感覚情報の抽出処理

視覚情報処理では視野の中から対象を探し出す処理
が必要である．複数の対象の候補が見つかったり，対
象が見つからない状況なども起こる．見つかった対象
に応じて構造が異なる記述も必要となる．特徴抽出処
理における閾値の決定など，その場に応じたパラメタ
の選択やその変域を確認しながらのプログラミングに
とって，インタプリタで実データを見ながら進められ
る環境は大変重要なものとなっている．

3.2 対話的処理と動作実行とステップ確認

ロボットの実体を動かす部分のプログラムは，環境
にある物やロボット自体を壊さないかどうかを確認し
ながら行う．ステップ実行を On にしたり O® にしたり
することが元のプログラムの変更をせずに実行できる
機能は重要であり，ラッパーやステッパを簡単に構成
できる Lisp の特長が役立つ．

3.3 マクロ機能とプログラム表現構造の抽象化

もとの言語の構文にしたがってすべてのレベルの記
述を行うのではなく，レベルに応じた言語記述を構成
できることは重要である．認知，行動，対話，推論，状
況，環境などさまざまな対象を記述しなければいけな
いロボットにとってマクロ機能は強力で重要な機能で
ある．

3.4 知識処理プログラムの導入と応用

Lisp は人工知能研究でのプログラミングに利用され，
探索，推論，パターンマッチング，問題解決，応用事例な
どが比較的短い記述で実現されている [29, 30, 31, 32]．
ロボットが接続されている Lisp の環境では，実データ
をもとにこれらの効果を検証することが容易である．そ
の際実データからシンボル化するレベルの解釈系を導
入することになるが，どのような意味空間をもってその
解釈系を導入すべきかという形のシンボルグラウィン
ディングの研究を容易に形式化することが可能である．
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3.5 プログラム記述の操作と実行系の生成

実時間性の要求などからロボットの実行系が並列分
散システムなど Lisp が走る計算機環境と異なる場合に，
Lisp プログラムで記述されたモデルや行動プログラム
からそれらの実行系のプログラムの生成が部分的であっ
ても可能であることが望まれるが，モデルやプログラ
ムをデータとして扱うことが可能な Lisp では，その実
行系プログラムの生成に Lisp を応用することは容易で
ある．BL 記述を並列処理 OS 上で走るスレッド集合に
コンパイルするなどがよい例である．

4 オブジェクト指向Euslisp

ロボットシステムのプログラムは，感覚系，動作系，
対話系，推論系，環境記述系，身体モデル系，行動記述
系，などが統合されて全体を形づくる．それぞれの系
で共通の基盤機能を共有しながら，大きなプログラム
を管理してゆくためのオブジェクト指向の仕組みはロ
ボットプログラミングシステムには重要なものである．
Euslisp は，Lisp 言語処理系自体もオブジェクト指向形
式で実現した言語であり，ロボットのシステム記述言
語として設計され開発された [10, 11]．数値以外のデー
タをクラスとして扱うことができ，クラス継承は高速
なクラス判定が可能なように単一継承システムとなっ
ている．クラスシステム以外は，基本的には Common
Lisp の言語仕様に近いが，無限エクステントをもつク
ロージャはなく，オブジェクト指向機能によりそれを
代用する形となっている．

処理系実装の特徴として，Fibonacci buddy 法によ
るメモリ管理，浮動小数を 29bit で表現し，数値計算
により GC が発生しない処理系とし，CommonLisp の
中の重要な機能を選んで実装し，インタプリタの軽さ
を目指した工夫を随所に行っている．コピーを行わな
い GC 方式のためにマルチスレッド実現も比較的容易
に実装されている．コンスセルもオブジェクトである
が，メソッドキャッシュなどを駆使して効率を落とさな
いように工夫されている．コンパイラは C 言語のソー
スを出力する形であり，複数 OS への対応が可能であ
る．SunOS,Solaris2,Linux, IRIX，OSF/1 などへの移
植がなされており，PC の急速な進歩と Windows 環境
における Cygnusパッケージなどの普及により，昨年度
Windows への移植も可能となった [33]．

ロボットシステムに有用な機能として，

² ベクトル行列演算機能

任意長のベクトル，行列の演算機能，LU 分解，逆
行列など．

> (setq x (float-vector 20 0 10))
#f(20.0 0.0 10.0)
> (setq y (float-vector 23 30 40))
#f(23.0 30.0 40.0)
> (v+ x y)
#f(43.0 30.0 50.0)
> (v. x y)
860.0
> (setq m (unit-matrix 3))
#2f((1.0 0.0 0.0)

(0.0 1.0 0.0)
(0.0 0.0 1.0))

> (setf (aref m 0 2) 10)
10

> (m* m m)
#2f((1.0 0.0 20.0)

(0.0 1.0 0.0)
(0.0 0.0 1.0))

> (transform m x)
#f(120.0 0.0 10.0)
> (transform x m)
#f(20.0 0.0 210.0)

² 幾何モデラ

基本立体の集合演算，基本要素を操作する演算，凸
包生成，陰線処理などの表示用ルーチンがある．

> (setq b1 (make-cube 30 30 40))
#<body #X106163a4

(:cube 30.0 30.0 40.0)
0.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.0>

> (setq b2 (make-cylinder 10 50))
#<body #X10619394

(:cylinder 10.0 50.0 12 1)
0.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.0>

> (setq b3 (body+ b1 b2))
#<body #X106318fc

(:complex +)
0.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.0>

> (setq b4 (body* b1 b2))
#<body #X1064d0ac (:complex *)

0.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.0>

関連するクラス定義は以下のようになっている．

(defclass coordinates
:super propertied-object
:slots (rot pos))

(defclass cascaded-coords
:super coordinates
:slots (parent descendants

worldcoords manager changed))
(defclass line
:super propertied-object
:slots (pvert nvert))

(defclass edge :super line
:slots (pface nface

(angle :type float)
(flags :type integer)

))
(defclass faceset :super cascaded-coords
:slots (box ;bounding box

faces
edges
vertices
model-vertices))

(defclass body :super faceset
:slots (convexp evertedp csg))

² 他言語インタフェース

X window のようなライブラリの関数群をそれぞ
れ Lisp の関数として使えるように，シンボル名を
宣言する形で登録する機能や，逆に，Lisp の関数
を C から呼ぶことも可能である [34]．

(let ((Xlib
(load-foreign

"/usr/lib/X11/libX11.so.4.10")))
(defforeign ActivateScreenSaver Xlib

"_XActivateScreenSaver" () :integer)
(defforeign AddExtension Xlib

"_XAddExtension" () :integer)...
)

² プロセス通信機能

プロセスを生成してそのプロセスとのパイプをス
トリームとして返す piped-fork 手続きなどがある．
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> (defun count-lines (file)
(read (piped-fork "wc" file)))

> (setq jskeus (piped-fork "rsh" "jsk" "eus"))
> (format jskeus "(list 1 2 3)~%")
> (read jskeus)
(1 2 3)

² システムコールインタフェース

Unix のシステムコール関数の主なものを利用でき
る．ネットワーク通信機能はこのシステムコール
を利用して実現してある．たとえば，select システ
ムコールを用いて，select-stream という関数を用
意している．

> (setq a (open "/dev/ttya" :direction :input))
#<file-stream #X189a14>
> (setq b (open "/dev/ttyb" :direction :input))
#<file-stream #X189684>
> (select-stream (list a b) 1)
nil
> (select-stream (list a b) 1)
nil
> (select-stream (list a b) 10)
nil
> (setq r (select-stream (list a b) 10))

１０秒間のタイムアウトをかけて待っている間に
/ttyb から ls という文字を入力するとつぎのよう
になる．

(#<file-stream #X189684>)
> (read-line (car r))
"ls"

ソケットにおいて非同期通信を行うための機能を
実現するために fcntl などを定義している．

(defmethod socket-port
(:flag () (unix:fcntl socket-id 3 0))
(:async (flag)
(cond (flag

(unix:fcntl socket-id 4
(logior (send self :flag) #x40))
(unix:fcntl socket-id 6 (unix:getpid)))

(t (unix:fcntl socket-id 4
(logand (send self :flag)

(lognot #x40))))))
)

valloc, mmap などのシステムコールが lisp の関数
として定義されており，Euslisp が走る計算機のバ
ス直結のハードウェアの機能をデバッグする際に
強力なツールとなっている．

² マルチスレッド機能

スレッド並列実行 plist, セマフォ，同期メモリポー
トストリーム，などが利用可能である．

(make-thread 8)
(defun samp-image (p)
(let ((samp-sem (sys:make-semaphore)))

(sys:sema-post samp-sem)
(loop (sys:sema-wait samp-sem)

(send p :write (read-image))))
(defun filter-image (p)
(let (img)

(loop (setf img (send p :read))
(plist (filter-up-half img)

(filter-low-half img)))))
(setf port (instance sys:synch-memory-port :init))
(setf sampler (sys:thread #'samp-image port))
(setf filter (sys:thread #'filter-image port))

図 1: リモートブレイン型知能ロボットの研究環境

図 2: ボディモデルと実ボディの両方を操作できる構成

5 Euslispを用いた知能ロボット研究環境

Euslisp を用いてシステムを実現しているロボットプ
ログラミング環境を紹介する．ロボットの身体ハード
ウェアであるボディ部とブレイン用ソフトウェアを置
く計算機システム部とを分けて構成することによって，
身体開発とソフトウェア開発を独立に並行して行える
ようにしている．ブレイン部をボディの外に置くという
ことで，リモートブレインロボットと呼んでいる [35]．
図 1 に１９９４年ころの環境を示す．中央にセンサイ
メージ処理用の Transputer 数十個の装置をおき，それ
を共有する形で複数のワークステーションでロボット
のブレインを開発できる．ロボットのボディには，車
輪型，四脚型，二脚二腕型などいろいろなものがあり，
図には１１台のロボットが写っている．

この環境で作るロボットの構造は，図 2 のようになっ
ており，ひとつのブレインプログラムが仮想環境内の
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図 3: Euslisp 内部のクラス構成例

ロボットボディモデルと実環境内の実ボディの両方を
同じ形で操作できる．仮想環境内では環境モデルを作っ
て動作の生成・計画を行い，実環境ではその評価を行
うことができる．
実ロボットは，二脚二腕型のもので，全身で 10 自由

度 [36]，16 自由度 2 種類 [37]，22 自由度 [38]，35 自由
度 [39] のものである．それぞれの脚の自由度数が３，
４，５，６と異なっている．これらはラジコン模型用
のアクチュエータの組み合わせで作られている．

ブレイン部は，幾何学的な表現と記号的な表現，他
のソフトウェアとの通信機能など，大規模なソフトウェ
アシステムを組むことが可能なシステム記述言語を用
いている必要があり，ここではオブジェクト指向型リス
ト処理言語 Euslisp[10] を用いている．これにより，三
次元の幾何学的な物体モデル，ロボットの構造モデル，
運動モデルを記述し，他のソフトウェアシステムの中
核となるモデルベースのプログラミングシステムがで
きあがっている [40]．この環境において，ロボットのボ
ディ構造はモジュールの組合せ方を計算機シミュレー
ションで考え評価する方向も行える [41]．すべてのボ
ディはクラス化され同じ継承機能を用いて新しく作ら
れるボディもモデル化されている [42]．図 3にクラス構
成を示す．
図 4 は，倒れた状態から寝返りをうって立ち上がる

動作の例である．図の上は計算機の内部でロボット自身
のモデルをシミュレートしているものである．Euslisp
は立体モデルの凸包を生成する手続きを持っており，床
との衝突がおこりそうな面を予測しながら，凸包生成
のサブ処理を行って安定な運動の予測を行う．ロボット
のブレイン自体も Euslisp で記述しており，この予測処
理をロボットのブレイン自体が行うことができる．オ
フラインシミュレーションで人間が知るというのでは
なく，ロボット自身が考えることを行っている例であ
り，ロボットが頭のなかで寝返りを打つという運動イ
メージを作り，動作の修正をしながら仮想トレーニン
グをすることが可能となる．図の下は実際のロボット
がそれを行って寝返りが成功している動作の例である．

図 4: 寝返りをして立ち上がる動作

5.1 他システムとの連携

Lisp はデータ処理の試行や上位の行動を考える部分
に適しており，すべてのプログラムを Lisp で作ること
はしていない．たとえば，環境のシミュレーションは
機構解析プログラムである DADS[43] という市販のソ
フトウェアを用いている [44]．

Lisp は，ブレインとその開発システム全体を統括す
るシステム記述言語として用いる．DADS とのインタ
フェースライブラリを通じて，解析条件（遺伝子情報）
を DADS 側へ通知して DADS での解析結果 から評価
値を計算する．また，Euslisp が持つソリッドモデラで
記述された ロボットのボディのモデルも同様に DADS
インタプリタが理解可能なコマンドに分解し転送する
ことが出来る．

図 5: 並列行動生成／評価システムの概要

行動生成と評価のための動力学解析は計算負荷が高
く時間を要するうえに，指標に沿った行動を発現させる
には多数の試行を必要とし全体として長い計算時間が
かかる．そのために，図５のように，Euslisp と DADS
を対にした解析モジュール群に対して各試行を並列に
実行できるようなシステムを実現する．DADS を異な
る計算機上で走らせることで複数プロセッサをもつワー
クステーションやネットワークに接続したワークステー
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ションをこの枠組で有効に利用できる．

図 6: 下位自律系と上位系の 2 層構造

行動制御の構成法は，常時働いている自律系を下位
層とし，その自律系への調節の仕方を上位系が司ると
いう 2 層構造の制御系としている [45]．上部と下部層
は，即応性と実時間性を必要とする部分で分ける，画
像処理などすべてを Lisp で記述するのが不適切な部分
で分けるなどの理由で分けている．図 6 は，その構造
をもち，物を抱え上げて歩いてゆくという場合の構成
図である [46]．primitive module は thread として並行
して走る構造になっており，上位の Lisp がそれらの関
係を管理し，上位行動のシーケンスと状況に従ってそ
れらの内部パラメタを調節することを行う．実時間 GC
が可能となれば下部の層も Lisp でそのまま記述するこ
とができる．

Euslisp では，マルチスレッド機能を利用できるため，
Brooks の L と同じように，ビヘービア記述を行うシス
テムBeNet/Eusを実現している [47, 48, 49, 50, 51, 52]．
現在，音声認識処理，画像のソフトウェア処理などの
環境との連携をとりやすくするために，CORBA を用
いたシステムを作っている [53]．

5.2 人間型ロボットの発展研究

ソフトウェアプログラムが段階的に発展するように，
ロボット自体も発展させるための方策を考えておくこ
とは重要である．リモートブレインロボットは実ボディ
の試作・維持・実験が簡単にできることから，短期間に
多くの試行が可能となった．図 7 に 1993 年から４年間
に試作されたロボットとそれらの行動がどのような流
れで発展してきているかを示す．歩行だけでなくて腕
の利用への発展が基礎となり，全身をゆする動作，バ
ランスをとる動作，物を抱えたり，扱ったりする動作，
人間に抱えられた場合の動作などへ進んだ．

バランスをとる動作の発展は重要である．二足ロボッ
ト研究では，ロボットが転倒しないようにする制御の
研究が中心となるが，腕があるヒューマノイド型では，

倒れても起き上がる行動ができればよい．さらに，倒
れそうになった時に倒れまいとする動作と，倒れる時
の姿勢の変化のさせかた，衝突時の衝撃を減らすため
の受身動作などの自律性は重要な課題となる．[54, 55]

物の存在，目的物の発見，自分の動き，環境の認知，
高いレベルの応答行動などをロボットに求めれば視覚
は不可欠である．目で見てバランスをとる．曲がった
階段を登る [56], 対象物を見つけて掴もうとする時に上
肢下　肢を適応的に使う [57]，目で動きを知りブラン
コや鉄棒をする [58, 59]，つかまるべき次のバーの位置
を見つけて手を出すタイミングを考えながら雲梯動作
を実行した [60]．

感覚系と行動系を結びつける形として，状況判断-行
動のループ型シングルプロセスの構造，状況判断-行動
部をルール表現化し並列に走らせる構造，並列プロセ
スのネットワークとして構成するビヘービアネット構
造などが試された [61, 62]．そして，外界と触れ合うこ
とを前提にした新しい振舞の成長と実現機構を実際の
ロボットを用いてできるようになってきている [63, 64]．

子供を抱きかかえればそれになじむ反応をし，落ち
ないように姿勢を整える．肩をたたけばこちらを振り
向き，手を引けばこちらの方へ身を近づける．こういっ
た基本的反応はロボットにおいてどのように組み込ま
れておかれるべきものか．導電性の布と糸を用いて全
身を覆う触覚センサスーツ [65] を着せたロボットにお
いて，対話状況に応じた反応変化の仕組みのモデルの
研究 [66] において，Lisp は触覚情報，状況表現，行動
原理などの記述を考える際の有用な手段となっている．

6 おわりに

Euslisp が作られてから昨年までに SunOS から So-
laris2，Linux, そして，Windows への対応がなされた．
今ではノート計算機でロボットの行動プログラムを作成
評価できるようになった．SunSS5 クラスで数分かかっ
ていた３５自由度ロボットモデルの生成も，最新の PC
ノートで十数秒程度で済むようになった．モデル表示も
OpenGL などの利用が可能になりマウスでクルクル回
すなど本来の対話性を確保できるようになった．Euslisp
は CommonLisp などの基本機能をベースに，新しい機
能を取り込み，ロボットの実現ということでその意義
と機能が評価されてきた．Lisp の今後の発展の方向性
を考える際のひとつのよい実例である．

Lisp はプログラミングを日常的に楽しむ言語として
は大変貴重な言語である．そして，計算機に目や耳，手
足を付けてそれらの操作プログラムを書き，できたも
のを人に見てもらい次のプログラムを考えてゆくとい
うプロセスは漸進的な Lisp プログラミングのスタイル
にマッチしている．プログラム可能な民生用ロボット
がいろいろな形で市販されるようになり，それらの行
動表現や操作の仕方に関するプログラム形態はこれか
らの部分である．Lisp はそういった将来の知能ロボッ
トの上位行動をうまく扱う形式を考える際のよい言語
である．
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図 7: 発展してきた行動の系統
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