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目的
このレッスンでは、ロボットにセンサーが必要である理由、センサーを利用して情報を取得する方法、その情報
に基づいてロボットに判断させる方法を解説します。
 
このレッスンのサンドボックスでは相撲ロボットに挑戦します。相撲を知らない方のために簡単に説明すると、
自分は円の内側に留まりながら相手を円の外に押し出すと勝ちになります。実際にロボットの動作を確認し
ましょう！

はじめに
入門編ガイド

Unreal Engine を初めてインストールおよび使用する場合は、このアクティビティに進む前に「入門編ガイド」
を完了してください。このガイドには、このアクティビティをうまく行えるよう、Unreal Learning Kit のファイル
をインストールする手順が記載されています。
 

「入門編ガイド」はこちらにあります。

仮想ロボットのトレーニングを学ぼう
レッスン 2：相撲ロボット

https://cdn2.unrealengine.com/getting-started-in-unreal-engine-hour-of-code-ja-82c7f04a51ec.pdf
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はじめに (続き) 
レッスンの目的

生徒はこれらすべてのレッスンを順序どおりに進めることをお勧めします。そうすることで、Unreal Learning 
Kit の全体像、および Unreal Engine 環境でロボット制作とモーター/センサーのコーディングの両方がどのよ
うにサポートされているかを把握できます。

「仮想ロボットのトレーニングを学ぼう」では、応用物理を使用してロボット工学の概念を探ります。また、生徒
にコーディングに関するフィードバックを速やかに与え、今後扱う可能性がある他の物理ロボット システムに
応用できる原則やコーディング言語の知識を提供します。

レッスン 2：相撲ロボット
はじめに

ロボット力士を作ってみたいんですか？私たちもそう思っていました。

でも、すでに疑問があります。たとえば、ユーザーからの入力を付加することなくロボットがルールに従うにはど
うすればいいのでしょうか。勝ち負けの手助けとなる境界線を「見る」ことをどのように始めるのでしょうか。そ
れはもうすぐわかります。

レッスンの概要

このレッスンでは、土俵内に留まるようにプログラミングされるセンサー制御ロボットに取り組みます。そうする
ために、センサーについてくのことを学びます。光センサーによってどのようなタイプの情報が提供されるか、ロ
ボットがリアルタイム フィードバックに基づいて特定の行動を取るのにそれがどのように役立つかなどです。
 
ここでは以下のスキルに重点を置きます。

• センサーの必要性、およびセンサーがロボットのプログラムへの入力をどのように提供するかを理解す

る。
• ロボットのさまざまな位置に配置した場合のセンサーの有効性を調べる。
• しきい値を使用して、センサー値の範囲をブール値に変える。
• 条件文を使用して、センサーからの入力に基づいた特定の行動を取る。
• センサーによってロボットの動きを決定するのに役立つ、次のようなコマンドのコーディングを実装する。

• 光センサーから入力を取得する
• 条件文をセットアップする
• 移動コマンドを各モーターに送信する
• ループするアクションを設定する

コーディングのつながり
このアクティビティでは、条件文の重要性を紹介します。ロボットには明暗を検出できるセンサーが装備されて
います。ただし、センサーの本来あるべき機能を動作させるようにして、リアルタイムのセンサー値をしきい値と
比較して、ロボットが土俵と境界線のどちらを見ているかを判断します。条件文を使用することで、目の前で土
俵と境界線のどちらを見ているかに基づいて、ロボットが異なる行動を取るようにすることができます。 
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レッスンを開始する
ロボットの構築：バランスと設計

開いたファイルにある新しいロボットを見てみます。
このモデルの構成によって、相撲の対戦に最適な選
択肢になっています。その理由を見ていきます。 

ロボットのサーフェスで適切な接地点が作られてい
る場合に、安定性が達成されます。この例では、2 つ
の車輪と滑走球を結ぶ三角形によって達成されてい
て、3 つの接地点のバランスがうまく取られています。
このことについて検討すべき一般論を以下に示しま
す。

• 車両のボディで車輪の間隔が広く取られてい

ると、ロボットは横向きに転倒しにくくなりま
す。

• 滑走球を車輪からさらに離すと、ロボットが前
方または後方にひっくり返らなくなります。

図 2-1

• 車両のボディを横型 (横長) にすると、質量が
車輪より下に保たれるので、ロボットがひっくり
返りにくくなります。車両のボディが縦型 (縦長) 
であれば、車両の質量が車輪よりも上になる
ので、ロボットがひっくり返りやすく 
なります。

• 車輪を車両のボディと揃えておくことで、車両
の質量によって車輪を土俵に押し付けること
ができます。そうすることで、相手のロボットを
押しているときでも、タイヤにトラクションが与
えられます。

目的を定める

ここでは、特定の目的でロボットを作成しています。
ロボット相撲であることを知っているので、環境につ
いてあれこれ想定し、従うべきルールを設定し、基本
的な要件を定めることができます。

環境

• ロボットは平らな円形の土俵内で動き始める
• 土俵には識別可能な 1 本の境界線がある

ルール

• ロボットは常に動いている
• ロボットは円形の土俵内に 

留まろうとする

要件

• センサーを使用して地面を「見る」
• 土俵の床が「見えた」ときは、 

直進する
• 土俵の境界線が「見えた」ときは、向きを変える
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実習
実習 1-a：ベース ロボットを開く

このアクティビティでは、土俵内に 1 つのロボットがいるプロジェクト ファイルを開きます。ただし、この時点で

はロボットは動きません。まず光センサーをロボットに追加し、センサー値をテストし、ロボットをいつ動かすか
を制御する追加コードを作成します。

• コンテンツ ブラウザで、「Content」->「LearningKit_Robots」->「Maps_Robots」フォルダに 

移動します。
• 「L2」フォルダをクリックします。
• 「Map_2-1_LineDection」をダブルクリックして開きます。

• 黒色の境界線がある白色の円形の土俵の中央に 1 つのロボットがいるのが見えるはずです。

実習 1-b：光センサーをロボットに追加する

このアクティビティでは光センサーを使用します。センサーの位置は、その正確さ、およびこれからコーディング

するアクションへの対応に影響を及ぼします。

図 2-2
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反射光センサーの仕組み

初歩のロボット工学キットでよく使われる光センサーのタイプは、反射光センサーです。 
つまり、センサーには、光を放出するオンボード LED (エミッタ) と、「見えている」光の量を測定するレシーバ
ーがあります。 
 
エミッタとレシーバーは障壁で区切られているので、エミッタからの直接光がレシーバーに漏れることはあ
りません。レシーバーにとっての主な入力源は近くのサーフェスから反射されている光です。効果的に動作
させるために、センサーはサーフェスの近くに取り付けられていて、サーフェスに直接向けられている必要
があります。暗いマテリアルは光を吸収するので、レシーバーは明るいサーフェスの場合よりも小さい値を
返します。センサーは「見ている」光の量に応じた数値を返すので、その数値を使用して、サーフェスが白色
の地面と黒色の境界線のどちらであるかを判断します。

 
反射光センサー 

センサーを追加する前に、以下の状況を検討する必要があります。

• サーフェスからセンサーまでの高さは、センサーの正確さに影響を及ぼします。
• ロボットでのセンサーの位置が前から後ろであると、ロボットの転回行動に影響を及ぼし、その信頼性

にも影響を与えます。
• センサーの位置が前方または後方であると、相撲の対戦中に他のロボットによって土俵から押し出され

たときに正しく反応する機能に影響を及ぼすことがあります。
 

図 2-3

黒色のサーフェスは大部分の光を吸収するため、レシーバーは小さい値を 
返す。 
 
小さい値 = 暗いサーフェス

このサーフェスは大部分の光を反射するため、レシーバーは大きい値を返す 
 
大きい値 = 明るいサーフェス
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センサーの最適な位置を確認できるように、ブループリントのビューポートにヘルパーを追加しています。次の
画像のような Cleverlike ロゴを探してください。
 

• ビューポートにあるロボットをクリックして選択します (画面の右側にある [Details (詳細)] パネルお

よびアウトライナで、アクティブなアクタとして BPC_Robot_LineDetectionが表示されているはずで
す)。

• ヘルパーが表示されるまで、ロボットの向きを変えます。プロのアドバイス：ロボットを選択した状態で F 
キーを押すと、ロボットにズームインします。

 
ロボットのボディは、(高くするのではなく) 横型にし、2 つの車輪と滑走球が三角形を形作るようにします。子
供が乗るのに安全な三輪車の 3 点接地をイメージしてください。

図 2-5

図 2-4
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光センサーを追加する

• [Details] パネルで次の手順を行います。[Edit Blueprint (ブループリントの編集)] をクリック

し、[Open Blueprint Editor (ブループリント エディタを開く)] を選択します (図 2-6 を参照)。

• BPC_Robot_LineDetection の新しいアクティブな Unreal Engine タブ内にイベント グラフが表示さ
れているはずです。

図 2-6

図 2-7
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• この実習では、左側の条件ボックスにある Event BeginPlay ノードと RunRobot ノード以外に、ここに
はコードがないことに注目してください。右側にある Run Motors ボックスでもコーディングは不要で
す。

光センサーをロボットに追加するには、次の手順を実行します。

• インターフェースの左上にある [Components (コンポーネント)] パネルで、緑色の [Add Component 

(コンポーネントを追加)]  
ボタンをクリックします。

• 検索バーに「sensor」と入力します。
• BP Sensor Light をクリックして選択します。

• そうすると、コンポーネント一覧の一番下に新しいコンポーネントが追加されます。
• 新しいコンポーネントが Powercore の中に表示されていない場合は、別のコンポーネントに追加した

可能性があります。その場合は、BP_Sensor_Light をクリックして、それがロボットの Powercore に従
属するように、Powercore までドラッグします。そうすると、それがコンポーネント一覧の一番下に表示
されます。それが別のコンポーネントの中にある場合、Powercore (ロボット) の子ではなく、そのコンポ
ーネントの「子」になります。

• 

図 2-8

図 2-9

光センサーがサブアイテムとして表示され
ていれば、それを Powercore の直下に移
動する必要がある。

BP_Sensor_Light は、Powercore の直下
にある他のコンポーネントと同じレベルであ
る必要がある。

BP_Sensor_Light を 
Powercore コンポーネントにドラッグアンドドロップする。
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• センサーが Powercore を基準としてどこに配置されているかを確認するには、ビューポート タブをクリ
ックします (下図を参照)。

図 2-11

図 2-10
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• センサーはロボットの Powercore の内側に配置されています。それが、ロボット内で薄黄色の形状とし
て選択されています。

• このセンサーを、最も効果的に機能する適切な位置に動かす必要があります。
• それを簡単に行うにために、ビューポート ウィンドウでツールバーの右側に、いくつかのオブジェクト移

動ツールがあります。
• 1 つ目のツールをクリックして オブジェクトの選択と平行移動ツール (Move Gizmo) を使用するか、

または W キーを押します (そのツールが三方向矢印として表示される)。このギズモのベースをドラッグ
して、光センサーが Cleverlike ロゴを覆うようなるまで、センサーを上下左右に動かします。これが初期
位置です。

• ビューポート ウィンドウのツールの右側にある 2 つ目のツールをクリックするか、または E キーを押し
て、オブジェクトの選択と回転ツール (Rotation Gizmo) を使用して、地面を向くように回転させます。

• 右側にある [Details] パネルの Transform セクションで、選択しているオブジェクト (光センサー) の設
定が変化しているのがわかります。Move Gizmo (W) で Location 設定を変更し、Rotate Gizmo (E) 
で Rotation 設定を変更しています。オブジェクトを配置したい位置の値をよく知っていれば、これらの
ボックスに値を入力して設定を微調整することもできます。

• センサー付きのロボットは次の画像のようになります。

• BP_Sensor_Light を選択した状態で、右側の [Details] パネルに注目します。前述のように、その方が
都合がよければ、Location フィールドに値を入力することもできます。 
 

図 2-12



                         仮想ロボットのトレーニングを学 ぼう | レッスン 2：相撲ロボット 13

• センサーの高さ位置は皆さんにお任せします。地面からのセンサーの高さを手動で調整するに
は、Move Gizmo を使用します。マウスを使用してギズモの垂直矢印をクリックしてドラッグし、自分の
好みの高さに配置します。センサーを上下にドラッグすると、Location Z ボックスの値が変化します。

最後に、ロボットの内部コードでの変更内容をコンパイルする必要があります。

• ツールバーの左上にある [Compile (コンパイル)] をクリックしてから [Save (保存)] をクリックしま

す。

• 画面の上部にある Map_2-1_LineDetection タブをクリックしてレベルに戻り、ロボットにズームイン
します (スクロールまたは F キー)。

• ビューポートで、ロボットの前面にセンサーが表示されているはずです (図 2-15 を参照)。

図 2-13

図 2-14
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実習 2：センサーからの入力を取得する

センサーが伝える必要があること

このロボットは土俵の床と境界線の違いを検出する必要があるので、その違いを検出するために光センサー
を追加しました。
 
センサーのタイプ

• 反射光を測定する光センサーを使用します。明るいサーフェスや白色のサーフェスは、暗いサーフェスよ
りも多くの光を反射するので、光センサーは明るいサーフェスでは大きい数値を返し、暗いサーフェスで
は小さい数値を返します。

センサーの位置

• センサーは車両の走行中に地面を見下ろす必要がある
• 正確な測定値を得るために、センサーは地面の近くにある必要がある
• 土俵の境界線を越えて走行しないように、センサーはロボットの前面中央あたりに配置される必要があ

る

センサーを理想的な位置でロボットに物理的につないだら、センサーが動作して見ている入力を返すように、
ロボットのコードにコマンドを追加する必要があります。ここでは、光センサーを使用するようにロボットに指
示するために、光センサーのコードをブループリント エディタで追加します。
 
注記：Notepad または学校やクラス用の共有ドキュメント システムを使用して、以下の手順を進めるときに光
センサーの値をログ記録します。 

図 2-15
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ブループリント エディタを開く

• レベルのビューポートで、ロボットをクリックします。
• [Details] パネル (右側) を見て、BPC_Robot_LineDetection を開いていること確認します。
• [Details] パネルで次の手順を行います。[Edit Blueprint] をクリックしてから [Open Blueprint 

Editor] をクリックします (BPC_Robot_LineDetection の新しいアクティブな Unreal Engine タブ内

にイベント グラフが表示されるはずです)
• 実習 2 でも、左側の条件ボックスにある Event BeginPlay ノードと RunRobot ノード以外に、ここには

コードがなく、右側の Run Motors ボックスにもコードがないことに注目してください。
• Event BeginPlay ノードで出力実行ピンをクリックし、右側に引き出してワイヤーを作成します。必要

な関数を検索できるポップアップ ウィンドウが現れます。
• 「run robot」と入力して Run Robot 関数を検索します。

図 2-16

図 2-17
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• Run Robot が選択されている状態で Enter キーを押すか、それをクリックすると、その関数がグラフに
追加されます。Run Robot 関数がグラフに追加され、出力実行ピンから、そのノードをつないでいる入力
実行ピンまで、ワイヤー (白色の線で表示されている) が作成されます。このゲームをプレイするときに、
これが RunRobot イベント (後述) を呼び出します。

コードを追加したときは毎回「コンパイル」して「保存」することを忘れないでください！

次に、Run Robot 関数が呼び出されたときにセンサーが実行されるように、センサーをつなぎます。
• [Add Component] パネルで BP_Sensor_Light をクリックし、それをグラフ エディタにドラッグしま

す。

図 2-19

図 2-18
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センサーを、そのセンサーを実行するノードにつなぐ必要があります。

• Light Sensor の右側にある青色の出力ピンからワイヤーを引き出し、検索ボックスに「Run Light 

Sensor」と入力してそれをクリックすることで、Light sensor をつなぎます。

• そうすると、Run Light Sensor ノードがブループリント内に配置され、そのセンサーの入力ピンに BP 
Sensor Light ノードからワイヤーがつながれています (図 2-21 を参照)。

最後に、Run Robot の条件を Run Light Sensor ノードにつなぐ必要があります。

• Run Robot の実行出力ピンから Run Light Sensor ノードの入力ピンまで 

ワイヤーをドラッグします。
• ワイヤーを間違ってつないでしまってそのワイヤーを切断する必要がある場合は、Alt キーを押したまま

にしてそのワイヤーまたはピンをマウスで左クリックします。 

 

図 2-20

図 2-21
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このプロセスでは、センサーのノードをコードに配置し、ゲームのプレイ時にそれを実行するように指示
しました。ただし、現在のコードは、それらのコマンドを実行し、センサーが何を見ているかを確認するこ
となく直ちに停止します。センサーが何を見ているかを確認するにはループを作成する必要があります。

 
まず、このセンサーが「見る」ために使用している回線を確認する機能をオンにします。

• Draw Sensor をオンに切り替えて、センサーの回線をオンにします。 

• 次に、前の手順で追加した青色の Run Robot ノードをクリックして選択し、Ctrl + C キーを押してコピ
ーします。

• Ctrl + V キーを押して、その複製を貼り付けます。
• それを Run Light Sensor ノードの右側にドラッグして、Run Light Sensor の後にもう一度呼び出され

るように配置します。
• 最後に、Run Light Sensor の出力ピンから、新しい Run Robot ノードの入力ピンに、ワイヤーをドラ

ッグしてつなぎます。
• コードは次のようになっているはずです。

図 2-22

図 2-23

図 2-24
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• これで、ゲームをプレイすると、強度の値が変化するのを確認できるようになりました。
• 新しいコードをコンパイルして保存します。

オンにして、どのように動作するか確認しましょう。
• Map_2-1_LineDection タブをクリックします。
• ビューポートで Move Gizmo を使用して、土俵内でロボットを 

手動であちこち動かすことができます。

Light Sensor Feedback メーターには、ゲームをプレイするときにロボットの上にバーとして現れ、センサーが
実行されている場合に表示されます。強度メーターは赤色のバーとして表示され、暗い黒色 (0) から灰色そし
て白色 (100) までの階調の陰影で覆われています。これは反射光の量を表しています。

1. 見えている光が少なく、小さい値を返しているほど、赤色のバーが多く示されます。
2. 見えている光が多く、大きい値を返しているほど、灰色から白色への階調が多く示されます。

• 表示されている値を観察しプロジェクトのプレイを停止します。必要に応じて、土俵での 
値をログ記録します。

• プレイ、観察、停止を必要な回数だけ繰り返して、返される値を確認します。
• ビューポートで Move Gizmo を使用して、ロボットを手動でサーフェスの上で動かして、土俵

内での強度メーターの値の変化をメモします。

図 2-25
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• センサーが土俵の床を見ているときのセンサーの値をログ記録します。そして、ロボットを動かして、セン
サーが土俵の境界線を見ているときのセンサーの値をログ記録します。

• 必要に応じて、プレイ、観察、停止を必要な回数だけ繰り返して、返される値を確認します。
• 0 (暗) から 100 (明) までのスケールに沿って、土俵と境界線の違いを矛盾なく伝えるのに十分な値の違

いが現れるように、問題を解決します。
• 必要であれば、センサーを床に近づけたりさらに高くしたりして、サーフェスの値を正確に確認できるよ

うにセンサーの垂直位置を調整します。
 
実習 3 – 必要なしきい値を決める

• しきい値は、特定の行動を取るときがきたことをロボットの条件文に指示する、単一の数値です。条件式
では、しきい値と等しいかそれより大きい (>=) 値をセンサーが見ているかどうかが問われ、そうであれ
ばあるアクションをトリガーし、しきい値より小さい (<) 値をセンサーが見ていれば、別のアクションをト
リガーします。つまり、しきい値は、ロボットが土俵内と暗黒の境界線上のどちらにいるかをロボットが判
断するための「越えてはいけない一線」です。

• 前の手順で光センサーから取得した土俵と境界線の値をログ記録した自分のメモを参照します。
• 次の式に基づいてしきい値を決めます。((最高値 – 最低値) / 2) + 最低値 = しきい値 (しきい値算出ワー

クシートについては、本ガイドの終盤にある「リソース」セクションを参照)。
• たとえば、最高値 (土俵内) が 90 で、最低値 (境界線上) が 10 であれば、この式は ((90 - 10) / 2) + 10 

= 50 になります。
• しきい値を観察してログ記録します。

実習 4：条件文を開始する (前進)

このセクションでは、光センサーがしきい値以上の値を返したときにロボットを前進させるためのコードを追
加します。

ブループリント エディタを開きます。

• ロボットを選択する – ビューポートにあるロボットをクリックします (右側にある [Details] パネルで 

BPC_Robot_LineDetection  がアクティブなアクタとして表示されるはずです)。
• [Details] パネルで次の手順を行います。[Edit Blueprint] をクリックし、[Open Blueprint Editor] を

クリックします (BPC_Robot_LineDetection の新しいアクティブな Unreal Engine タブ内にイベント 
グラフが表示されているはずです) 
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前進するようにロボットに命令します。 

ロボットが土俵内にいるときは走行 (モーターを回転させる) できるようにする必要があるので、次にそのコー
ドを追加します。

• Run Light Sensor ノードの緑色の Intensity 出力ピンをクリックしてドラッグし、新しいワイヤーを作

成します。
• 「<=」と入力し、

•  float <= float を選択します。

• 次に、Run Light Sensor ノードの白色の Out ピンをクリックしてドラッグします。
• 「if」と入力 (「if」を検索) して、Branch ノードを追加します (Unreal Engine では、Branch ノードは他

のコーディング プログラムでの If 関数と同じ機能です)。

図 2-26

図 2-27

図 2-28



                         仮想ロボットのトレーニングを学 ぼう | レッスン 2：相撲ロボット 22

• そうすると、条件式が True であるかどうかをチェックするコードのフローになるように、Run Light 
Sensor ノードと Run Robot ノードの間を Branch ノードが自動的につなぎます。それは、望んでいる
ことではありません。

• True ピンからのワイヤーを、Ctrl キーを押したままにしてクリックすることで切断し、 
それを False ピンにドラッグします。

次に、条件式を設定する必要があります。

• そうするために、<= ノードの赤色のピンをクリックしてドラッグし、Branch ノードの赤色のピンにつな

ぎます。
• そして、<= ボックスの値を、算出したしきい値に設定します。この例では、この値は  

50 です。

次に、ロボットを前進させるためのコードを記述します。

• Branch ノードと Run Robot ノード間にもっと空きスペースが必要なので、Run Robot ノードを選択

して右側に動かします。
• 次に、モーターに車輪を回転させるためのコードを追加します。
• Branch ノードの False ピンをクリックしてドラッグします。

• 「sequence」と入力して検索し、それを選択するかまたは Enter キーを押して、Sequence ノードを追
加します。

図 2-29

図 2-30

図 2-31
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Sequence ノードとは何であり、なぜそれを使用するのでしょうか。 

Sequence ノードは、一番上の出力ピンから一番下の出力ピンまでの一連の命令を実行します。簡単に言え
ば、「Then 0」ピンから始めて、「Then #」ピンまでの残りの部分を順番に実行します。

ここでは、Then 0 ピンと Then 1 ピンでモーターを回す必要があります。

• それぞれの Then ピンをクリックしてドラッグします。
• 2 つの Then ピンそれぞれから、「run motor」を検索して Run Motor ノードを追加します。

図 2-32

図 2-33
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それぞれの Out ピンが Run Robot ノードにつながるようにします。
• それぞれの Out ピンをクリックし、そこから白色のワイヤーをドラッグして Run Robot ノードの入力

ピンにつなぎます。

次に、どちらのモーターをターゲットにするかをコードに伝え、モーターを回す速度と方向を設定できるように
します。

• [Components] パネルで、BP_Motor_A をクリックしてドラッグし、一番上 (上側) の Run Motor ノー

ドの青色の Target ピンにつなぎます。 

• 

図 2-34

図 2-35
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• 2 つ目のモーターをセットアップするには、[Components] パネルで BP_Motor_B をクリックしてドラ
ッグし、一番下 (下側) の Run Motor ノードの青色の Target ピンにつなぎます。

ここで、Run Motor ノードで速度を設定する必要があります。
BP_Motor_B は逆向きなので、速度に負の数値を設定する必要があることを思い出してください。

• Speed ボックス内をクリックして、好みの数値を入力します。
• BP_Motor_A の Speed を 10 に設定し、BP_Motor_B の Speed を -10 に設定します。(注記：Speed 

フィールドは -100 ～ 100 の範囲の値を取ります)
• コードをコンパイルして保存します。

図 2-36

図 2-37
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完了すると、コードは次のようになっているはずです (図 2-38 を参照) 

Map_2-1_LineDetection タブに戻ります。ロボットが土俵内にいることを確認します。ロボットを動かす必
要があれば、ロボットをクリックし、Move Gizmo を使用して、ロボットを土俵内に配置し、地面の上にいるよ
うにします。

• ロボット ゲームをプレイします。
• 前進して境界線に近づいているはずです。
• その後はどうなりましたか。

図 2-38

図 2-39
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トラブルシューティング

[Play] ボタンを押すと、ロボットは前進するはずです。

• ロボットが動かければ、ノードをつなぐために必要なすべての手順に従っていることを、ロボットのブ
ループリントで確認します。

• ブループリントをコンパイルして保存していることを確認します。
• ロボットが後退または旋回するのであれば、モーター A とモーター B の速度値が正しく設定されて

いることを確認します。

実習 5：2 つ目の条件

停止と旋回

この実習では、境界線に到達したときにロボットが停止するように、True Branch にコードを追加します。

センサーからの入力に対応する

ロボットがセンサーからの入力値を読み取ることができる場合、センサーからのフィードバックに基づいて特定
の行動を取ることができます。センサーが土俵の床を見ていれば前進し、境界線を見ていれば停止して土俵内
に引き返すという判断を続行するようにしましょう。

アクティビティ：ブループリントのコードで条件文 (Branch ノード) を使用て、センサーからの入力に基づいた行
動を 
取るようにします。センサーからの入力値がしきい値と等しいか下回っていれば、境界線を見ています。センサ
ーからの入力値がしきい値を上回っていれば、土俵の床が 
見えています。

• Map_2-1_LineDection タブをクリックします。 
ステップ 1：ロボットの行動のためのコマンドの編集を始めます。

• ビューポートでロボットをクリックします。 
ステップ 2：コードを編集する必要があるので、ブループリントに移動します。

• [Details] パネルをクリックします (編集しているアイテムの名前が BPC_Robot_LineDetection であ
ることを確認する)。

• [Edit Blueprint] をクリック します。
• ドロップダウン メニューで [Open Blueprint Editor] を選択します。

境界線でのアクション

ステップ 3：次に、境界線が検出されているときに、新しいモーター制御アクションを送るように、条件文を更新
します。

• 図 2-38 に示されているコードを編集するので、自分の現在のコードがそれと合致していることをもう一
度確認します。 
コードを読みやすくするためにコメントを追加できるので、それをやっておきましょう。

• Sequence ノード をクリックして選択し、Ctrl キーを押したままにして、その後に続くすべてのノードをク
リックします。 
(選択されているノードでは、そのノードの周りにオレンジ色の輪郭が表示されています)

• C キー を押すと、コメント ボックスが作成されます。
• コメント ボックスに、このコード グループの名前として「Drive Robot Forward」と入力します。
• そして、コメント ボックスをクリックして下方に動かし、その上方にスペースを空けて、新しいコードを追

加できるようにします。 
 



                         仮想ロボットのトレーニングを学 ぼう | レッスン 2：相撲ロボット 28

ロボットが境界線を見ているときは、ロボットの動きを停止します。
ロボットを停止させるために、両方のモーターに停止するように指示します。必要なコードの一部はすでにあ
るので、必要な部分を複製しましょう。

• BP_Motor_A ノードと BP_Motor_B ノードを選択します (Ctrl キーを押したままにしてノードをクリッ
クすると、そのノードが選択項目に追加されることを思い出してください)。

• Ctrl + W キーを押してノードを複製します。
• そうすると、複製されたノードがマウス カーソルの位置に配置されます。
• それらのノードをクリックしてドラッグし、複製したノードを、Drive Robot Forward コメント ボックス

の上方に移動させます (図 2-41 を参照)。
次は、Stop Motor ノードを追加します。

図 2-40

図 2-41
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• Branch ノードの True ピンを クリックして右側にドラッグします。
• 「stop motor」と入力して検索し、

• Stop Motor ノードを選択します。 

そうすると、Stop Motor ノードがイベント グラフ内に配置されます。 
 

 
Stop Motor ノードを複製するには次のようにします。

• Stop Motor ノードを選択 (クリック) します (オレンジ色の輪郭線が表示される)。
• そのノードを右クリックして、ポップアップ メニューで [Duplicate (複製)] を選択します (または Ctrl + W キ

ーを押す)。
• これで、合わせて 2 つの Stop Motor ノードがあります。
• 複製したノードをクリックして右側にドラッグして、下記の例 (図 2-43) のようにします。

それらをつなぐには、1 つ目のノードの白色の Out ピンをクリックし、ワイヤーを引き出して、2 つ目のノードの入
力ピンにつなぎ、下図 (図 2-43) のようにします。 

図 2-42

図 2-43
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次は、それらのノードをつなぎます。

• BP_Motor_A の青色のピンをクリックしてドラッグし、Stop Motor ノードの Motor ピンにつなぎま

す。
• BP_Motor_B の青色のピンをクリックしてドラッグし、2 つ目の Stop Motor ノードの Motor ピンに

つなぎます(図 2-44 を参照)。

このセクションの締めくくりとして、ロボットを停止するためのコードが入ったコメント ボックスを作成します。
• 作成したすべてのノードを選択した状態で、C キーを押します (クリックして 4 つのノードすべてを囲む

ようにドラッグします。具体的には、BP Motor A、Stop Motor、BP Motor B、2 つ目の Stop Motor ノー
ドを囲みます)。

• このコメント ボックスに名前を付けるには、「Stop Robot」と入力してから Enter キーを押します。
• コードは図 2-45 のようになっているはずです。

• ブループリントをコンパイルして保存します。

• Map_2-1_LineDection タブをクリックします。
• ゲームをプレイして、コードをテストします。
• ロボットが土俵内にいる場合にロボットが前進し、境界線に接触しないようになるまで、コードを修正

します。

図 2-44

図 2-45
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完成したコードは次のようになっています (図 2-46 を参照)。

観察結果：
• ロボットが境界線に近づいたときにどうなりましたか。
• 土俵内に留まりましたか。
• ロボットを境界線の内側に留まらせるにはどうすればよいでしょうか。
• ロボットが境界線に接触した場合に、ロボットが環境における違いと認識するには何が必要でしょうか。

 

ロボットの条件付き移動
実習 6：境界線が見えている場合は旋回する

ロボット相撲の対戦では、ロボットが土俵内に留まって動き続ける必要があるので、境界線が見えている場合
の向きを変える動きを定義しなければなりません。現状では境界線が見えている場合にロボットは停止する
ので、 
ロボットを旋回させるノードを追加して、プログラムを再開します。 

この文を構築する際に、条件文での分岐の正しいパスに割り当てるようにする必要があります。そのロジック
は、「光センサーの値がしきい値より大きければ前進し、光センサーの値がしきい値以下であれば向きを変え
る (左向きまたは右向き)」というものです。 

向きを変える操作を完了するために各モーターに割り当てる特定のアクションを検討します。ピボット旋回ま
たはスピン旋回にすべきですか。どちらの向きに旋回すべきですか。どの程度離れて旋回すべきでしょうか？
 
 

図 2-46
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ステップ 1：ロボットを選択して、そのブループリントのコードを編集します。
• ビューポート内でロボットをクリックします。

ステップ 2：ブループリント内のコードを編集します。
• [Details] パネルをクリックします (編集しているアイテムの名前が BPC_Robot_LineDetection であ

ることを確認する)。
• [Edit Blueprint] をクリックします。
• ドロップダウン メニューで [Open Blueprint Editor] を選択します。

ステップ 3：ロボットの向きを変えるコマンドを追加する
• 図 2-47 に示されているコードから始めて、Stop Robot  

コメント ボックス内のコードを変更します。

まず、 Stop Robot コメント ボックスの名前を「Turn Robot」に変更します。
• Stop Robot box コメント ボックスを右クリックします。
• Node Comment セクションで、テキストを編集して「Turn Robot」に変更します。

図 2-47

図 2-48
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• 次のステップでは、ロボットの向きをどのように変えるかをある程度自由に選択できます。 

• 選択肢：Stop Motor ノードの両方または一方を削除する。次の例では、1 つの Stop Motor ノードが削
除されています。1 つのノードを削除するには、そのノードをクリックして選択してから Delete キーを押
すだけです。削除できない場合は、プログラムの実行を停止していることを確認します。

• 選択肢：削除した Stop Motor ノード (両方または一方) を新しい Run Motor for Time ノード (2 つま
たは 1 つ) で置き換え、それをモーター (両方または一方) につなぎます。

• 選択したモーター (両方または一方) の青色のピンをクリックしてドラッグし、「run motor for time」
を検索して Run Motor for Time ノードを追加します。

• 下図では、1 つの Run Motor for Time ノードが BP_Motor_B ノードにつながれています。
• すべてのコードが正しく実行されるように、必ずすべての白色の実行ピンをつなぎます。

• 

図 2-49

図 2-50

図 2-51
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• モーターの Time (秒) の数値を変更します。
• モーターの Speed (-100 ～ 100 の範囲) の数値を変更します。
• (関数が終了した時点の) Coast オプションをオンまたはオフにします。確認ですが、今取り組んでいるこ

とは、ロボットが境界線を見ているときにロボットが土俵内に引き返すようにすることです。
• Time：モーター (関数) の実行持続時間 (秒単位)
• Motor Speed：モーターの回転速度 (-100 ～ 100)
• Coast：モーターが惰力で回転してから停止するか、直ちに回転を停止するか。

ステップ 4：境界線に到達したときにロボットが向きを変えることに成功するまで、保存、プレイ、トラブルシュ
ーティングの手順を繰り返します。

• ブループリントをコンパイルして保存する
• Map_2-1_LineDection タブをクリックする
• コードをプレイする
• 土俵内にいればロボットが前進し、境界線を見るか接触したときにロボットが旋回して土俵内に引き返

すようになるまで、修正する
 
実習 7：無期限に動き続けて土俵内に留まり続ける (対戦モード)
 
検討事項：前進と転回を無期限に続けるにはコードをどのように追加すればよいのでしょうか。
相撲ロボットが絶えず動き続けるが、常に土俵内に留まるようにする必要があります。土俵の床を見ていると
きは走行するようにロボットにすでに指示しているので、転回操作を完了した後にプログラムを実行し続ける
だけで済みます。転回の最後に Run Robot ノードを追加することで、それを行います。

図 2-52
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ステップ 5：ループ

• すでにグラフ内にあるノードをコピーして貼り付けるか、または複製することで、Turn Robot のシーケ

ンスの最後に Run Robot ノードを追加してつなぎます。
• Turn Robot セクションの最後のノードから、白色の実行ピンを、新しく配置した Run Robot ノードの

入力ピンにつなぎます。
• 注記：コメント ボックスのエッジをクリックしてドラッグすることで、コメント ボックスのサイズを変更でき

ます。

ブループリントをコンパイルして保存します。

• Map_2-1_LineDection タブをクリックします。
• ゲームをプレイします。
• 行動を観察し、結果をメモする

実習 8：一貫性のある行動を目指してテストおよび修正する
 
テストして、ロボットが絶えず土俵内に留まるようにします。

• ロボットが動き続けていない 場合は、コードをデバッグして修正します。

ロボットが他の相撲ロボットと対戦する準備ができていれば、対戦してみましょう！

図 2-53
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実習 9：相撲の対戦
 
ここで、いよいよ作業したことの真価が問われます。実際に機能するロボットの複製版を取り込んで、ロボット
が対戦しているのを観察します。
 
アクティビティ：ロボットを複製して、土俵内で 2 つのロボットを対戦させます。

相撲の対戦相手を作成するために、現在のロボットの複製を作成しましょう。
• レベルのビューポートをにあるロボットを選択します。
• ロボットを右クリックして [Browse to Asset (アセットをブラウズ)] を選択します。
• そうすると、コンテンツ ブラウザ内で、「Content」->「LearningKit_Robots」->「Blueprints」->

「Robots」->「BPC_Robot_LineDetection」アセットに直接移動します。

図 2-54
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• BPC_Robot_ LineDetection を選択します。
• それを右クリックします。
• [Duplicate] を選択します。そうすると、そのロ

ボット アセットの複製が作成されます。この新
しいアセットはすぐに名前を変更できます。次
のステップを参照してください。

• 新しいロボットを「BPC_MyRobot_01」また
は相撲にふさわしい別の名前に名前変更しま
す。

• 新しいロボット アセットを選択していない場合
は、それを右クリックして [Rename (名前変
更)] を選択します。

• 新しい名前を入力します。

図 2-55

• 新しいロボット アセットをコンテンツ ブラウ
ザからレベルのビューポートにドラッグして、
相撲の土俵に配置します。

• [Actor Placement Warning (アクタ配置警
告)] が表示されたら、[OK] をクリックします。
新しく配置したロボットが 
完全に地面に接した状態で開始されるように
する必要があります。

図 2-56

図 2-57
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• Move Gizmo を使用して、地面の上に設定して、ロボットが地面に接しているようにします (図 2-58 を
参照)

• 次に、インターフェースの左上にある [File (ファイル)] メニューを開きます。
[Save All (すべて保存)] を選択します (または、Ctrl + Shift + S キーを押します)。 

図 2-58

図 2-59
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対戦相手を先発出場メンバーにセットアップし、対戦するように命令します。
 
異なる 2 つのロボットを背中合わせにして並べるか、他の好みの開始位置に並べます。

• Move Gizmo ツールを使用し、それぞれのロボットをクリックして対戦の開始位置に 

ドラッグします。
• 各ロボットのブループリントで、条件文とループを使用して、必要に応じて、一方のロボットによって前方

または後方に押される可能性がある間は前進し、土俵の床の存在を探し、境界線を見たときに土俵の
床に引き返すように対応するように、各ロボットをコーディングします。

 
復習

• うまくいったこと
• どのような課題があったか。
• まだ練習する必要があること

リソース 

ワークシートおよびコーディング ドキュメント

しきい値算出ワークシート
 
基本的なチュートリアル

Unreal Engine のプログラムを開いているときに、[Help (ヘルプ)] メニューをクリックし、[Tutorials (チュー

トリアル)] > [Basics (基本)] を選択します。 

拡張アクティビティ
• ロボットがもっと速く走行するようにしてみる。ロボットにさらに速度を加えたときに、どのような新たな

課題が発生するか
• 生徒間でロボットを共有して、相撲の対戦を作成する。
• 相撲の対戦でさらに成功を収めることに役立つように、ロボットに装飾を施し、ロボット設計に特別なデ

ィテールを加える
• アクションを行うためにもっと多くのモーターをロボットに追加できるとしたら、何を追加したいか

https://cdn2.unrealengine.com/threshold-calculation-worksheet-ja-1a83fe47abdf.pdf
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評価
基準

概念 抜群 熟練 適格 未熟

ロボット設計の 
概念

ロボットのセンサー コン
ポーネントとそれがどのよ
うに機能するかを他の人
に説明できる。プロジェク
トで、レッスンでのセンサ
ーの使用およびロボットで
の最適な位置を示すこと
ができる。デモまたは生徒
のドキュメントで、コンポ
ーネントの定義が 
示されている。

ロボットでのセンサーの
使用が示されている。ロ
ボットのコンポーネントに
ついて完全に理解してい
ることが、講師に示され
ている。

ロボットをセンサーに対応
させることはできるが、セ
ンサーについて意義のあ
る知識を提供していない。
ハードウェア コンポーネン
トについての基本的な知
識を持っていることが示さ
れている。

ロボットのセンサーとその
機能を理解している根拠
がない。ハードウェア コン
ポーネントについての知
識を持っていることが示さ
れていない。

ソフトウェアの 
概念

コマンドの複雑な組み合
わせとプロジェクトの目標
が示されている。センサー
の使用、センサーの位置、
および結果としてのロボッ
トの望ましい位置や行動
に必要なコマンド グルー
プについて説明できる。複
数のコマンドまたはコマン
ド グループがプレゼンテ
ーションまたはドキュメン
トで示されている。

センサーの使用、センサー
の位置、および結果として
のロボットの 
望ましい位置や行動に必
要なコマンド グループに
ついて理解している。複数
のコマンドまたはコマンド 
グループについて生徒の
プレゼンテーションで 
触れられている。

促されれば、センサーの使
用、センサーの位置、およ
び結果としてのロボットの
望ましい位置や行動に必
要なコマンド グループに
ついて基本的な知識を持
っているが、デモでは触れ
ていない。

コマンドおよびその機能に
ついて理解している根拠
がない。生徒のプレゼンテ
ーションでコマンドについ
て触れていない。

コーディングの 
概念

コードのエラーをデバッグ
できる。コードの複雑な組
み合わせと独自の使用方
法が示されている。ほとん
どのセクションのコードを
説明できる。生徒のプレゼ
ンテーションまたはドキュ
メントにコードが 
記載されている。

デフォルト設定、ループ、条
件付きコマンドについての
知識が示されている。生徒
は自身のプロジェクトで
各コマンド タイプのコード
をそれぞれ 1 つ以上を参
照している。

促されれば、生徒はコード
について 
基本的な知識を持ってい
るが、生徒のプレゼンテー
ションでは触れていない。

コマンドのコードおよびそ
の機能について理解して
いる根拠がない。生徒のプ
レゼンテーションでコード
について触れていない。

実世界の概念 実世界でのロボット、コー
ディング、移動の利用を生
み出す革新的なアイデア
を持っている。理解してい
ることを示しており、その
ことをドキュメントに記載
している。

実世界のアプリケーション
でのコーディング、移動、
ロボットの利用について
理解している。生徒のプロ
ジェクトのプレゼンテーシ
ョンに 1 つ以上の例が記
載されている。

実世界のアプリケーション
でのコーディング、移動、
ロボットの存在について
基本的な知識を持ってい
る。言葉で説明できるかも
しれないが、プレゼンテー
ションでは触れていない。

コーディング、移動、ロボッ
トの実世界のアプリケー
ションでの利用について
理解している根拠がない。

課題アクティビ
ティ (相撲ロボ
ット)

相撲ロボット モデルおよ
びアクションに付加され
る革新的なアイデアまた
は追加ツールを示してい
た。ロボットをレプリケート
して、別のロボットと対戦
できた。

土俵内で動き、境界線を検
出したときに向きを変える
ように、ロボットをうまくコ
ーディングできた。

相撲ロボットをコーディン
グする方法について基本
的な知識は持っているが、
土俵内に留まるという相
撲ロボットの行動を完成
できなかった。

相撲ロボットの機能を理
解しておらず、センサーが
どのように機能するかを
示しておらず、相撲ロボッ
トを積極的にコーディング
しなかった。
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