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Appendix 3 

Robocode の高等技術 ― 反重力移動 ― 

 

このドキュメントでは、Robocode の高度なテクニックについて解説しています。 

ここでは、反重力移動を解説します。これは、バトルフィールド上に設定された複

数のポイントを磁石のように考えて、反発したり引き寄せられるような動きを作り

出します。 

 このサンプルロボットは、STAGE 5 で解説した AdvancedRobot クラスの Droideka

に組み込みます。 

 

反重力移動 

 反重力移動では、バトルフィールド上に仮想的な重力ポイントを設定します。通

常の重力は物体を引き寄せますが、この重力ポイントは、吸引力としても反発力と

しても働きます。この効果をシミュレートすることで、バトルフィールド上の複数

のポイントを避けるような動きを生み出すのです。反重力移動を使うと、複数の敵

ロボットやエネルギー弾を避けることができます。また、壁やコーナーに追いつめ

られにくくなります。 

 ここでは、この反重力移動を簡単にモデル化してみます。これだけでは実戦的で

はありませんが、反重力移動の原理を理解することはできるでしょう。なお、

Alisdair Owens が IBM developer Works の解説記事で反重力移動について解説して

います。ここで公開されているサンプルロボットは、さらに実戦的なものになって

います。 

 

・「Robocode 達人たちが明かす秘訣: 反重力移動」 

 http://www-6.ibm.com/jp/developerWorks/java/020930/j_j-antigrav.html 

 

■ベクトルを理解する 
 反重力移動は、複数のポイントの影響を合成して次に進むべき進路を設定します。

この原理を理解するため、まずベクトルについて説明しましょう。ベクトルを使う

と、複数の力がどのように効果を及ぼすかを簡単に計算できます。 

 物体に働く力は、2 つの要素を持っています。強さと方向です。ベクトルでは、

この 2つを矢印で表現します。矢印の長さが力の強さに、矢印の方向が力の方向に
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対応しています。この力を表現した矢印がベクトルです。 

 ベクトルは水平と垂直の 2つの方向に分解できます。力の強さを矢印の長さで表

しているので、水平と垂直の強さは次のように三角関数で計算できます。 

 

 力の水平成分 ----- Fx ＝ F ＊ Cos(kaku) 

 力の垂直成分 ----- Fy ＝ F ＊ Sin(kaku) 

 

●力はベクトルで記述できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

力は 2つのベクトルに分解できる 力はベクトルで記述すると便利 

 1つの物体に2つの力がかかった時にどのような動きになるかは、2つのベクトル

の合成として計算できます。この計算では、各ベクトルをいったん水平と垂直のベ

クトルに分解します。そして、水平成分同士と垂直成分同士を足し合わせます。 

 

 合成した力の水平成分 ----- Fx ＝ F1x ＊ Cos(kaku1) + F2x ＊ Cos(kaku2) 

 合成した力の垂直成分 ----- Fy ＝ F1y ＊ Sin(kaku1) + F2x ＊ Sin(kaku2) 

 

 合成した力の各成分がわかれば、atan2()メソッドを使って角度を計算すること

ができます。 

 

■反重力移動の原理 
 反重力移動では、このベクトルによる合成で次の進行方向を決定します。バトル

フィールドに複数の重力ポイントを設定し、各ポイントから自ロボットに重力が働

いていると仮定します。通常の引力と違って、反発力として設定して各ポイントか

ら力を合成すると、進むべき方向と強さが計算できるのです。 
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 下図では、2 台の敵ロボットから反発力を受けています。合成力を計算すると、

右上の敵ロボットがいない方向が得られます。この方向へ進めば、自然に敵ロボッ

トから離れられるのです。混戦ではこれが大きな効果を発揮します。 

 

     ●各重力ポイントからの力を合成して進むべき方向と強さを計算する 

F:F1 と F2 を合成した力 

進むべき方向と距離が、ベク

トルの合成として計算できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 力の強さは自由に設定できます。ここでは、敵ロボットが一定の反発力を持つと

設定します。そして、それが距離に応じて弱まっていくとします。これには、次の

ように元の反発力を距離の二乗で割り算します。 

 

  影響を受ける力の強さ ＝ 反発力 /（距離 ＊ 距離） 

 

 距離の二乗で弱まる力というのは、本物のニュートンの引力の法則と同じです。

ニュートン力学では引力は必ず物体を引き付けますが、Robocode では反発力とし

て設定できます。これが反重力移動の名前の由来です。 

 

                 ●反発力は距離に応じて弱まる 

 

 

 

 

 

 

3 



 反重力移動では、必ずしも距離を 2乗する必要はありません。仮想的な重力をシ

ミュレートしているだけなので、計算の内容も自由に変えられます。重力ポイント

に非常に近付いた時だけそのポイントを避けるようにするには、3 乗にするといい

でしょう。 

 

敵ロボットの管理 

 では、実際のコードを見ていきましょう。まずは、情報を管理するクラスについ

て見ていきます。これまでのロボットは 1対 1を想定していましたが、ここでは複

数の敵に対応できるように、いくつかのクラスを追加します。 

 あらかじめ、敵ロボットの情報を管理するための Enemy クラスと、それを継承し

て予測計算を実装した LinerEnemyRad クラスを用意しておきます。Enemy クラスに

は、boolean型のliveフィールドを追加します。複数ロボットとのバトルで各ロボ

ットが生存しているかどうかをチェックするためです。各ロボットの情報は、今ま

でどおり LinerEnemyRad クラスで管理します。そして、敵ロボットの数だけ

LinerEnemyRad クラスのインスタンスを用意します。 

 さらに、複数の LinerEnemyRad クラスを管理するために、HashTable クラスを追

加します。これは、クラスを管理するためのクラスで、ハッシュテーブルという

プログラム上のテクニックを装備しています。StringBuffer クラスと同じように、

Java のクラスライブラリの一部です。 

 

●敵ロボット情報を HashTable クラスでまとめて管理している 
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 この HashTable クラスを使う場合は、本体プログラムの先頭で次のようにクラス

ライブラリのパッケージ名を宣言しておきます。 

 

import java.util.＊;    //"HushTable"クラスのためのパッケージ宣言 

 

 そして、次のように targets 変数に Hashtable クラスを割り当てます。 

 

     //敵情報管理クラスを集中管理するクラス 

     Hashtable targets = new Hashtable(); 

 

■敵ロボット情報を登録する 
 敵ロボットの情報は、今までと同じように onScannedRobot()メソッドでクラス

に登録します。このメソッドでは、検出した敵ロボットのイベント情報を e変数で

参照しました。これに加えて、敵ロボットの情報を扱うため「en」変数を用意して、

LinerEnemyRad クラス型にしておきます。 

 onScannedRobot()イベントメソッドを呼び出すと、まず発見した敵ロボットが

HashTable に登録されているかをチェックします。既登録ならそのロボット情報を

en変数に割り当てます。未登録の場合は、新しくLinerEnemyRadクラスを作り、en

変数に割り当て、同時に Hashtable クラスにそのクラスを登録します。 

 

/＊＊ 

 ＊ onScannedRobot: What to do when you see another robot 

 ＊/ 

public void onScannedRobot(ScannedRobotEvent e) { 

//敵ロボットの方向を求める 

     double absbearing_rad = (getHeadingRadians() 

                     + e.getBearingRadians())%(2＊PI); 

     LinerEnemyRad en; 

     if (targets.containsKey(e.getName())) { 

          en = (LinerEnemyRad)targets.get(e.getName()); 

     } else { 

          en = new LinerEnemyRad(); 

          targets.put(e.getName(),en); 

     } 
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     //敵ロボットの情報をセットする 

     en.name = e.getName();     //敵ロボットの現在位置 Xを求める 

     en.x = getX()+Math.sin(absbearing_rad)＊e.getDistance(); 

     //敵ロボットの現在位置 Yを求める 

     en.y = getY()+Math.cos(absbearing_rad)＊e.getDistance(); 

     en.bearing = e.getBearingRadians(); 

     en.head = e.getHeadingRadians(); 

     en.checkTime = getTime();          //情報を記録した時間 

     en.speed = e.getVelocity(); 

     en.distance = e.getDistance(); 

     en.live = true; 

     //一番近くの敵に狙いをつける 

  if ((en.distance < target.distance)||(target.live == false)) { 

          target = en; 

     } 

        en.setEnergy(e.getEnergy());  //敵ロボットのエネルギーを記録 

} 

 

■反重力ポイントを管理するクラス 
 反重力の計算には、次の GravPoint クラスを使います。これは計算の途中経過を

格納するために使います。 

 

/＊＊重力ポイントの X-Y座標と力を格納するクラス＊＊/ 

class GravPoint { 

    public double x,y,power; 

    public GravPoint(double pX,double pY,double pPower) { 

        x = pX; 

        y = pY; 

        power = pPower; 

    } 

} 
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■反重力を合成する 
 実際の反重力移動の計算は doAntiGravMove()メソッドで行います。Droideka で

は、このメソッドを doMovement()メソッドの代わりに実行します。 

 doAntiGravMove()メソッドは、「反重力を合成する」、「壁からの反発力を追加

する」、｢反重力に基づいて移動量を設定する」という 3つのステップにわかれてい

ます。次のプログラムは、そのうちの反重力を合成するコードです。 

 

/＊ 

 ＊ 反重力を合成する 

 ＊/ 

//初期設定 

void doAntiGravMove() { 

double xforce = 0; 

double yforce = 0; 

double force; 

double ang; 

GravPoint p; 

Enemy en; 

Enumeration e = targets.elements(); 

 

//各敵ロボットに対応した重力ポイントの反発力を合計する 

while (e.hasMoreElements()) { 

    en = (Enemy)e.nextElement(); 

    if (en.live) { 

            final double ENEMYFORCE = -1000; 

     //生存している敵に"-1000"の反発力を設定する 

     p = new GravPoint(en.x,en.y, ENEMYFORCE); 

     //反発力を求める 

     force = p.power/Math.pow(help.getRange( 

             getX(),getY(),p.x,p.y),2); 

    //自ロボットからの方向 

    ang = help.normalAngle(PI/2 

                - Math.atan2(getY() - p.y, getX() - p.x));  
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    //反発力の各成分を合計する 

    xforce += Math.sin(ang) ＊ force; 

    yforce += Math.cos(ang) ＊ force; 

    } 

} 

 

 この部分では Hashtable クラスから敵ロボットの情報を取り出して、その位置に

重力ポイントを設定し、その反発力の合成ベクトルを計算しています。 

 

Column ---- HashTable クラスのメソッド 

 

 この反重力移動では HashTable クラスが持つ次のメソッドを使います。 

 

 get()メソッド --------- Hashtable からデータを取り出す 

 put()メソッド --------- Hashtable にデータを登録する 

 elements()メソッド ---- Hashtable からデータを連続して読み出す 

                          ための変数を割り当てる 

【例】 

    Enumeration e = targets.elements(); 

 

 そして、Hashtable からデータを読み出すためには、次のメソッドを使い

ます。 

 

 nextElement()メソッド -------- 次のデータを読み出す 

 hasMoreElements()メソッド ---- データが残っているかを確認する 

 

 

8 



壁からの反発力を追加する 

 続いて、壁からの反発力を追加します。反発力の水平成分（xforce）は、左右の

壁から影響を受けます。反発力の垂直成分（xforce）は、上下の壁から影響を受け

ます。距離の 3乗で計算しているので、壁に近付いた時、急激に押し返されること

になります。 

 

//四方の壁からの反発力を、3乗で加味する 

final double WALLFORCE = 5000; 

xforce += WALLFORCE/Math.pow(help.getRange(getX(), getY(), 

             getBattleFieldWidth(), getY()), 3); 

xforce -= WALLFORCE/Math.pow(help.getRange(getX(), getY(), 

             0, getY()), 3); 

yforce += WALLFORCE/Math.pow(help.getRange(getX(), getY(), 

             getX(), getBattleFieldHeight()), 3); 

yforce -= WALLFORCE/Math.pow(help.getRange(getX(), getY(), 

             getX(), 0), 3); 

 

■反重力に基づいて移動量を設定する 
 最後に、移動する方向（kaku）と移動量を設定しています。 

 方向を計算して、それが 180 度以上の場合は方向転換する代わりに後退するよう、

角度を補正しています。 

 ここでは、一番近くの敵ロボットのエネルギーが変化したときだけ動くように判

断しています。 

 

        //移動設定 

        double kaku = getHeadingRadians() 

                       + Math.atan2(yforce, xforce) - PI/2; 

        //方向転換する代わりに、後退するよう角度を補正 

        int dir; 

        if (kaku > PI/2) { 

            kaku -= PI; 

            dir = -1; 

        } 
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        else if (kaku < -PI/2) { 

            kaku += PI; 

            dir = -1; 

        } 

        else { 

            dir = 1; 

        } 

        //エネルギーが変化していたときだけ移動する 

        double changeInEnergy = target.previousEnergy 

                                   - target.energy; 

        if (changeInEnergy != 0) { 

            //距離に応じて、移動量を変える 

            double moveDistance; 

            if (target.distance > 400) { 

                moveDistance = 100; 

            } else { 

                moveDistance = 300; 

            } 

            setTurnRightRadians(kaku); 

            setAhead(moveDistance ＊ dir); 

        } 

 

10 



■ソースコード 
 Appendix3で登場したロボットのサンプルコードは、付録CD-ROMの次のフォルダ

に収録してあります。 

 

・付録 CD-ROM の「sample_code」→「Appendix3」フォルダ 

 

・ファイルの内容 

 Droideka_AntiGrav.java --- 反重力移動を実装した Droideka 

 GravPoint.java------------ 重力ポイントのデータクラス 

 Enemy.java --------------- 敵情報を管理するクラス 

 LinerEnemyRad.java ------- 直線予測を実装した Enemy クラス 

 Direction.java ----------- 方向管理クラス 

 Lib.java ----------------- 共通処理クラス 

 

 

反重力移動の改善点 

 これで反重力移動が実現できました。この機能を実装すると、複数の敵の動きに

合わせてロボットが位置を変えていきます。 

 サンプルのロボットでは、ベクトルにしたがって動くため、敵からまっすぐに後

退してしまい、敵の攻撃を受けやすくなっています。これは、一番近くの敵から水

平方向に動く力を加えてやるといいでしょう。 

 また、このコードのままでは、壁近くに貼り付いてしまう傾向があります。壁か

らと敵からの反発力がバランスする地点に固定されてしまうのです。壁から向こう

にはロボットがいないため、壁からの影響が一様になってしまうためです。 

 Alosdair Owens はこの点を改善するため、バトルフィールド内にランダムに重力

ポイントを配置することを提案しています。この重力ポイントを調整すると、さら

に柔軟な戦略を採用できます。たとえば、Sitting Duck など、あまり動かない敵ロ

ボットに弱い反発力を適用すると、その敵の近くに引き寄せられるため、そこを集

中攻撃できます。また、エネルギー弾を検出したときに自分がいた位置に重力ポイ

ントを設定すれば、敵の攻撃を避けたあと、再びそこに戻ってしまうことがなくな

ります。 
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