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Appendix 4 

Robocode の高等技術 -チームロボット- 

このドキュメントでは、Robocode の高等技術を説明します。 

ここでは、チームバトルについて解説します。 

チームロボットは複数のロボットをチームにした団体戦です。このチームのロボッ

ト達は、チーム間のメッセージ交換により共同作戦を展開します。これは、まだ十

分に研究し尽くされていないジャンルです。 

 

チームロボット対戦 

 

 まず、チームロボット対戦の様子を観察するところから始めましょう。Robocode

にはチームロボットのサンプルとして MyFirstTeam が付属しています。これは、1

台のMyFirstLeaderと4台のMyFirstDroidで構成されています。このMyFirstDroid

は、1つの設計図（クラス）から作られた 4台の実体（インスタンス）です。 

 

■チームロボットを闘わせる 
 早速 MyFirstTeam を闘わせてみましょう。対戦相手は Walls にしましょう。 

 対戦の設定方法は通常のバトルと同じです。「New Battle」ダイアログボックス

でこのチームを対戦相手に選んだら Walls と闘わせてましょう。 

 「sampleteam」にある「Team:MyFirstTeam」を選択すると、チーム全体を闘わせ

られます。 
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●バトルの設定は通常と同じ操作で OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バトルフィールドには 1台の Walls と、1台の MyFirstLeader（赤色）、そして 4

台の MyFirstDroid（赤色）が配置されました。 

 

       ●MyFirstTeam vs Walls 
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 MyFirstDroid はレーダーを持っていないので、MyFirstLeader からの情報を受け

て敵を攻撃します。いつものように Walls は壁に沿って動き回ります。

MyFirstLeader は前後に素早く動きながら敵を攻撃します。これは、MyFirstRobot

と同じ動きです。MyFirstDroide は、じっとして動きません。また、レーダーを持

っていないにも関わらず、確実に Walls に砲塔を向け、エネルギー弾を浴びせま

す。 

 しかし、動き続ける Walls にはほとんど当たりません。少しずつ MyFirstTeam を

仕留めていきます。MyFirstLeader がやられると敵の位置がわからなくなるので、

残っている MyFirstDroid も攻撃できません。 

 

■チームロボットの特徴 
 MyFirstTeam は、単純なサンプルチームです。リーダーが敵を探し出し、動かな

い MyFirstDroid 達の砲塔が目標に集中砲火を浴びせます。 

 チームロボットは連係して闘うだけではありません。バトルのスタート時の様子

をよく見てみましょう。通常のロボットである Walls はスタート時に 100 単位のエ

ネルギーを持っています。これに対して、リーダーである MyFirstLeader は 200 単

位のエネルギーを持っています。チームメイトであるドロイド（Droid）は、レーダ

ーを持っていません。その代わりに、120 単位のエネルギーからスタートします。

万一リーダーが破壊されてしまうと、すべてのチームメイトが 30 単位のエネルギ

ーを失います。 

 

     ●スタート時のバトルフィールド 
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 ポイントは、チーム全体として集計されます。 

 

 

 

 

 

 チームロボットとして設定されている条件はこれだけです。バトルのルールなど

も確定していません。必ずしもリーダー1 台＋ドロイド 4 台という構成にする必要

もありません。Robocode Repository（http://robocoderepository.com/）で公開さ

れているチームロボットには、5 台すべてが TeamRobot というものもありました。

いわば、これからの可能性に満ちたジャンルなのです。 

 

■チームを登録する 
 MyFirstTeam はメンバーが多いので、バトルは混戦模様になってしまいます。そ

こで、少ないメンバーのオリジナルチームを登録してみましょう。登録するのは、

次のチームです。 

 

  リーダー：MyFirstLeader ----- 1 台 

  メンバー：MyFirstDroid ------ 2 台 

  チーム名：MyFirstLeaderTeam 

  説明  ：We are new team 

 

 設定するときに、1台目に指定したロボットが自動的にリーダーになります。 

 チーム名は英数字で先頭を大文字にします。これは、ロボット名やクラス名と同

じルールです。 

 

①Robocode ウィンドウのメニューで［Robot］→［Team］→［Create Team］を選択

する 

②「Create a Team」ダイアログボックスが表示されたら「Packages」の「sampleteam」

を選択し、「Robots」の「MyFirstLeader」を 1台目のロボットとして選択する 

③ Add -> ボタンをクリックする 

④2台目・3台目のロボットとして、「MyFirstDroid」を Add -> ボタンで追加する 

⑤ Next ボタンをクリックする 
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 ●「Create a Team」ダイアログボックスでリーダーとメンバーを指定する 

1台目がリーダーになる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥次ページが表示されたら、「sampleteam」欄にチーム名を、説明欄にこのチーム

の簡単な説明を入力して Create Team! ボタンをクリックする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明欄 

チーム名 
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⑦「Success」ダイアログボックスが表示されたら 了解 ボタンをクリックする 

 

 

 

 

 

 

 

 これで新しいチームが登録されました。登録先の Package はロボットと同じ

sampleteam です。このチームを闘わせると、1台のリーダーと 2台のドロイドが登

場します。 

 

●新しいチームで Walls と対戦 
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MyFirstLeaderを分析する 

 では、サンプルのチームロボットがどのように作られているか見ていきましょう。

MyFirstTeam はサンプルということもあり、それほど複雑ではありません。4 つの

クラスと 1 つの設定ファイルから構成されています。MyFirstLeader は、このうち

のリーダーになるロボットです。 

 

■MyFirstLeaderの全体像 
 ロボットチームのリーダーになったのは MyFirstLeader クラスです。バトルの様

子を観察すると、このロボットは MyFirstRobot のように前後に素早く動いていま

した。同時に、各メンバーにバトルフィールドの状況を知らせます。 

 最初に、この MyFirstLeader クラスの全ソースコードを読んでください。これは、

それほど長くはありません。クラスの定義と基本動作、敵発見時の処理、被弾時

の処理というメソッドが並んでいます。 

 このようなチームロボットは、次のように TeamRobot を継承して作ります。この

クラスは AdvancedRobot クラスを継承したもので、Robot クラスと AdvancedRobot

クラスのメソッドに加えて、チームメイトとメッセージを交換する機能を装備して

います。 

 

    public class MyFirstLeader extends TeamRobot 
                                             ↑ 

                                       TeamRobot を継承 

 

 メッセージ交換のため、プログラムの冒頭で java.io.＊パッケージを import し

ています。 

 

 

 

 

Column --- TeamRobot のメソッド 

 

 チームロボットは TeamRobot クラスを継承して作ります。 

 TeamRobot独自のメソッドについては、Robocode APIの TeamRobotクラスに

説明があります。 
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■基本動作 
 では、基本動作である run()メソッドを見ていきましょう。 

 まず、チームメイトをリーダーと同じ色になるよう指示を送っています。

broadcastMessage()メソッドは、チームメイト全員にメッセージを送信するメソッ

ドです。ここでは、色を設定した RobotColors クラスのインスタンスを送信しま

す。 

 

broadcastMessage(new RobotColors(Color.red,Color.red,Color.red)); 

 

 try ～ catch 命令は、例外処理と呼ばれる Java プログラミングの機能です。こ

の機能では、プログラムが正常に動作しなかったときにエラー処理を呼び出すこと

ができます。 

 

  try {実行する処理} catch(エラーの種類){エラー処理} 

 

 try 命令に続いて書かれた処理を実行するときにエラーが発生すると、catch に

続くエラー処理が実行されます。このロボットで実行する処理にあたるのがメッ

セージの送信です。 

 メッセージ送信ではこのような例外処理を必ず記述しますが、ここでは実際のエ

ラー処理は空っぽになっています。 

 繰り返し動作では、これまでのロボットと同じように while 命令による無限ルー

プを実行します。このループで前後の移動と砲塔の回転を繰り返します。 

 

// 基本動作 

while(true) { 

    setTurnRadarRight(10000); 

    ahead(100); 

    back(100); 

} 
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■敵発見時の処理 
 レーダーがロボットを捉えると、onScannedRobot()メソッドが実行されます。こ

れは、今までのロボットと同じです。このロボットでは敵ロボットを発見すると、

まずそれがチームメイトかどうかを調べます。 

 

// チームメイトだったら攻撃しない 

if (isTeammate(e.getName())) 

{ 

    return; 

} 

 

 isTeammate()メソッドは、引数で渡された文字がチームメイトの名前か調べるメ

ソッドです。チームメイトの名前であれば true になります。 

 return 命令は、現在実行中のメソッドを終了する命令です。検出したロボット

の名前がチームメイトの名前だったら、このメソッドを終了して何も実行しないの

です。発見したロボットが敵だったら、次のステップに進みます。 

 まず、敵の位置を計算します。ロボットからの角度と距離から、三角関数でロボ

ットの X座標と Y座標を確定し、enemyX 変数と enemyY 変数に代入します。 

 

// 敵への角度を計算する 

double enemyBearing = this.getHeading() + e.getBearing(); 

// 敵の位置を計算する 

double enemyX = getX() 

          + e.getDistance() 

          ＊ Math.sin(Math.toRadians(enemyBearing)); 

double enemyY = getY() 

          + e.getDistance() 

          ＊ Math.cos(Math.toRadians(enemyBearing)); 

 

 座標を計算したら、その情報をチームメイトに対して送信します。ここでも

broadcastMessage()メソッドでPointクラスのインスタンスを教えてやります。送信の

際には try ～ catch 命令で例外処理を行います。もしもエラーが発生したら、メッセ

ージを表示します。ex変数は、例外処理の内容を受け取る参照変数です。 
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try {        // 敵の位置をチームメイトに教える 

    broadcastMessage(new Point(enemyX,enemyY)); 

} catch (IOException ex) { 

    System.out.println("Unable to send order: " + ex); 

} 

 

MyFirstDroidを分析する 

 チームリーダーの指示にしたがって動くのは MyFirstDroid です。このロボット

はまったく移動しません。レーダーを持っていないので、リーダーからの情報に基

づいて攻撃します。 

 

■MyFirstDroidの全体像 
 この MyFirstDroid クラスの全ソースコードを読んでください。これも、それほ

ど長くはありません。クラスの定義と基本動作、メッセージ受信時の処理、角度

の標準化メソッドを持っています。 

 このようなロボットは、次のように TeamRobot を継承して作ります。さらに、

Droid インターフェースを実装します。 

 

 

public class MyFirstDroid extends TeamRobot implements Droid 

                                      ↑                     ↑ 

                       TeamRobot を継承      Droid インターフェースを実装 

 

 インターフェース（interface）は、継承とよく似た機能です。Java プログラミ

ングでは、クラスの定義と同じようにインターフェースを定義できます。Java の

継承では 1つのスーパークラスしか引き継げません。しかし、インターフェースを

使うと、そのインターフェースで定義された役割を追加で引き継ぐことができま

す。 

 RobocodeにはDroidインターフェースが定義されています。このDroidインター

フェースを持つロボットクラスは、Robocode によりレーダーが装備されません。

その代わりに、＋20 のエネルギーを与えられます。 

 ちなみに、TeamRobot クラスではなく、単なる Robot クラスを継承したロボット

に Droid インターフェースを実装すると、レーダーを持たないロボットができあが
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ります。レーダーを持っていないので、他のロボットを検出できません。その上、

メッセージ交換メソッドは持っていないので、誰からも情報を受けられず、あっさ

り負けてしまいます。 

 

■メッセージ受信時の処理 
 MyFirstDroid の要（かなめ）は、onMessageReceived()メソッドにあります。こ

れは TeamRobot クラスが持つメソッドで、メッセージ受信時にイベントとして呼び

出されます。 

 チームリーダーである MyFirstLeader は、2 種類のメッセージを送信しました。

「色の設定」と「目標の攻撃」です。メッセージとして、それに対応した次のクラ

スのインスタンスを送信します。 

 

 色の設定 ----------- RobotColors クラス 

 目標の攻撃 --------- Point クラス 

 

 受信したメッセージが RobotColors クラスだった場合は、そのインスタンスが持

つフィールドを使って本体の色を設定します。 

 

// メッセージが RobotColors クラスだったら、色を設定 

else if (e.getMessage() instanceof RobotColors) 

{ 

    RobotColors c = (RobotColors)e.getMessage(); 

    setColors(c.getBodyColor(), 

          c.getGunColor(), 

          c.getRadarColor()); 

} 
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 受信したメッセージが Point クラスだった場合は、そのインスタンスが持つフィ

ールドを使って目標を攻撃します。 

 

// メッセージが Point クラスだったら、目標を攻撃 

if (e.getMessage() instanceof Point) 

{ 

    Point p = (Point)e.getMessage(); 

    //目標の相対位置を計算する 

    double dx = p.getX() - this.getX(); 

    double dy = p.getY() - this.getY(); 

    //目標の角度を計算する 

    double theta = Math.toDegrees(Math.atan2(dx,dy)); 

    //砲塔を回転する 

    turnGunRight(normalRelativeAngle( 

        theta - getGunHeading())); 

    //攻撃 

    fire(3); 

} 

 

Column --- instanceof 演算子 

 

 instanceof 演算子は、クラスの種類を判定する条件演算子です。 

 次のように記述すると「a」が「A」と同じクラスか「A」のサブクラスであ

る場合に true を返します。 

 

  a instanceof A 

 

 MyFirstDroid では、if 命令の条件式として次のように記述してあります。 

 

    e.getMessage() instanceof Point 

 

 getMessage()メソッドは、e 変数が持つメッセージそのものを返すメソッ

ドです。この条件式は、e 変数で受け取ったクラスが Point クラスの場合に

true になります。 
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その他のクラスファイル 

 では、残りのクラスについて説明しておきましょう。 

 「sampleteam」フォルダ（sampleteam パッケージ）には「Point.java」と

「RobotColors.java」という Java のソースファイルがあります。それぞれ、敵ロボ

ットの位置を知らせるクラス、チームメンバーの色を設定するためのクラスです。 

 メッセージ交換のために利用するクラスは java.io パッケージにある

Serializable インターフェースを実装しておきます。このインターフェースは、

メッセージを順番どおりに受け取るためにあります。ここでは、単純にメッセー

ジ交換には Serializable インターフェースを実装したクラスを利用すると考えて

おけば十分でしょう。複数のクラスから呼び出させるよう、独立したクラスにして

あるのです。 

 各クラスのソースコードは次のようになっています。MyFirstLeader と

MyFirstDroid と見比べて、メッセージをどのように送信・処理しているか確認し

てください。 

 

■Pointクラス（Point.java） 
 このクラスは、リーダーが捕捉した敵ロボットの位置をチームメイトに知らせる

ために使います。そのために X座標と Y座標に対応したフィールドを持っています。

座標を設定するには、コンストラクタの引数として指定します。座標を取り出すた

めには getX()メソッドと getY()メソッドを使います。 

 

■RobotColorsクラス（RobotColors.java） 
 リーダーがチームメンバーを色設定するためのクラスです。色の名前を指定する

ために java.awt.Color パッケージをインポートしています。 

 色を設定するには、コンストラクタの引数として指定します。設定色を取り出す

ためには getBodyColor()メソッドと getGunColor()メソッド、getRadarColor()メ

ソッドを使います。 

 

チームロボットの可能性 

 チームロボットについて説明してきました。ここでは、サンプルロボットを分析

するにとどめておきます。まだまだ十分に研究されてないジャンルなので、ぜひ挑

戦してみてください。 
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