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1. はじめに
近年，工場や家庭における自動機械の普及により，
元々人間が行う作業を機械により自動化させる需要が
増えている．これらの作業について，単一の動作で済
む作業であれば，自動化の見通しは立てやすい．しか
し，作業の目標を達成するために，複数回の動作を適
切な順番で実行する必要がある場合，問題が一層複雑
となる．
本研究の目的は，複数回の動作を順番に行う作業を
対象とし，作業の最終目標を達成するための実行能力
をロボットに自動で獲得させることである．この目的
を達成するためには，作業における動作だけではなく，
各動作を接続する順番，また各動作がいつ切り替える
べきかも考える必要がある．
従来では，複数回の動作が含まれた作業を自動化す
るために，開発者側から制限をかけることが多い．伊
藤ら [1]はドアに近づける動作，ドアを開ける動作とド
アを通過する動作を統合し，ロボットの「ドア開け通
過動作」の自動化を実現した．この研究では，カメラ
により取得された現在状態の画像と事前に用意した画
像との比較により，次にどの動作を選択するかを決定
する．つまり，開発者は動作の切り替え条件を事前に
決めておく必要がある．また，Smithら [2]は人間の実
演教示に基づき，ロボットによるコーヒー淹れ作業と
引き出しからコップを取り出す作業の自動化を実現し
た．プログラミングでロボットを動作させる必要がな
くなるが，作業の最終目標を達成するために，開発者
が実演教示の動画を人手でいくつかのステージに分割
し，ステージを切り替える際のフレーム画像を選出す
る必要がある．以上の研究では，指定された作業に対
する自動化の完成度が高いが，作業内容を変更したと
き，開発者がその作業における途中目標も指定する必
要がある．つまり，多くの作業に適用する際に，開発
者にとって大きな負担がかかると考える．
そこで本研究では，複数回の動作を順番に行う必要
がある作業に対し，人手で作業の途中目標を指定しな
くても，ロボットが正確な順番で適切な動作を行い，作
業の最終目標を達成することを目標とする．この目標
を達成するために，ロボットが各動作の適切さ，各動
作の継続時間，また各動作の接続順を正確に考慮する
必要がある．これらを自動化することにより，開発者
が作業ごとにサブ目標を明示する必要がなくなり，開
発者の負担をより軽減することができる．

2. 問題設定とアプローチ

2.1 問題設定

本稿では，複数回の動作を順番に実行する必要があ
る作業を手順あり作業と称し，以下に定義する．

• 作業はいくつかの手順に分割できる
• 各手順の目標をサブ目標と称する
• 1つの手順には 1個か複数個の動作が含まれる

図 1 手順あり作業の実行能力獲得

ここで，本研究では手順あり作業における各手順のサ
ブ目標を陽に定義しないこととする．ただし，各サブ
目標の達成状況により，ロボットによる作業の最終結
果も変化し，最終目標の達成状況に対する評価も変わ
ることを想定する．
実機でより短時間で手順あり作業の実行能力を獲得す
るために，本研究では人間の教示者の観察に基づき，ロ
ボットが作業能力を獲得する Teaching by Showing[3]
のアプローチと，ロボット自身の関節構造に合わせて
動作を再構成するアプローチを採る．本稿では，この
両面から検討を行い，特に後者のアプローチの関する
提案を行う．以後，本稿では人間による実演教示の動
作データを教示データと称する．教示データに基づき
ロボットの動作を生成する際に，本研究では教示デー
タを正解として考慮するのではなく，作業の最終目標
を実現する方法を示すものと捉える．そして，ロボッ
トは教示データに基づき，より適切な動作を探索する，
という考え方を採る．また，本研究では複数回の実演
教示のデータを利用する．それにより，最終目標の実
現方法をより多くロボットに示すことができ，その実
現可能な動作の範囲から，ロボットが自身の構造にとっ
て適切な動作を探索することをよりロバストに行う．

2.2 アプローチ
本研究の提案手法のイメージは図 1に示す．図に示
したように，手順あり作業を行う際に，各手順におけ
る動作，各サブ目標を実現するまでの所要時間，そし
て各手順間の遷移の 3つの要素を考慮し，連続的に動
作を生成し，最終目標が実現できるように適切な動作
を探索する．作業の実行能力を自動的に獲得するため
に，モデルベース強化学習を利用し，作業の動作を探
索する．強化学習とは，試行錯誤を繰り返すことによ
り目標の達成方法を探索する手法である．強化学習を
利用する場合，作業の進行状況を状態 sと表し，方策
πにより状態から次に取るべき行動 a = π(a|s)を判断
し，ロボットを動作させる．作業が終了した後，最終
目標の達成状況を報酬Rを用いて作業を評価する．一
般的には，報酬 Rが高いほど，作業の最終目標が適切
に達成できたことを意味する．
手順あり作業に対応するために，本研究ではスパー
スガウス過程に基づいた方策モデル（SPGP）[5]と隠れ
セミマルコフモデル（HSMM）[6]を結合し，手順のサ
ブ目標を達成するための動作と，各手順の切り替え則を
同時に学習する方策モデルを提案する．提案する方策
モデルは図 2に示す．図 2における πcj (j = 1, · · · , Jn)



図 2 提案する方策モデル

をサブ方策と称し，f̄ cJn
はサブ方策 πcj の潜在変数と

なるガウス過程の擬似入力である．1つのサブ方策が 1
つの手順に対応することを仮定し，サブ方策の切り替
えが手順の切り替えに対応すると考える．本研究では，
方策モデルの学習と伴い，各サブ方策 πcj の更新とサ
ブ方策間の切り替え則の更新により，作業の実行能力
を獲得する．
2.1節に述べた Teaching by Showingの手法に基づ
き，方策モデルの学習が以下のプロセスで行う．

1. 教示データをいくつかの手順に分割；
2. 分割された教示データの各セグメントを用いて各
サブ方策を初期化し，また各手順の継続長と遷移
順を用いてサブ方策間の切り替え則を初期化；

3. 方策をロボットに適用し，ロボットによる学習作
業を行い，学習データを収集；

4. 学習データに基づき方策を更新し，2に戻し，学
習終了まで繰り返す．

3章では，以上のプロセスにおいて，方策モデルの初期
化方法，及び方策を更新する方法について述べる．

3. 作業能力の獲得

3.1 教示作業による方策の初期化
教示データを用いて方策を初期化する際に，データ
をいくつかの手順に自動分割し，各サブ方策に当ては
める必要がある．本研究では，[4]による時系列データ
の分節化手法を一部改造し，教示データに対して自動分
節化を行い，得られた分節化された教示データを方策の
初期化に利用する．人により N 回教示作業を行い，n
回目の教示データを (s(n),a(n), R(n))と表記する．こ
こで，s(n), a(n), R(n)はそれぞれ n回目の教示データ
における状態，行動と報酬総和とする．
教示データにおける人間の動きを正しく表現するた
めに，高次元の状態と行動を利用する必要があると考
えられる．そこで，教示データにおける行動 a の次
元数を Da とし，教示データの番号 (n)と区別するた
めに，括弧なしの上付き文字で行動の次元を表記し，
a = [a1, a2, · · · , aDa ]T とする．
教示データの自動分節化には，[4]と同様に Forward

filtering-Backward samplingアルゴリズムを利用する．
1つの教示データにおいて，終了時刻が t，継続時間が
kのセグメント (s

(n)
t−k:t,a

(n)
t−k:t)がサブ方策 πcにより生

成された確率を α[t][k][c]で表記し，以下の式により計
算する．

α[t][k][c] = P (s
(n)
t−k:t,a

(n)
t−k:t|c)

×
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C∑
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p(c|c′)α[t− k][k′][c′] (1)

ここで，Kはセグメントの最大長さ，Cはサブ方策の数
である．P (s

(n)
t−k:t,a

(n)
t−k:t|c)はサブ方策 πc が教示デー

タ (s
(n)
t−k:t,a

(n)
t−k:t)を生成した確率であり，下式で計算

する．
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ここで，ã
d,(n)
t−k:t = W a

d,(n)
t−k:t は報酬重み付きの行動であ

り，重みW = diag{
√

R(1)

Rmax
IN , · · · ,

√
R(N)

Rmax
IN}であ

る．また，f̄ c ∼ p(f̄ c|S̄c;θc)はサブ方策 πcの擬似出力
であり，{dc}はサブ方策 πcにより生成された教示デー
タのセグメントの集合である．また，式 (1)における
p(c|c′)はサブ方策の遷移確率であり，下式で計算する．

p(c|c′) = Nc′c + ϵ

Nc′ + Cϵ
(3)

ここで，Nc′ はサブ方策 πc′ からほかのサブ方策へ遷移
した回数であり，Nc′cはサブ方策 πc′ から πcへ遷移し
た回数であり，ϵは定数である．全ての時刻 t，セグメ
ント長さ kとサブ方策のラベル cについて α[t][k][c]を
計算した後，αに従ってサンプリングすることで，教
示データを分割し，各セグメントがどのサブ方策から
生成されたかを確認できる．具体的には [4]を参照され
たい．

教示データを分割した後，n回目の教示データにお
けるセグメントの数を J とし，1, · · · , J の番号を各セ
グメントにつける．自動分割の結果により，j番目のセ
グメント (s

(n)
j ,a

(n)
j )を生成するサブ方策のラベルが c

である場合，セグメントをサブ方策 πcの学習データと
し，全て πcから生成したと判断されたセグメントを用
いてサブ方策を学習する．サブ方策の学習方法につい
ては，[5]を参照されたい．

また，分割結果により，各サブ方策の切り替えによ
り，サブ方策の遷移確率 p(c|c′, j)と継続長の確率分布
p(Tj,c)を下式により初期値を確定する．

p(c|c′, j) = p(c|c′) (4)

p(Tj,c) = P (Tj,c|λ = E[{kj|cj=c}]) (5)

ただし，P (Tj,c|λ = E[{kj|cj=c}])は平均が λのポアソ
ン分布であり，{kj|cj=c}は πc から生成したセグメン
トの長さの集合であり，E[{kj|cj=c}]は {kj|cj=c}の期
待値である．

方策を初期化した後，方策によりロボットを動作し，
学習データを収集する．学習データを収集する際に，
各時刻の動きにこの動きを生成したサブ方策のラベル
c を付け，後ほど方策の更新に利用する．1 回作業を
行った後，状態，行動と報酬総和からなる学習データ
(s(e),a(e), R(e))を記録し，E回学習データの収集が完
了すると方策を一回更新する．

3.2 各手順における動作の獲得

学習データを収集した後，同じラベル cを持つ学習
データを用いて，サブ方策 πc を更新する．本研究で
は [5]と同様に変分法を用いて，期待累積報酬の下界を
計算し，EMアルゴリズムを用いてサブ方策を更新す
る．E 回分の学習データにおいて，期待累積報酬の下



界 JL({Θcj})は下式により求められる．

JL({Θcj}) =
E∑

e=1

Jn∑
j=1

Tcj∑
t=1

Da∑
d=1

log p(ã
d,(e)
t |s(e)t , f̄ cj , cj) (6)

ここで，{Θcj}はサブ方策 πcj のパラメータであり，サ
ブ方策の各ガウス過程のカーネルパラメータ {θcj}と
擬似入力 {S̄cj}から構成する．E は方策を更新する際
に利用した学習データの数であり，Jnは e個目の学習
データにおけるサブ方策が切り替えた回数であり，Tcj

は j回目に遷移したサブ方策の継続長であり，Daは行
動 aの次元数である．また，p(ã(e)t |s

(e)
t , f̄ cj , cj)はガウ

ス過程の報酬の重み付きの尤度関数であり，以下のよ
うに求められる．
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K
(cj)−1

S̄cj
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ここで，̃at = Wttatは報酬重み付きの行動であり，Wtt

はW = diag{
√

R(1)

JoldE
IT , · · · ,

√
R(E)

JoldE
IT }の t行 t列

の要素である．また，Kは πcj のカーネルグラム行列，
Λ(cj) はK により計算された対角行列であり，計算は
[5]に参照する．
最後に，EMアルゴリズムを用いて，以下のように式

(7)を最大化することで，全てのサブ方策を更新する．

• E-step：学習データを用いて JL({Θcj})を更新．
• M-step：{Θ∗

cj} ← arg max JL({Θcj})．

サブ方策の更新により，ロボットが作業の各手順を
遂行するための動作をとる能力が獲得できると考えら
れる．

3.3 各手順の切り替え則の獲得

各手順に正確に求められる動作を行うだけではなく，
各サブ目標を実現することと，手順を正確な順番で行
うことも，作業の最終目的の達成にとって必要である．
そこで，初期化された方策から，j 回目に遷移におい
て，サブ方策 πc′ から πcへ遷移する確率 p(c|c′, j)を更
新し，サブ方策を正しい順番で遷移させることが必要
である．また，πc の継続長の確率分布 p(Tj,c)を調整
し，手順におけるサブ目標を実現するまでに手順に対
応するサブ方策を実行し続けることも重要である．
本研究では方策を HSMMとして考えており，変分
法を用いて p(c|c′, j)と p(Tj,c)を更新することが困難
である [6]．そこで，HSMMのパラメータを推定する
Baum-Welch アルゴリズム [6] に基づき，p(c|c′, j) と
p(Tj,c)を更新する方法を提案する．Baum-Welchアル
ゴリズムは頻度によりHSMMのパラメータを近似する
手法であるが，本稿では学習データを用いて p(c|c′, j)
と p(Tj,c)を計算する際に，報酬の重みを導入する．
E 回分の学習データにおいて，e回目の学習データ
に対して報酬の重みW

(e)
r を以下に定義する．

W (e)
r =

√
R(e)/Rmax (8)

Rmax = max{R(e), e = 1, · · · , E} (9)

重みW
(e)
r を用いて，E回分の学習データにおいて，

j 回目のサブ方策遷移で πc′ から πc へ遷移した回数に

より，遷移確率 p(c|c′, j)を下式で計算する．

p(c|c′, j) =
Ñc|c′,j + ϵ

Ñc′|j + Cϵ
(10)

ここで，Cと ϵはと式 (3)は同様であり，Ñc|c′,jと Ñc′|j
はそれぞれ j回目のサブ方策遷移において，πc′ から πc

へ遷移した重み付き回数と πc′ から他のサブ方策へ遷
移した重み付き回数である．学習データにおいて遷移
回数をカウントする際に，Ñc|c′,j と Ñc′|j は下式により
更新する．

Ñc|c′,j = Ñold
c|c′,j +W (e)

r (11)

Ñc′|j = Ñold
c′|j +W (e)

r (12)

これにより，j回目のサブ方策の遷移確率が，報酬総和
が高くもらえるように，つまり正確の順番で手順を行
うように更新する．
また，j 回目で遷移したサブ方策 πcの継続長の確率
分布 p(Tj,c)は，下式で定義する．

p(Tj,c) = N (Tj,c|µ̃, ξσ̃2) (13)

µ̃ =

∑E
e=1 W

(e)
r T

(e)
j,c∑E

e=1 W
(e)
r

(14)

σ̃2 =

∑E
e=1 W

(e)
r

2
(T

(e)
j,c − µ̃)2

(
∑E

e=1 W
(e)
r )2

(15)

ここで，T
(e)
j,c は e個目の学習データにおいて，j 回目

で遷移したサブ方策 πcの継続長であり，ξは定数であ
る．ただし，方策を初期化する際に，式 (5)により継
続長の確率分布をポアソン分布に定義したが，確率分
布の分散の収束を考慮した上，p(Tj,c)をガウス分布に
変更する．
以上により，方策がサブ方策を正しい順番で適用し，
また各手順のサブ目標が達成するまでにサブ方策を継
続するように更新される．3.2節におけるサブ方策の更
新と同時に行うことより，ロボットに作業の最終目的
を達成する能力が獲得できる．

4. 実験

4.1 実験設定

提案手法を検証するために，Rethink 社製の Bax-
ter(片腕 7 自由度，首 1 自由度) を利用し，複数の食
器を片付ける作業の実行能力獲得実験を行った．作業
の内容は図 3(A) に示すように作業台の上に設置した
3つの食器を図 3(B)に示すように重ね上げることであ
る．食器を大きさの順番でうまく重ね上げるために，作
業は以下の動作を順番に行う必要があると想定する．

1. 食器 1を食器 3の上に重ねる；
2. 食器 1を放し，食器 2を把持する；
3. 食器 2を食器 1の上に重ねる．

作業を行う際に，操作者に正対する位置にRGB-Dセン
サを設置し，作業の様子を観測することとした．RGB-
DセンサとしてはMicrosoft社製のAzure Kinectを利
用した．
強化学習のための設定は以下となる．状態は，食器を
持つ手の位置である 3次元変数 (x, y, z)を利用した．行
動は，手の三次元移動量 (ẋ, ẏ, ż)と，掴む・放す動作を制
御する一次元変数 θを合併し，4次元の変数 (ẋ, ẏ, ż, θ)



図 3 (A)：作業の初期状態；(B)：作業の目標状態．

図 4 上：初期化と学習と伴った動作軌道の変化；下：教
示データの分節化結果とサブ方策による出力動作．

とした．また，報酬関数は下式に設定した．

R = exp(A(−
M∑

m=1

|Pm − Pgoal|2)−B) (16)

ここで，A = 100, B = 50は定数であり，M = 2は移
動した食器の数であり，Pmはm番目移動したの食器
の三次元位置であり，Pgoalは食器 3の位置である．ま
た，サブ方策の数を 4と設定した．
実験のプロセスとして，まず人間の教示者により作
業を 5回行い，教示データを取得した．この後，教示
データを用いて方策を初期化し，ロボットを動作した．
一回の作業において，ロボットは 30ステップ動作し，
また方策は 30回の作業ごとに更新することとした．ま
た，人間による作業の際に，手の位置はMediaPipe[7]
により抽出した右手の中指の根元の位置とし，掴む・
放す状態は右手の中指に設置した指先の接触力を計測
するセンサ [8]により判断することとした．ロボットに
よる作業の場合，手の位置は右グリッパのベースの位
置を利用し，θ によりグリッパの開閉を制御すること
とした．

4.2 実験結果
ロボットにより学習データを収集し，方策を 3回更
新し，更新した際の作業の達成状況を表 1に示す．表
1によると，方策の更新と伴い，ロボットが 4.1で述べ
た各手順を達成した回数が増え，3回目方策を更新し
た際に，30個の学習データにおいて，3つの手順が全
て成功し，作業の最終目標が達成した回数が 25回以上
となった．
また，教示データと方策の各更新回数に用いた学習
データのプロット図を図 4に示す．図の上段では作業
の報酬総和を示す．各軌道の色は報酬の高さを示し，色
が黄色に近づくと，報酬が高くもらえたことを示す．図
によると，学習と伴い，報酬が高くもらえる動作軌道の
数が増えていることがわかった．図の下段は教示デー
タの分節化結果，及び学習データの動作軌道における
各サブ方策の実行順を示す．図によると，初期化によ
り教示データが 3つのサブ方策に当てはめることが判
断され，3つのサブ方策が学習された．ここで，ロボッ
トによる作業の場合，作業の最後にサブ方策 1が適用
されたが，初期化の際にサブ方策 1に学習データがな

図 5 上：人間による教示作業；下：ロボットによる作業．

表 1 方策更新した際の作業達成状況

更新回数目 1 2 3

学習データの数 30 30 30

手順 1まで達成した回数 21 30 30

手順 2まで達成した回数 7 27 29

手順 3まで達成した回数 7 16 25

いため，方策 1による出力された各方向の移動量が 0
となり，ロボットの手は移動しなかった．つまり，サ
ブ方策 1は作業の結果に影響がないと判断できると考
えられる．図 4によると，方策の更新と伴い，ロボッ
トが安定して高い報酬がもらえる動作をとることがで
きた．
最後に，3回更新した方策をロボットに適用し，ロ
ボットによる作業と人間による教示作業の比較を図 5
に示す．実験により，提案した方策モデルを用いるこ
とで，開発者が作業の各サブ目標を定義しなくても，ロ
ボットが自動的に各手順をサブ方策に当てはめ，そし
てサブ方策を正確な順番に適用することで，手順あり
作業の実行に成功したことがわかった．つまり，手順
あり作業の実行能力が獲得できたと考えられる．

5. まとめ
本稿では手順あり作業に対し，人間による教示作業
に基づき，作業の実行能力を自動的に獲得する手法に
ついて述べた．また，実機による検証実験を行い，提
案手法の有効性を示した．
謝 辞 本研究は科研費及びNEDOの助成を受けた
ものです．
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