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1. はじめに
物体操作を伴う作業の自動化を考えるとき，何をもっ
て一つの作業と見なすかは，問題の複雑さに大きく影
響する．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．しかしながら，多くの作業では，い
くつかの動作を適切な順番で実行することが求められ
る．例えば，衣服の折り畳みをするとき，所定の畳ま
れた状態を作るには，畳む部位・順番・方向などが適
切に選ぶ必要がある．もちろん，それぞれの畳み動作
を適切に行うことも重要である．
本研究の目的は，複数個の動作を適切な順番で実行
する作業を対象とし，作業の実行能力を自動的に獲得
することである．ここで，作業の実行能力とは，作業を
何度繰り返しても，安定して作業の目的を達成するこ
とである．本稿では，作業の目的を達成するために，単
一の動作を生成する動作生成モデルを複数個統合し，連
続的に動作を生成する動作生成モデルを提案する．そ
して，動作生成モデルに対して能動的学習を用いるこ
とで，モデルを学習し，安定して作業の目的が達成で
きる動作の生成能力を獲得する．
従来では，複数個の動作が含まれた作業に対応する
ために，強化学習を用いて動作を獲得する手法がいく
つか提案されている．Quanら [1]はQ学習に基づいた
手法を提案し，作業をいくつかのサブタスクに分解する
こととした．そして，動作の価値を記録するQテーブ
ルをサブタスクの数に応じて拡張し，複数個のQテー
ブルを繋げることで，高い価値を持つ連続的な動作の
生成を実現した．この研究において，各動作はQ学習
により最適性が保障されたが，動作の遷移は学習しな
いとし，サブタスクの遷移により決められた固定の順
番とした．動作の遷移も考慮した手法として，Fransら
[2]の提案手法がある．迷路のナビゲーションタスクに
おいて，迷路を解ける３つの方向に向かう動作と，迷路
のゴールまでナビゲートする動作の実行順番を獲得し
た．この研究ではナビゲーションタスクに対して，適
切な動作と適切な動作遷移を学習対象としたが，動作
が遷移までの継続時間を定数として扱い，考慮しない
こととした．
そこで本研究では，連続的に動作を生成する際に，各
動作と動作の遷移以外，新しい要素として各動作の所
要時間を導入する．具体的には，異なる作業に対して
動作生成モデルを学習する際に，連続的な動作の要素
となる各動作と動作の適切な順番を学習する以外，作
業に応じて各動作にとって適切な所要時間も学習する．
このことにより，作業を実行する際に作業にとって不
必要な動作が少なくなり，より効率的に作業の目的を
達成する効果が想定できる．

2. 課題とアプローチ

2.1 課題
本稿で扱う作業を実行する動作のイメージを図 1に
示す．ここで，全体的な動作を構成する単一の動作を

図 1 作業の実行動作のイメージ

単位動作と称する．図に示したように，作業を行う際
に，各単位動作，各単位動作の所要時間，そして単位
動作間の遷移の３つの要素を考慮し，連続的に動作を
生成する．具体的な動作生成の手順は以下となる．

1. 次に取る単位動作と単位動作の所要時間を確定．
2. 単位動作の動作生成モデルを用いて，所要時間長
の単位動作を生成．

3. 作業が終了しない場合，1.に戻る．

また，作業を行う際に，評価方法を設定し，全体的
な動作の適切さに対して評価する．作業の目的が達成
した場合，動作が適切だと判断し，高い評価値を付け
る．目的を達成しない場合は低い評価値を付ける．
本研究では，多様な作業に対し，安定して高い評価
を持つ動作を獲得することが求められる．そのために，
作業を行った際の評価値により，作業の目的を達成で
きる動作，各動作にとって適切な動作時間，また作業
の目的を達成できる動作実行の順序を学習する能力の
獲得が課題である．

2.2 作業実行能力の獲得
本研究では教示データを用いた初期化のもとで，能
動的探索と探索に基づいた学習を繰り返すことで，動作
生成モデルを学習し，作業の実行能力を獲得する．具
体的には以下となる．

1. 作業の目的が達成できる動作を行い，全体的な動
作と動作の評価値を記録し，教示データとする．

2. 自動分節化手法を用いて教示データを分節化し，分
割された各動作のセグメントを単位動作とする．

3. 分節化の結果となった単位動作に基づき，動作生
成モデルを初期化する．

4. 動作生成モデルを用いて作業を行い，得られた全
体的な動作と動作の評価値を記録し，学習データ
として保存する．

5. 学習データを用いて動作生成モデルを学習し，モ
デルを改善する．

6. 高い評価値を持つ動作が安定して生成されるまで，
4. に戻る．

本研究で利用する教示データは少数で良いとし，利
点を以下 2点が考えられる．まず，分節化手法を教示
データに適用することで，単位動作が自動的に求めら
れる．そこで，開発者が単位動作の分割基準を定義す



図 2 グラフィカルモデル

る必要がなくなる．また，教示データを用いることに
より，作業の目的が達成可能であることを明示し，学
習に必要な時間を削減する効果が期待できる．
試行錯誤を繰り返すことにより目標を達成する方法
を探索する方法として，強化学習が用いられる．本研
究では，強化学習における方策探索手法を用いること
で，作業の目的を達成する動作を探索する．方策とは
作業の進行状況により，次のとるべき動作を決めるルー
ルである．また，方策探索問題とは，作業にとって適
切な動作を生成するために，適切な方策を探索する問
題である．言い換えると，方策探索問題を解くことに
より，作業の実行能力が獲得できるとはいえる．

2.3 方策探索問題
方策探索問題において，環境は状態 st，行動 at，報
酬 rt，状態遷移確率 p(st+1|st, a)，初期状態確率 p(s1)
の 5つの要素から構成する．方策を π(at|st)と表記し，
状態が st である時行動 at を生成する確率の分布を表
す．π(at|st)を環境に適用し，獲得した状態と行動の
系列をエピソード dの生成確率が下式で計算する．

d ≡ {s1, a1, · · · , sT−1, aT−1, sT } (1)

pπ(d) ≡ p(s1)

T∏
t=1

π(at|st)p(st+1|st, at) (2)

作業全体にわたって，各時刻に報酬の和を累積報酬
R(d)とする．本研究では，R(d)を用いて動作の適切
さを評価する．

R(d) =
T∑

t=1

rt (3)

方策 πを用いた場合の期待累積報酬を J(π)とする．
ここで，J(π)を最大化する πを最適方策とする．

J(π) =

∫
R(d)pπ(d)dd (4)

2.4 提案する方策モデル
本研究では，行動を確率分布として出力するスパー
スガウス過程（SPGP）方策モデル [3]を利用し，単位
動作を学習する．単位動作の順序と所要時間を考慮す
るために，状態の遷移と状態時間長を表現できる隠れ
セミマルコフモデル（HSMM）[4]を導入し，SPGP方
策と HSMMを組み合わせ，スパースガウス過程の隠
れセミマルコフモデル（SPGP-HSMM）に基づいた方
策探索手法を提案する．方策探索により提案する方策
モデルを最適化することで，作業の実行能力を獲得す
る．提案手法のグラフィカルモデルを図 2に示す．図
2における πm を全局方策，πcj をサブ方策と称する．

サブ方策 πcj は時刻 tの状態 stに基づき，行動 atを
確定するものである．[3]により，未知の状態 s∗に対し
て，行動 a∗の予測分布がガウス分布として求められる．

πc(a∗|s∗) = p(a∗|s∗,Dc, S̄c;θc) (5)

ここで，Dc = {S(e)
c , ã

(e)
c }Ee=1は πcの E個の学習デー

タである．ã = Wa は報酬重み付きの行動であり，
W = (1/E) diag(

√
R1IT , · · · ,

√
ReIT ) は報酬の重み

である．また，S̄c = {s̄c}Mm=1はM 個の擬似入力であ
り，θc は SPGPのカーネルパラメータである．
全局方策 πmは作業全体にわたって，サブ方策の遷移
則と各サブ方策の継続時間を決定するものである．πm

は下式で表す．

πm = p(c1)p(T1,c1)πc1

+

Jn∑
j=2

p(cj |cj−1, j)p(Tj,cj )πcj (6)

ここで，Jnはサブ方策の遷移回数である．また，p(Tj,cj )

は j回目のサブ方策遷移で遷移した πcj の継続時間の確
率分布を表し，継続長確率と称する．p(c1)は最初のサ
ブ方策が πc1 である確率を表し，初期サブ方策確率と称
する．p(cj |cj−1, j)は j 回目のサブ方策遷移において，
πcj−1

から πcj に遷移する確率を表すサブ方策遷移確率
である．以降，本稿では提案する SPGP-HSMM方策
モデルのことを方策と称する．方策は全局方策と C 個
のサブ方策から構成されたものである．また，全局方
策における p(Tj,cj )，p(c1)，p(cj |cj−1, j)，そして各サ
ブ方策における S̄cと θcを統一し，方策のパラメータ
と称する．
3章では，方策の初期化方法，及び方策の最適化方法
について述べる．

3. 方策の最適化
3.1 教示データによる初期化
学習が開始する前に，[6]を一部改造した分節化手法
を用いて，教示データに対して自動分節化を行い，方
策を初期化する．分節化の結果に基づき，方策の各パ
ラメータの初期値を確定する．
本稿では [6]と同様に，Forward filtering-Backward

samplingアルゴリズムにより分節化を行う．教示デー
タ d(n) において，タイムステップ t − k から tまでの
教示データを d

(n)
t−k:t ≡ {s

(n)
t−k:t,a

(n)
t−k:t}で表記する．ま

た，d
(n)
t−k:t を生成するサブ方策 πc のラベル cを d

(n)
t−k:t

のクラスと称する．Forward filteringにより，長さ k

の d
(n)
t−k:tがクラス cに所属する確率は下式で計算する．

α[t][k][c] = P (d
(n)
t−k:t|c)

×
K∑

k′=1

C∑
c′=1

p(c|c′)α[t− k][k′][c′] (7)

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 (d

(n)
t−k:t|c)は d

(n)
t−k:t がサブ方策 πc により

生成された確率であり，下式で計算する．

P (d
(n)
t−k:t|c) =

∫
p(ãt−k:t|st−k:t, f̄ c)p(f̄ c|{d})df̄ c (8)



ここで，f̄ c ∼ p(f̄ c|S̄c;θc)はサブ方策 πcの擬似出力で
ある．また，式 (7)における p(c|c′)はクラスが c′から
cに遷移する確率であり，下式で計算する．

p(c|c′) = Nc′c + ϵ

Nc′ + Cϵ
(9)

ここで,Nc′ はクラス c′から他のクラスに遷移した回数
であり，Nc′cはクラスが c′から cに遷移した回数であ
り，ϵは定数である．
式 (7)を計算した後，α[t][k][c]に従い，d(n) の最後
尾から各セグメントの長さ kj とクラス cj をサンプリ
ングすることで，教示データを分割する．具体的には
[6]を参照する．
教示データに対する分節化結果を用いて，方策のパラ
メータを初期化する．まず，サブ方策遷移確率 p(c|c′, j)
と継続長確率 p(Tj,c)は下式により初期化する．

p(c|c′, j) = p(c|c′) (10)

p(Tj,c) = P (Tj,c|λ = E[{kj|cj=c}]) (11)

ただし，{kj|cj=c}はクラス cに所属するセグメントの
長さの集合であり，P (Tj,c|λ = E[{kj|cj=c}])をポアソ
ン分布とする．
また，セグメント d

(n)
j の所属クラスにより，サブ方

策 πc の初期化に利用する学習データ Dc を確定する．

Dc = {d(n)j |c
(n)
j = c}J,Nj=1,n=1 (12)

Dcを用いてサブ方策を学習する方法は，[3]を参照する．

3.2 サブ方策の最適化
各サブ方策を最適化するために，期待累積報酬の下
界を近似的にまとめ，下界を最大化することにより各
サブ方策を最適化する．サブ方策の最適化により，報
酬が高い学習データにおける行動が選びやすくなる．
{Θcj} = {θcj , S̄cj}をサブ方策 πcj のパラメータとし，
最適化された {Θ∗

cj}の求め方について説明する．
式 (2)，式 (4)と式 (6)により，Eエピソード分の探
索により獲得した学習データ用いて，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

log p(ã
(e)
t |s

(e)
t , f̄ cj , cj) (13)

ただし，p(ã
(e)
t |s

(e)
t , f̄ cj , cj)は報酬の重み付きの尤度関

数であり，以下のように求める．

p(ãt|st, f̄ cj , cj)

= N (ãt|WttK
(cj)

st,S̄cj

K
(cj)−1

S̄cj
,S̄cj

f̄ cj ,Λ
(cj) + σ2I) (14)

ここで，ãt = Wttat は報酬重み付きの行動である．

W = diag{
√

R(d(1))
JoldE

IT , · · · ,
√

R(d(E))
JoldE

IT }は報酬の重
みであり，Wtt はW 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 [3]に参照する．
最後に，EMアルゴリズムを用いて，式 (13)を最大
化することで，{Θ∗

cj}を求める．
• E-step：探索データを用いて JL({Θcj})を更新．
• M-step：{Θ∗

cj} ← arg max JL({Θcj})．

3.3 全局方策の学習
全局方策は HSMMを利用したため，サブ方策の最
適化手法のように，報酬関数の最大化により全局方策
を最適化することが困難である [4]．そこで，本稿では
HSMMのパラメータ推定手法であるBaum-Welchアル
ゴリズム [5]に基づいた方法を提案し，全局方策を学習
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，本稿では近似
されるサブ方策遷移確率と継続長確率を計算する際に，
報酬の重みを導入する．このことにより，作業を行う
際に報酬が高いエピソードのサブ方策の継続長とサブ
方策間の遷移則が選びやすくなる．
E エピソードの探索におけるサンプリングデータ
{d(e)}Ee=1に対し，報酬の重みW

(e)
r を以下に定義する．

W (e)
r =

√
R(d(e))/Rmax (15)

Rmax = max{R(d(e)), e = 1, · · · , E} (16)

{d(e)}Ee=1を用いて，j 回目のサブ方策の遷移におい
て，πc′ から πc への遷移確率は下式により計算する．

p(c|c′, j) =
Ñc|c′,j + ϵ

Ñc′|j + Cϵ
(17)

ここで，Cはサブ方策の数であり，ϵは定数である．ま
た，Ñc|c′,j は {d(e)}Ee=1において，j回目のサブ方策遷
移で πc′ から πc へ遷移した重み付きの回数，Ñc′|j は
πc′ から他のサブ方策へ遷移した重み付きの回数であ
る．重み付きの回数のは下式により求める．

Ñc|c′,j = Ñold
c|c′,j +W e

r (18)

Ñc′|j = Ñold
c′|j +W e

r (19)

j 回目で遷移した πc の継続長確率 p(Tj,c)は以下と
なる．

p(Tj,c) = N (Tj,c|µ̃, ξσ̃2) (20)

µ̃ =

∑E
e=1 W

e
r T

e
j,c∑E

e=1 W
e
r

(21)

σ̃2 =

∑E
e=1 W

e
r
2(T e

j,c − µ̃)2

(
∑E

e=1 W
e
r )

2
(22)

ここで，ξは定数である．ただし，式 (11)により，初期
化された p(Tj,c)はポアソン分布であるため，分散が調
整できない問題点がある．そこで，分散の収束を考慮
した上，全局方策のパラメータを更新する際に，p(Tj,c)
をガウス分布に変更する．
以上で説明した方法に従い，全局方策が収束まで学習
し，探索に基づいた一番適切な全局方策が獲得できる．

4. シミュレーション実験
4.1 実験設定
提案手法の有効性を確認するために，シミュレーショ
ン環境を用いて実験を行った．環境は 1次元のエージェ
ントの動作環境を作成し，エージェントの位置 st+1 =
st + at + ϵt とする．ただし，ϵt ∼ N (0, 0.1)をノイズ
とする．タスクとして，エージェントがある起点から



図 3 シミュレーション環境と各ルートの設定

図 4 教示データ

図 5 学習結果

出発し，いくつかの中間点を経過し，あるゴールに到
達するタスクを設定した．検証として，3つのルートを
完走するタスクを設定し，3つのルートに対してエー
ジェントの行動を学習する．環境のイメージと各ルー
トを図 3に示し，各点の位置は表 1に示す．
時刻 t に取った行動 at の報酬を rt = 10i ×

exp(−0.1|st+1− sisub−goal|)とする．ただし，sisub−goal

はルートにおける i番目のサブゴールであり，sisub−goal

に到達した後，i = i+1とし，サブゴールを更新する．
初期化に利用する教示データとして，ルート 1を完
走したデータ 2個と，ルート 2を完走したデータ 2個，
合計 4個の教示データを用意した．教示データにおけ
る状態の遷移を図 4に示す．サブ方策の数を 3と設定
し，方策の初期化を行った．その後，表 2に示した設
定に従い，各ルートに対する行動獲得実験を行った．

表 1 各出発点と終点の位置

sstart1 sstart2 ssub−goal1 ssub−goal2 ssub−goal3

30.0 40.0 5.0 20.0 45.0

4.2 実験結果
３つのルートに対し，行動獲得の学習実験を行った．
学習のときの期待累積報酬の変化をそれぞれ図 5に示
す．3つの学習実験において，期待累積報酬は学習に
より増加し，収束したことがわかる．また，学習結果
の例として，図 6はルート 3を学習した際に，学習途

図 6 学習した方策を用いて 100回サンプリングした軌
道．上：1回学習した方策；中：5回学習した方策；
下：25回学習した方策

表 2 各ルートの学習設定

T E learn iteration

route 1 45 100 20

route 2 75 100 30

route 3 75 100 25

中の方策を環境に適用しエージェントの状態遷移を示
した．上からはそれぞれ 1回，5回，25回学習した方
策を適用した際のエージェントの状態遷移を示し，各
軌道の色は累積報酬の高さを示した．学習によりサン
プリングした軌道が累積報酬が高い軌道に収束したた
め，教示データで示されないタスクに対しても，タス
クに対応する能力が獲得できたことがわかる．

5. まとめ
本稿では複数個の動作を順番に行う作業に対し，強
化学習を用いて作業実行能力の自動獲得手法について
述べた．また，シミュレーション環境を用いてタスク
を構築し，提案手法の有効性を検証した．
謝 辞 本研究は NEDO および MEXT 科研費

JP20H04262の助成を受けたものです．
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