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第1章序論

1.1本研究の背景

20世紀末には,ロボットの未来を予感させる事件がいくつか起こった(Tablel.1).1997年5月には,

チェスの世界チャンピオンであったガリル･カスパロフが,IBMのコンピュータプログラム｢Deep

Blue｣にl勝2敗3引き分けで敗れた.同じ年,名古屋では第一回ロボットサッカーワールドカップ(通

称｢ロボカップ｣)が開催され[1],世界12ケ国･約35チームが参加した･その後毎年開催され,年

を追うごとに盛況となっている.更に,二足歩行ロボットPl,P2がホンダにより紹介され,現在で

はASIMOという名称で知られている(Fig.1.1)[2].その後もAIBOに代表されるペットロボットの登場

や,SonyのSDR-3X(Fig.1.2)等の二足歩行ロボットが数多く登場している･それまでにも技術革新は

幾度かあったが,ロボットは専門の人間が研究等の特殊用途に用いる,というイメージが強くあった･

しかし,20世紀末のこれらの出来事によって,ロボットが人間の生活空間へ進出していく予感を感じ

させ,一般の人に強い関心と影響を与えた.

それでもロボットというものが簡単に受け入れられた背景には,既にSFやアニメーションなどで

空想の産物として紹介されていたからであろう.そもそも,ロボットという言葉は,チェコスロバキ

アの作家カレル･チャペックの戯曲｢R･U･R一口ツサムのユニバーサルロボット｣で初めて紹介され

た.この戯曲に登場する人工の労働者として,チェコ語の｢robota｣(強制労働)から｢robot｣という新

造語が,カレルの兄ヨゼフによって名付けられ,用いられた.また,ロボットという言葉が生まれる

以前から,ギリシャ神話に登場する青銅人間タ一口ス･中世初期の伝説ゴーレムなど,様々な書物･

口伝によって人工物が自律的に動くことに対する人間の夢を垣間見ることができる.つまり,技術の

進歩がロボットを生んだのではなく,現在ある技術と人間の夢が次の技術を生んでいるともいえる･

しかし,このような漠然とした目標にも,日本と西洋では大きな違いが感じられ,ロボット研究の

姿勢にも影響を与えている[3】.日本では,ロボットが友好的なイメージを持って受け入れられている

が,それは手塚治虫の『鉄腕アトム』によるところが非常に大きい.その後も『ガンダム』や『ドラ

えもん』などのロボットに類するものが,各世代でヒーロー･人間のパートナーとして描かれたため

に,ロボットに対して友好的なイメージがある.それに対して西洋では宗教的な理由もあり,人間と

Tablel.1Theendof20century

1997年 ｢DeepBlue｣がチェスの世界チャンピオンに勝利

1997年 第一回ロボットサッカーワールドカップ開催

1997年 HONDの二足歩行ロボットPl,P2が登場

1999年 ペットロボット｢AIBO｣の登場

2000年 世界初のパートナー型ロボット博覧会｢ROBODEX2000｣開催

2000年 Sonyの小型二足歩行ロボットSDR-3Xが登場

ー1-
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Fig.1.1:ASIMO(AdvancedStepinlnnovativeMobility)【2]

同等か,それを超える人工物を創ることに対して不謹慎であるという意識が存在する.特に人型のロ

ボットに対する見方は厳しく,ロボットは道具の延長として捉えられる傾向がある.

実際には.高性能で万能型の.意思を持たない奴隷型ロボットの実現は不可能である.ただし,知

能的なロボットが実現した際の危険性や,社会への影響は十分に議論される必要があり,楽観主義で

あってもならない.その意味では,SF作家であり科学者でもあったアイザック･アシモフのロボット

三原則(のちに四原則となる)[4]は,知能ロボットヘの危惧の表れであり,古くからこの種の問題が考

えられてきたことが分かる(Tab】e.1.2).

現実では,このような問題が生じるほどの知能ロボットは未だ完成していない.確かに,知能の器

となるハードウェアに関する進歩は著しい.しかし,ソフトウェアである知能についての解明･考察

は進んでいるとは言えず,実現に至っては予想もつかない.かつては.コンピュータの進歩によって

知能が実現されると考えられていた.しかし,コンピュータの進歩はその限界を示しただけであり,

人間の脳の偉大さを露呈したにすぎなかった.これからのロボット研究に必要となるのは,単純な計

算能力の向上ではなく.知の本質に関する考察であり,その実項に向けた議論であろう.

このような背景のもと,まずロボットのハードウェアの進歩について述べる.ハードウェアの進歩

は,各時代において人間がロボットに要求する知能レベルと深く関わっている.そこで,ハードウェ

アの進歩と照らし合わせて,何がロボットに求められているかについて述べる.

次に知能に焦点を当て,現在の問題点から.これから求められる知能について考察を行う.

TabIel.2:TheThreeLawsofRobotics[4]

第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない.また,その危険を看過することによっ

て,人間に危害を及ぼしてはならない.

第二粂 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない.ただし,あたえら

れた命令が,第一粂に反する場合は,この限りではない.

第三条 ロボットは,前掲第一負および第二条に反するおそれのない限り,自己を守らなけ

ればならない.

l二･



l.1本研究の背景

Fig.1.2:SONYSDR-3X[122]

1.1.1ロボテイクスの進歩

1959年にICが発明され ムーアの法則にほぼ従って,その集積化･高速化が行われてきた.それ

と共に,メカトロニクスの技術が用いられている現代のロボットもまた,急速な発展を遂げてきた.

ロボットの能力の発展に伴って,ロボットに対する人間の要求もより高度になっている.

現代のロボットを4世代に分けると,第1世代にあたるロボットは｢繰り返し機械｣である.この

ロボットは,カレル･チャペックが思い描いたように,決まった単純動作を繰り返し行う機械であっ

た.そしてICメモリや磁気テープといった記憶装置を用いることで,繰り返す動作を変更することが

可能であった.

第2世代になると,単なる繰り返し動作から,状況に応じて作業内容を変化させるロボットが登場

した.そのために,人間の目や耳に相当するセンサーが搭載され,環境認識を行うことができるよう

になった.このようなロボットは｢知覚判断ロボット｣といえる.

更に,環境認識の能力の向上が図られ,問題解決能力を備えた第3世代のロボット,｢知能ロボット｣

が登場した.特に学習機能を備えたロボットを指し,汎用組み立てロボットとして用いられた.

これらのロボットは,産業界で活躍し,生産効率の向上･品質の安定化･極限作業での無人化など

多大な貢献をしてきた.現在では,第3世代ロボットの延長として,より広い作業環境で用いること

を考えた移動ロボットが登場している.移動能力を獲得したことによって,ロボットの作業能力は飛

躍的に上昇したが,ロボットの行動を設計することが非常に難しくなり,行動の自動生成に関する研

究が盛んに行われている.

より広い作業環境で用いることを考えた移動ロボットは.第3世代ロボットの延長としてだけでな

く,重要な役割を果たすと考えられる.それは,次世代のロボットである,人との共存可能な能力を

持つロボットヘの掛け橋である.例えば,特に先進国で進みつつある高齢化に対して,医療･介護と

してのロボットが現在求められている.また,エンターテインメントとしてのロボットも登場し,人

間の生活空間内で活動するロボットが期待されている.

しかし,このような第4世代ロボットが広く普及するためには,人間が常識として持っている知識

をどのように実装するか等,様々な問題が存在している.

1.1.2知能の進歩

機械知能の歴史は人工知能(心tificialIntelligence,AI)まで遡る.アラン･チューリングは人工知能の

創始者として知られているが,1950年に発表された[5】では,コンピュータと人間の違いと知的に同一

･3･
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Fig･1･3:Relationshipbetweenroboticsandintelligence

useofamachine

とみなされる条件とが詳細に論じられており,人工知能の原典として広く知られている.更に1937

年に発表された[6】において,現在ではチューリング機械と呼ばれる仮想機械を提案しており,その有

効性を示している.チューリング機械とは,無限長のテープから記号を読み取り,また書き込んだり

しながら,機能表にしたがって動く仮想機械であり,現在のパーソナルコンピュータの基礎となった.

チューリング機械が,プログラム内蔵方式のコンピュータMarklとして実現し,コンピュータが実

用化し始めることによって,人工知能の実現に関する研究が行われ始めた.人工知能という言葉が初

めて使われたのは1956年のダートマス会議であり,知能を工学的なアプローチによって実現しようと

する研究領域を表す言葉としてジョン･マッカーシーにより提唱された.その後,一階述語論理を用

いて一般解決問題器(GeneralProblemSoIver,GPS)と呼ばれるプログラム開発が行われた.

1970年代に入ると,ルールによって知識を表現するプロダクションシステム[7】が提案され,知識ベ

ースと推論エンジンを用いたエキスパートシステムの研究が集中的に行われた.更に知識の表現方法

として,フレーム理論[8]･意味ネットワーク[7】･黒板モデル[9]などが提唱され,現在では｢知識工

学(Knowledgeengineering)｣として知られている.当軌 コンピュータの性能の向上と共に,知識ベー

スを取り入れ 推論させることで,すぐにでも高知能化が望めると考えられていた.その為,人工知

能をロボットヘ応用する研究は,人工知能の有効性を示すための単なる適用の意味合いが大きかった.

しかし,人工知能が限られた環境での問題解決から,身体を持ち,実環境下で用いることが考えら

れるようになってフレーム問題･記号接地問題などが生じた.その本質的な問題は,知能を環境から

切り離し,事前に設計された知識と論理だけで推論する機構にあった.そのために,ロボットは自身

が持つ知識の意味が分からず,与えられた全ての情報を用いて推論を行わなければならなかったが,

実環境下では,これは致命的であった.なぜならば,実環境は情報に満ちており,推論に必要な情報

と比べて無関係な情報が膨大に存在するためである.これは,人工知能に限った問題ではなく,現在
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行われている知能ロボット研究のほとんどに関係する問題である.この間題に対して,人間によって

知識を定義するのではなく,環境との相互作用により知識を記述することが試みられている･そして,

環境と相互作用するための身体の重要性が議論され,｢身体性｣をキーワードに研究が進められている

[10】[11】･また,ジョン･サールの議論に見られる｢コンピュータは心をもつか｣という疑問[12]につ

いて,意識の創発などを試みる研究等も行われている[13]･

1.2機械知能

機械による知能実現の最終目標は,人間と同等の知能の実現であろう.しかし人間の知能の本質に

っいては未だよく分かっていない.むしろ,"知能,,という機能は存在せず,認知･推論･思考･知識(記

憶)といった機能が組み合わさり,相補的に用いられることで･"知能的な振る舞い"が実現していると

思われる.

これまでの研究は,知能を創発するために,知能と関連すると思われる重要な機能の実現を目標と

していた.本節ではこのような機能として,思考･推論･知識･プランニング･学習･認知･身体性

ついて述べる.

1.2.1機械の思考

厳密には,思考を行うためにはその素となる知識が必要であり,知識を素にした推論･プランニン

グなども思考の一部である.また,人間においては感情なども思考に影響を与え,明確に思考という

ものを定義することは難しい.ここでは機械の思考として,論理に基礎をおく推論について述べる･

これまでに数多くの推論法が検討され,計算機アルゴリズムとして実現されてきた.以下では,代表

的な推論法として,演繹･帰納･アブダクション･常識推論･仮説推論･類推について述べる･また,

アルゴリズムを実現する思考機械としてチエーリング機械について述べる.

推論

最も古い推論法はアリストテレスの提唱した三段論法である.三段論法とは,2つの前提から1つ

の結論を導き出す推論法である.その後19世紀の哲学者チャールズ･パースによって,演繹

(deduction)･帰納(induction)･アブダクション(abduction)の3つの推論型があることが指摘された･

3つの命題である大前提･小前提･結論を考えた時,演揮とは,大前提と小前提が正しい時,正し

い結論,即ち論理的帰結が導かれるという推論である.帰納は,小前提と結論から大前提を仮定する

推論で,多くの事例から新しい知識を獲得する帰納学習と関連付けて議論される･また,アブダクシ

ョンは,大前提と結論から小前提を仮定する推論である.演縛が常に正しい結論を導くのに対して,

帰納･アブダクションが得られる結論は,あくまで仮説であり,常に正しいとは限らない･また,演

揮が,保持する知識の範囲内での推論に対して,帰納･アブダクションは新しい知識を生み出す拡張

的(amplicative)推論である･

これらに加えて現在では,常識推論･仮説推論･類推が知られている.常識推論(COmmOn SenSe

reasoning)とは,不完全な情報･知識のもとで常識的な思考によって尤もらしい結論を導くためのもの

である.また仮設推論(hypotheticalreasoning)は,人間の問題解決の一つである仮説の生成一検証のサイ

クルに注目した推論であり,類推(analogicalreasoning)は,ある問題に対して他の問題との間に成り立

つ構造の類似性を見つけ出すことによって解決するというプロセスをモデル化した推論である･
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チューリング機械

チューリング機械は,無限の長さの読み書きできるテープと,テープ上に記憶された記号を読書き

するヘッド,有限の内部状態を持ち,記号処理を行う論理機構からなる(Fig.1.4).テープ操作として

は,ヘッドを移動させない(F)か,左右に一つだけ移動(L,R)することができる.また二つの入力(*,ql)

から三つの記号の組(N,F,q2)を出力する.チューリング機械では入出力演算を機能表として持ち,そ

の定義から何種類ものチューリング機械を考えることができる.更に,全てのチューリング機械の動

きを模倣することができる,万能チューリング機械を想定することができる.これら個々のチューリ

ング機械の機能表はコンピュータの1つのプログラムに相当する.もし,コンピュータの記憶容量が

無限であれば,万能チューリング機械となりうる.

Fig.1.4:Turingmachine

1.2.2知識工学

人間が様々な問題を解決する際にはl環境を知覚し,持っている知識を利用している.そして必要

に応じて,知識を修正し,新しい知識を獲得している.残念ながら,人間におけるこのメカニズムに

ついては,はとんど解明されていない.しかし,機械において知識を定義し,推論を行うシステムに

ついては研究が進んでいる[7]匝】[14].そこでまず,取り扱われている知識の種類について言及し,代

表的な知識表現について述べる[14].

知識

宣言的(declarative)知識とは概念に対する説明であり,手続き的(PrOCedural)知識とは一連のプロトコ

ールに対する知識である.例えば,目の前にあるスプーンがどのようなものであるか,という知識は

宣言的知識であり,スプーンの使い方などは手続き的知識である.

経験的知識はヒューリスティックス(beuhstics)と呼ばれるもので,人間が様々な問題解決を通して

経験的に得た知識である.一方,理論的(theoretical)知識は数学的･科学的理論から導き出される知識

である.

ドメイン(domain)知識は,ある問題の領域に固有の知識である.ドメインは,医療･プラント･旅

行･経営など無数に存在する.それに対してタスク(task)知識は,問題解決固有の,振る舞いに関する
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知識であり,診断･設計･計画･制御などで用いられる.

完全な(complete)知識とは,常に正しい知識,あるいは対象に関する全ての記述をもつ知識と定義さ

れる.完全な知識に対する推論では,単調性(知識が追加されても前の結論は取り消されない)を有す

る.逆に不完全な(incomplete)知識は,常に正しいとは限らない知識･仮説的な知識･例外を含む知識･

曖昧な知識･欠落のある知識などを総称して用いることが多い.

専門の知識(expertknowledge,eXPertise)は,問題解決の対象となるドメイン･タスクに強く依存した

知識であり,通常は別のドメインで利用することはできない.それに対して常識(common sense)は,

我々が日常無意識に使うもので,概してドメイン･タスクに非依存で抽象度が高いものと思われる.

特に常識は,ロボットが実環境下において行動するときに重要となり,1.1節において述べたように

人間と共存するロボットの実現においては必要不可欠である.しかし,この種の知識を実現するため

の決定的な手法は提案されていない.

プロダクションシステム

プロダクションシステム(PrOductionsystem,PS)は,認知心理学において人間の心理モデルの一つと

して提案された(Fig.1.5).

人間は,感覚を通して情報を得,注意の過程を経て,短期記憶(ShorttermmemOry)に貯蔵される.情

報は10数秒間貯蔵されているといわれ,一度に記憶できる情報量は,ほぼ7±2の単位に限られてい

る.短期記憶は忘却の宝庫とも言われるが,時間経過による忘却よりも記憶される情報間の干渉が強

く影響する.一方,長期記憶(longtermmemory)には多くの知識が蓄えられており,短期記憶の有効な

情報が符号化処理を経て長期記憶に転送される.長期記憶には無限の情報を貯蔵でき,時間の経過に

伴う情報の減衰は見られないとみられている[15].

プロダクションシステムでは,長期記憶をプロダクションルールbroductionru1e),短期記憶を作業

用記憶(workingmemory,WM)として表現し,推論を行う･

意味ネットワーク

意味ネットワーク(Semanticnet)は人間の連想能力などに関する心理学的見地から提案された･その
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知識表現は,オブジェクトや概念を表すノードと,それらの間の関係を表す有向リンクからなるグラ

フ構造によって表現される.リンクには,その性質に応じていくつかの種類がある.

IS-A関係は,上位下位関係,または抽象関係ともよばれ,包括関係を示す.例えば,スズメと鳥の

二つの概念間を結ぶリンクがこれにあたる.スズメは鳥の一種であるので,スズメを表すノードから

鳥を表すノードに,IS-A関係を示すリンクが張られる.次に,鳥を表すノードと羽を表すノードを考

えると,羽は鳥の一部であるので,部分全体を表す関係となる.この関係を表すリンクを,HAS-A関

係と呼ぶ.意味ネットワークで用いられるその他のリンクとして,色･数･動作･状態など種々のも

のが考えられる.概念間,あるいはオブジェクト間の関係を示すものであればどのようなものでもリ

ンクになりうる.このようなリンクをたどることで,概念相互の連想を行うことが出来る.

意味ネットワークの推論は,質問を表す部分グラフを構成し,必要に応じて連想を行い,意味ネッ

トワークとマッチングすることにより行われる.ただし,意味ネットワークの大規模化に伴い,処理

効率が低下するという欠点もある.

フレームシステム

フレーム理論は認知心理学的モデルとして提案された.その後,フレームを知識表現システムとし

て具体化したものに,FRL(丘amerepresentationlanguage)などがある.フレーム理論の概念を次に述べ

る[8】[14].

人間が新しい場面に遭遇した時,フレームと呼ばれる基本構造を記憶の中から一つ選択する.これ

は一つの定型的な枠組みであり,各フレームには各種の情報が含まれている.その情報の一つを更に

詳細に調べたい時には,それを示す別のフレームが選択される.よって一つのフレームは,複数のノ

ードと関係で構成されるネットワークと考えることができる.

フレームシステムの多くはFRLを基礎とする.一つのオブジェクトや概念に関してまとめたものを

フレームとし,関連あるフレーム同士の関係を表すリンクで接続して階層的に構造化している.フレ

ームの基本構造は,フレーム名･フレーム型･スロットの集合からなっている.フレーム名はオブジ

ェクトや概念に相当し,意味ネットワークのノードに等しい.フレーム型は,フレームが概念を表す

時にはクラス,オブジェクトを表す時にはインスタンスとなる.スロットは,スロット名とファセッ

トで構成され,更にファセットはファセット名とファセット値で構成される.スロット名は対象の属

性名や他の対象との関係名を表し,ファセット名では対応するファセット値の役割が記述される.

フレームシステムの一番の特徴として,フレーム内部にデーモンと呼ばれる手続きが記述できるこ

とが挙げられる.デーモンは,ある条件が満たされた時に限って駆動される手続きである.

黒板モデル

黒板モデル(blackboard model)はカーネギーメロン大学で開発された音声理解システムHEARSYA-II

の知識表現と推論のために用いられた方法である[9】.プロダクションシステムと似ているが,作業用

記憶とプロダクションルールの用いられ方が異なっている.

Fig.1.6に示すように,黒板モデルでは作業領域にあたる黒板(blackboard)がいくつかに分割されてい

る.プロダクションルールにあたる知識源(knowledgesource)もいくつかに分割され,特定の黒板によ

って起動され,働き,その結果を黒板の特定の区画に書き入れる.日常で見かける,いわゆる黒板は

全ての人が見えるようになっているが,黒板モデルの黒板は特定の知識源だけが見えるようになって

いる.
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blackboard

Fig.1.6:Blackboardmodel

l.2.3 プランニング

プランニング(Planning)とは,エージェントに与えられた目標を達成するために必要な行為(action)

の系列を自動生成することである.よってプランニングでは,推論結果として得られる行為の系列で

あるプランが実世界で実行されることを考慮しなければならない.このようなプランニングを行うプ

ランナーとしては,STRIPSなどが知られている【16].

その他にスケジューリング(SCheduling)があるが,プランニングとの違いは明確ではない･どちらも

対象とする問題は,達成すべきゴール･ゴールを達成するために必要な行為･行為を実行するために

必要とされる資源･実行された行為の系列に対するなんらかの評価関数が与えられた時に,最適な計

画を決定することである.その中でプランニングは,複雑な制約条件や最適化に関する推論を含まず,

行為の選択を伴うアクション系列の生成であると考えられる.一方スケジューリングは,時間や資源

に関する制約を考慮した最適解の探索を行うが,行為の選択は行わないものと考えられる.現在では,

プランニングとスケジューリングとの統合を目指した研究も行われている[17】[1釘.

1.2.4機械学習

人間は,過去に行った問題とよく似た問題を解決する時,以前に解いた経験を活かして!よりうま

く解決できる学習能力を持っている.このような学習能力を計算機システムに持たせることを目的と

する研究は,機械学習(machineleaming)と呼ばれる.一般に機械学習は,帰納学習･演繹学習･事例

に基づく学習･強化学習等に分類される【14].その多くは,与えられた例がある概念(COnCePt)に属する

か否かを判定する基準を学習する概念学習(COnCePtlearning)である･

帰納学習

帰納学習(inductivelearning)では学習させたい概念の例が学習システムに与えられ,それを辛がかり

にして概念学習を行う.このように,教師から与えられた例に基づいた学習を,例からの学習(leaming

fromexamples)という.一般に,学習すべき概念に含まれる例である正例(positiveexample)と含まれな

い例(negativeexample)が与えられ合わせて訓練例(trainingexample)と呼ぶ･また,目標概念を記述す
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るための表現の枠組みも与えられており,システムの扱い得るすべての概念はその表現で記述される.

ある概念を論理表現や記号などで記述したものを概念記述(COnCePt description)と呼ぶ.記号によらな

い学習としては,ニューラルネットワーク学習などがある.ニューラルネットワークについては,次

節で述べる.

演繹学習

演繹学習(deductivelearning)は,既に学習者が持っている知識からの演繹によって概念を獲得する学

習である.一般に帰納学習で必要となる多くの訓練例が与えられることは稀であり,人間では与えら

れた典型的な例について,なぜそれが目標概念の正例になるかを自己/他者による説明によって一般化

を行っている･このような学習法を機械学習で実現したのが,説明に基づく学習(Explanation-Based

Leaming,EBL)であり,これは典型的な演繹学習である.

説明に基づく学習では,概念記述のうち説明に関与しない部分を削除し,説明が可能な範囲で変数

化を行う.そのため,一つの正例から目標概念が効率よく学習できる.また,一般化した説明を,複

数のルールの系列を一つにまとめたマクロオペレ一夕として残すことによって,一度説明した問題と

同じクラスの問題を次からはより効率よく学習できるという効率化学習の側面もある.

事例に基づく学習

正解付きの過去の例を抽象化せず,例そのものを事例として蓄えておき,新しい例と事例との比較

を行い,最も類似している事例と同一のクラスであるとして分類を行う学習を,事例に基づく学習

(Instance-BasedLearning,IBL)と呼ぶ･事例に基づく学習の代表手法としては,NearestNeighbor法があ

り,その手法を推論に応用した記憶に基づく推論が知られている.更に,事例が,問題解決の手続き

などの複雑で多くの情報をもつ場合,事例に基づく推論(Case-BasedReasoning,CBR)と呼ばれる.

強化学習

強化学習(reinfbrcementleaming,RL)は,エージェントが環境に対して行為を行うことにより得られ

る報酬のみを用いて行為の決定法を学習する手法である.強化学習については次節において詳しく説

明する.

その他

発見的学習(1earningbydiscovery)は多数のデータから概念や法則を導き出す.ただし,目標となる概

念を知っている教師は存在せず,学習者が教師なしで有用な概念を獲得する必要がある.一方,類推

学習(analogy)は,具体例から概念を学習するのではなく,既存の概念の中から求める概念に類似して

いるものを修正し,新たな概念として学習する･また,概念形成(conceptfbrmation)は属性と属性値か

らの分類を行う.

l.2.5知能と身体

これまで,人工の知的システムを構築しようとする研究領域と,ロボテイクスの研究領域では,ロ

ボットが身体を持つという意味に対する意識が大きく異なった.当事別ま,人工知能や計算機科学の領

域では実環境で動作するロボットを単なるテストベッドとの見方が強かった.しかし,現実には様々

な問題が露呈されそれまでの知能と環境とが分けられたシステムの見直しが図らゎた.それにより,
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知能とは環境との相互作用の中で発現するのではないか,という期待が高まっている.一方で,ロボ

テイクスの領域では,ロボットが身体を持つことはあまりにも当たり前であり,そのことが逆に,身

体を持つことの意味について深く考えられなかった.しかし,振る舞い(行動)というものを考えると,

環境との相互作用を考えない振る舞いというものは存在しない.歩くと言う行為は,大地があり,摩

擦があるために存在することができる.そして行動主体,または観察者が,行為と環境との相互作用

によって生じる環境変化を認識することによって,初めて行為が意味を持つのである.

ロボットが身体を持ち,実環境下で行動することには次のような意味があると思われる.まず,人

工知能における記号接地問題[19】に対する一つの解答である.特に人工知能の分野では要素行動をシ

ンボルとして定義したために,その意味を獲得することができなかった.そのため,ロボットは,な

んらかの評価関数にしたがってプランニング･スケジューリングを行うのみであり,得られた行動･

振る舞いに対して,その意味を見出すことができなかった.しかし,ロボットが身体を持ち,搭載さ

れたセンサーによって環境を認識し,自身の行為と環境との相互作用から行為の意味を定義すること

によって,ロボットはある種の意味を獲得できるのではないかと考えられる.また,実環境下におい

て行動をすることで,ロボットは時間的･空間的な制約を強く受ける.コンピュータ内での理想環境

では,行動決定のための推論･意思決定のための時間は無限に存在するが,現実には状況に応じた即

応的な行動が求められる.ロボットの身体を強く意識することで,このような知見に基づいた研究が

進むことが期待される.更に,一般に実環境は時間と共に変化していく動的環境下であり,環境に合

わせて行動も経時的に発展し,ロボットと環境とが相互的に発展していくことを可能とする知能の実

現について研究が行われることが期待される.

このような身体と環境との相互作用の重要性に着目し,様々な視点から研究が行われており,認知

ロボテイクスとして注目されている[11][20】.現段階では,その定義･方法論は明確に確定していない

が,相互作用に基づく知覚情報の選択[21][22]･行動選択[23][24]･経時的発展をする環境[25]【26]など,

認知ロボテイクスを意識した研究が行われている.

1.2.6環境と認知

ロボットの身体に関して改めて深く認識されたのと同様に,認知に関しても改めて見直されつつあ

る_.これまでの認知の｢情報処理モデル｣では,人間は環境から刺激を入力し,それを中枢で加工す

ることによって意味のあるものにすると考えられてきた.そこでは,環境を形や位置などの抽象的な

概念で記述されてきた.しかし,我々が知覚しているのは変化と不変であり,環境に満ちているのは

｢持続と変化｣である.形の変化,物体の運動によって,｢変化｣の中に埋め込まれている｢不変｣を

我々は知覚している.

J.J.ギブソンによって提唱された生態学的認識論[27]では,情報は人間の内部にあるのではなく,環

境にあると考える.そして知覚とは情報を直接入手する活動であり,自身を包囲している環境の中か

ら情報を見つけることであるとする.また,環境は,認識されなければ意味を持たないものではなく,

それ自体で意味を持つ,持続と変化という情報の存在するところであるとしている.

アフォーダンス理論はこの見地に基づいた理論である.アフォーダンスは,環境が動物に提供する

｢価値｣であり,環境自身が備えているものである.ここで,アフォーダンスとは事物の物理的性質

ではなく,動物にとっての環境の性質である.また,環境の中に実在し,知覚者にとって価値のある

情報であり,知覚者の主観が構成するものではない.紙を例に取れば,薄い紙は破ることを｢アフォ

ード｣している.しかし,紙が厚く,小さな切れ端ならば,破ることを｢アフォード｣しない.つま

-11一



第1章序論

り,破れないと知覚されるであろう.しかし,運動選手や格闘家など,特別な筋力を待った人間では,

破れると知覚できるであろう,そのほかにも本などを包装することをアフォードでき,特に日本人は

折り紙ができることをアフォードできる.

このように,一つのものでも多くのアフォーダンスが発見でき,人によっても異なるアフォーダン

スが知覚される.また,知覚する動物の種類が異なれば,アフォーダンスは全く重ならない場合もあ

るであろう.

ここで注意をしなければならないのは,アフォーダンスは反射や反応を引き起こす刺激ではないと

いうことである.また,本来無意味な刺激が,条件反射などある過程を経て意味を獲得した記号でも

ない.あくまでアフォーダンスはそこに存在する情報であり,知覚者が獲得し,発見するものである.

加えて,アフォーダンスは知覚者が内的に持つ印象や知識のような主観的なものでもない.知覚者の

主観によって変化するのではなく,知覚者の主観や状態によって知覚者が発見するアフォーダンスが

異なるだけである.

このようなアフォーダンス理論は新しく提唱されたものではない.近年,再認識され,注目されて

いる理由は,ロボットの身体でも述べた環境との相互作用の重要性からであろう.単なる行為と環境

との相互作用だけでなく,知覚のあり方をも含めた相互作用を考えることによって,フレーム問題な

どの現在悩まされている数々の問題を解く鍵を見つけることができると期待されている.

1.3 ソフトコンピューティング

記号による機械学習の限界が徐々に示されるにつれ,人間の持つ柔軟で強力な学習能力との違いが

明らかになってきた.その人間のもつ学習能力を実現するために,認知心理学･発達心理学･生理学

的脳研究などがロボテイクスの分野で注目され､るようになり,人的な交流が芽生えた.そして,精神

的･生理学的側面の研究の知見が知能研究に用いられ その結果が他分野へフィードバックされると

いう領域を越えた研究がなされるようになった.

そのような背景のもと,ファジィ理論･ニューラルネットワーク･遺伝的アルゴt｣ズムなどの研究

が興り,その後,ファジィ理論の創始者であるロトフイ･ザデーによってソフトコンピューティング

という新しい情報処理の概念が提唱された.

本章ではまず,ソフトコンピューティングが何を目指し,従来の機械学習との相違点ついて述べる.

また,本論文と関係の深い手法について述べる.

1.3.1ハードコンピューティングからソフトコンピューティングヘ

従来の工学的手法は,ソフトコンピューティングに対してハードコンピューティングと呼ばれる.

その特徴は,対象とする問題を精密かつ正確に解析し,精密な情報のもとでの高精度なコンピューテ

ィングであった.しかし,現実問題への適用が試みられることによって,精密･高精度なコンピュー

ティングはあまりにもコストが高く,高度で緻密なシステムの設計は困難であることが認識されるよ

うになってきた.

それに対して人間は,適度な寛容を許容し,低精度でありながら実世界においては十分な希求水準

をもって問題解決にあたっている.そこで,不精密性と不確実性に対する許容を利用することで,扱

いやすさ(tractability)･頑健性(robustness)･低コスト(low solution cost)を実現する情報処理システムが

望まれるようになってきた.そのような背景のもと,人間の精神面的･生理学的側面の知見を生かし,
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その知的活動を実現しようとする研究が始まり,ソフトコンピューティングという新しいパラダイム

の発見がなされた.

ソフトコンピューティングの発展した理由の一つは,それをなんらかの方法論へ帰着させなかった

ことである.ソフトコンピューティングをなんらかの方法論の体系化によって実現を示すのではなく,

むしろ,基本思想を明確にし,ソフトコンピューティングが扱う問題領域を明確化することによって

研究の方向性を示した.進むべき方向性の明確化によって,その指導原理に順応する種々の方法論が

提案され ソフトコンピューティングは多くの方法論の共働体系として発展してきた･ソフトコンピ

ューティングを構成する主要な方法論としては,初期にはファジィ埋論･ニューロコンピューティン

グ･確率推論などがあり,その後,遺伝的アルゴリズム･学習理論の一部･カオスシステムなどが加

わってきている.更に,それら手法間においてオーバーラップする領域が広く存在しながら,競合的

というよりは補完的に働いている.このことは,種々の方法論を単独で用いるよりは,組み合わせて

用いることで有利になることが多いことを示している[28][29][30]･

ソフトコンピューティングには以下に示す3つの特質により特徴付けられる.まずは,大規模で複

雑な問題に対処するための大局性である.即ち,曖昧さを残しつつも多大な情報を的確に縮約し,概

括的に把握することによって,大局的な操作を施すという特質である.次に,実環境下でしばしば観

察される予測し難い時間的･空間的変化などに対処するための融通性である.従来の,問題を明示的

に把握した上で問題解決を行うのではなく,多大な情報に含まれる矛盾･異質性に対して寛容であり,

経験の蓄積や学習によって柔軟な対応を可能にする特質である.最後に,人間が行う情報処理の特質

である主観性の実現である.現実世界では,存在する情報の扱い方は一通りではなく,認知の仕方･

経験などの独自の情報をもとにした情報処理･機構に依存した行為(情報処理の結果)といった主観性

に満ちており,真に客観的な情報と言うものは存在し得ない.

これらの諸特質を有するソフトコンピューティングが,現実世界における複雑で多様な問題に対し

て有効に機能し,柔軟な知的システムの構築を実現するものと期待されている･

1.3.2ニューラルネットワーク

ニューラルネットワーク(NeuralNetwork,NN)は脳の情報処理の原理に基づいた情報処理システム

であり,その工学的産物を特に人工ニューラルネットワークと呼ぶこともある･モデル化の歴史は,

1943年にマカロックとビッツにより行われた神経細胞のモデル化が最初である(Fig.1.7(a))[31】･その

後,1949年にドナルド･ヘップによりシナプスの可塑性(SymaPSePlasticity)に関する学習則が提唱され

た.このモデルを用いて,1958年に心理学者フランク･ローゼンブラットがパーセプトロンを発表し

た.ルーセプトロンは神経回路網構造のパターン学習識別装置として提案され,機械の学習可能性を

示した.しかし,1969年にミンスキーとパパートによってパーセプトロンの限界が指摘され,ニュー

ラルネットワーク研究は下火になったが,一部の研究者による地道な研究は行われていた･甘利によ

る理論解軌 福島による生理学に基づく文字認識ニューラルネットワークであるネオコグニトロン

[32],中野による連想記憶モデルであるアソシアトロン[33],コホーネンによる自己組織化特徴マップ

[34】などは現在も高く評価されている･1980年代に入り,パーセプトロンで問題とされていた非線形

分離問題を解決し,より柔軟な学習を可能にするアルゴリズムである誤差逆伝播法(BackPropagation,

BP)がラメルハートによって再発見され(1967年に甘利によって提案),ホップフィールドによるホップ

フィールドネットワーク･ヒントンによるボルツマンマシンなどが相次いで発表され[35],再びニュ

ーラルネットワーク研究が盛んになった.
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(a)NeuronmodelofMcCulloch-Pitts

Fig.1.7:NeuralNetwork

(b)NetworkstruCture

ニューラルネットワークの特徴は,並列性･柔軟性にある.多数の神経素子をネットワーク状に結

合し,それぞれの神経素子を並列に動作させることによって並列性を実現している.そのため,個々

の神経素子が例え遅くても,全体として良いパフオーアンスを発揮する.また,与えられた問題が矛

盾を含んでいたとしても,可能な限り充足する解を見つけ出すという意味で柔軟性を持っている.

ニューラルネットワークにおける学習は,教師あり学習(supervisedleaming)と教師なし学習

(unsupervisedleaming)に大別される.教師有り学習は,機能学習の一種であり,訓練例が外部から与

えられる･一方,教師なし学習は訓練例が与えられず,入力の統計的性質などを抽出する.

1.3.3進化的計算手法

進化的計算手法(Evolutionary Computation,EC)は生物の進化過程を模倣した計算論的枠組みの総称

概念であり,ダーウィンの進化理論を模倣したものである.ダーウィンの進化理論では遺伝的異変と

交配によって環境にもっとも適した子孫が自然選択されて残ることを基礎としている.進化的計算手

法では,ある問題に対して解の候補を遺伝子としてコード化し,遺伝的操作(geneticoperation)を用い

ることで解を見つけ出す･現在では,遺伝的アルゴT)ズム(GeneticAlgorithm,GA)[36],遺伝的プログ

ラミング(GeneticProgramming,GP)[37],進化的戦略(EvolutionaryStrategy,ES),進化的プログラミング

(EvolutionaryProgramming,EP)などが,進化的計算手法として知られており,種々の問題に用いられて

いる[28].

それぞれの手法間では遺伝的操作･解候補である遺伝子型として固有の表現と方法を採用している

が,基本的なアルゴリズムは同一であり,次のような手順となる.

begin

initilization

repeat

geneticoperation

evaluation

untilterminalcondition=true

end
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解候補を表す遺伝子の表現方法としては,遺伝子型(genotype)と表現型bhenotype)が存在する.遺伝

子型は,遺伝学でいうところの遺伝子を表し,解を得るための変換(デコード)を必要とする.一方,

表現型は遺伝子自体が直接解を表している.また遺伝的操作としては,突然変異(mutation)･交叉

(crossover)･選択(selection)がある.突然変異とは遺伝子の一部が確率的に変化することで,局所近傍

解の探索に相当する.一方,交叉は複数の個体間で遺伝子の部分交換を行う操作で,一点交叉(one-pOint

crossover)を基本とし,2点･多点交叉(two-,multi-POintcrossover),セグメント交叉(segmentedcrossover),

一様交叉(uniformcrossover)などがある.突然変異･交叉によって新しい個体が生成されると,適応度

関数(蝕essfunction)と呼ばれる評価関数によって選択が行われる.選択により,評価の良い個体を次

世代の個体として残し,再び突然変異･交叉･選択を繰り返す.進化的計算手法は,希求水準を満た

す解が得られるまで遺伝的操作を繰り返すことで,問題に対する準最適解を求める手法である.

現在でも,個々の遺伝的操作に工夫が加えられ,進歩しているが,それぞれの手法において代表的

に用いられている遺伝子の表現法･遺伝的操作について述べる.GAで用いられる遺伝子は,バイナ

リコードと呼ばれる0と1からなる文字列が用いられており,表現方法としては遺伝子型になる.GA

における遺伝的操作では,突然変異としては部分文字列の反転,選択としてはルーレット方式(roulette

selection,PrObabilisticallyselectedbasedonBtness)が用いられる.交叉としては一点交叉の他に,様々な

交叉が提案されている.GPはGAの遺伝子を構造的な表現が扱えるように拡張し,プログラム生成や

学習･推論･概念形成などに応用することを目指している.GP において用いられる遺伝子は,グラ

フ構造,特に木構造である.またGPでは,逆位と呼ばれる突然変異も合わせて用いられる.一方,

ES,EPは遺伝子型として表現型を用いる.ESは遺伝子として整数を用い,交叉･突然変異の両方を

用い,EPは実数値を用い,交叉を使用しない.ES,EP共に突然変異は数値を放っていることから,

ガウシアンノイズ(GaussianNoise)が用いられる.特にESは独自の選択メカニズムを持ち,(LL+入)戦

略と(LL,入)戦略を採用している(Tablel.3).

他の探索アルゴリズムと比較して,交叉の持つ影響力は非常に強く,進化的計算手法における探索

の主推進力といえる(EPは除く).その動作原理を説明する理論の一つとしてスキーマ理論がある･ス

キーマ理論は,適応度の高い個体に共通するパターン(スキーマ,SCbema)に注目し,遺伝的操作によっ

て有効なスキーマが集団内に増殖するための条件について述べている.

Tablel.3:EvolutionaryComputation

Chromosome Mutation CrossoYer Selecdon

GA String StringlnVerSion ○ Rouletteselection

GP Tree Changesub-tree&inversion ○ Rouletteselection

ES Integer GaussianNoise ○ (LL+入)Strategy,(LL,人)Strategy

EP Realvalue GaussianNoise × Rouletteselection

1.3.4強化学習

強化学習(ReinfbrcementLeaming,RL)は,動物心理学や動物行動学の分野で用いられた用語である■

アメリカの心理学者であるスキナーは,人間をはじめとする動物の行動を説明するための基本原理と

して｢強化｣による行動原理を唱え,数々の動物実験を行った.

機械学習の分野では,一般に報酬(reward)あるいは罰(Punishment)からの行動の学習を指す[38]･また,

報酬と罰をまとめて,強化信号(reinfbrcementsignal)と呼ぶ.学習者は自らの行動を通して｢より多く
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Fig･1･8‥Theagent-enVironmentinteractioninreinfbrcementlearn1ng

の報酬を得る(なるべく罰を少なくする)ためには,どのような状況でどのような行動を取るのが適切

か｣を学習する.その特徴として,学習対象に対する明示的なモデルを持たずに学習することが可能

である.典型的な例としてはマルコフ決定問題の動的かつ適応的な解法とも考えられる.即ち,学習

者は状況認識･意思決定･行動を順に繰り返す.状況∫において行動〟を取った場合に,次に認識さ

れた状況が∫′であり,強化信号r(∫,α)が与えられたとする.これらのデータ∫,α,∫ノ,r(∫,α)をもと

に行動決定に関して学習を行う.例として,代表的な強化学習法の一つであるマルコフ決定過程下に

おけるQ学習(Q-Leaming)[39】による学習を説明する･

状態∫で行為｡を実行した時に状態∫Jに遷移する状態遷移確率をP(∫,〟,∫′)とすると,マルコフ決定

過程(MarkovDecisionProcess)では状態遷移率は現在の状態sのみに依存し(マルコフ性),時間的に変

動しない(定常性)などが仮定されている.各状態から行為を決定する機構を政策(policy)というが,マ

ルコフ過程のもとでは,政策花の時の各状態sは将来得られるであろう報酬を割り引いた割引期待報

r(∫,わ=r(∫,方(∫))･γ‡坤,方仙′y(∫′,方)
(1･1)

ここで,叫)は状態∫で政策花により選択される行為を意味する･またγは割引率と呼ばれ将来

の報酬をどの程度割り引いて評価するかを決める.各状態において,割引期待報酬yを最大にする政

策を最適政策(OPtimalpolicy)といい,この政策にしたがって行為を選択するとき･できるだけ少ない

コストで最大の報酬を得ることができる.

状態遷移確率･報酬･割引率が既知である場合,最適政策を妥当な計算量で求めるアルゴt｣ズムが

知られている.しかし,強化学習では状態遷移確率は未知であるとするために,割引期待報酬γは未

知である.この条件で最適政策を学習するのがq学習である.q学習では,割引期待報酬rの代わり

に,Q値(q-Value)と呼ばれる評価値を用いる･そして,様々な状態で実際に行為を実行して,その時

に得られる報酬を基に,Q値を更新していく.q値の更新則をEq.(1.2)に示す･

鉱α)←(トα払小α帖小γ讐X如′,α′)ノ(1･2)

ここで,αは学習率で0～1の値をとる.十分な試行回数によりq値が収束すると,各状態におい

てq値最大のルールを選択する政策が最適政策に一致することが知られている･

強化学習では行動と学習を同時に行うために,性能の向上(exploit)と冒険による新しい戦略獲得への

挑戦(explore)との間にジレンマが生じる･一般には,学習の初期段階では積極的に冒険をするべきで

あるが,満足のいく性能が出せるようになれば,あえて冒険をする必要はない･ある状況に対してQ

値を最大にするような行動を選択する戦略を｢食欲戦略(greedypolicy)｣と呼ぶ.一方,確率的に行動

を選択し,ある程度の冒険を行う方法も考えられている.
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1.4本研究の目的と概要

ロボテイクスにおいて,宇宙･原子力施設･深海などといった極限作業空間で,知能的に行動する

ロボットの研究が進められながら,人間と共存するための知能を待ったロボットヘ向けて研究が行わ

れている.そのための多種多様な手法が提案されながら,次世代のロボットにあるべき知能の実現は

困難である.次世代の知能に対して,重要な要素となるであろう｢身体性｣や｢アフォーダンス｣と

いった概念が登場しているが,基盤となる新しいパラダイムは.未だ模索中である.

本論文では,現段階で求められる知能を実現し,更に次世代において必要となる知能を実現するた

めのアーキテクチャを示す.ここで,1.2節でも述べたように,‖知能‖という機能は存在せず,様々な

機能が組み合わさり,相補的に用いられることで,‖知能的な振る舞い-▼が実現していると思われる.

知能を定義することが難しく,情報処理の結果としての振る舞いから判断することしかできない現状

では,観察者によって観測できる行為が非常に重要となる.そこで,行動学的見地から見た知能に重

点をおき,対象とする問題領域としてロボットの行動生成を選ぶ.そして,自律的に行動を生成する

プロセスを通して知能を考える.

その為に,まず現在求められている行動について考え,学習による行動間の協調動作･行動の再利

用性について考える.更に,ロボットが人間の生活空間内で用いられるようになるためには,人間に

よる教師によらず,必要なものを自己学習していく必要がある.その為には,ロボットの行動生成と

いう視点を発展させ,行動を生成するための評価基準を自己獲得する問題について考察をする.評価

基準の自己獲得･生成のためのアーキテクチャの提案をし,新しい知能への挑戦を試みる.

fburth-generation

third-generation

generationofevaluation

/､ゝ

motiondesignwithevaluationbyhumanbeing

realizingaexpansiononknowled2e

◇
motionfbraspecifictask

realizingaskillfu11motion

∠/へ＼ゝ

･taSkplannlng

一→ Onlycombinationofde丘nedsymbol

･tr叫eCtOryPlannlng

→ di氏cultyingeneratingcomplexmotion

traditionalmotionplannlng

Fig･1･9:FrommotionplannlngtOgenerationofevaluation
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1.5本論文の構成

第l章では,簡単なロボットの歴史を踏まえ,機械知能の現状とこれから求められている知能につ

いて考察を行い,本論文で使用するソフトコンピューティング技術について簡単に説明した.そして

本研究が対象とする研究領域との関連を明らかにし,研究目的について述べた.

第2章では,従来より行われてきた行動生成について述べ,問題領域の分類･提案された方法論に

ついて紹介する.そして,現在求められている行動として巧みな運動･行動の再利用について考察を

行う.

第3章では,巧みな運動の一つとして行動間の協調動作を考え,複数の行動のスケジューリングに

よる大域的な行動生成と協調動作による局所的な行動生成を同時に実現するシステムを提案する.ま

た,ニューラルネットワークと進化的プログラミングを用いたシステムの構築を行う.

第4章では,学習により獲得した行動を他のタスクに再利用するメカニズムについて考察を行う.

行動の再利用を実現するために,階層型知識表現を提案する.また,遺伝的プログラミングを用いた

システムの構築を行う.

第5章では,ロボットの行動生成という視点を発展させ,行動を生成するための評価基準を自己獲

得するためのモデルを提案する.まず,個体における評価発生のモデルについて述べ,群との関連に

ついて進化的見地から述べる.

第6章では,提案したモデルを用いて個体における評価発生のアルゴリズムを提案し,その有効性

を示す.

第7章において,本論文の結論および今後の課題を述べる.
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Fig･1･10=Organizationofthisdissertation
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第2章 ロボットにおける行動生成

ロボットの行動生成に関する研究は多く行われており,その方法論も数多く提案されている.また,

対象とする行動に応じて,ロボットの行動生成はいくつかの問題に分類することができる.そこで,

本章では,これまでに行われた研究の範囲を明確化することで,現在直面している問題について考察

する.

ロボットの行動生成に関する研究の範囲を明確化するために,まず対象とする問題の分類し,行わ

れた研究について述べる.次に,その方法論について分類を行い,現在求められている行動とはなに

か,について言及する.

2.1対象とする問題の分類

与えられるタスク･目的とする行動に応じて,行動生成(Motionplanning)は3つの問題に大別される･

Fig.2.1に示すように,行動計画問題(TaskPlanningProblem),軌道生成問題Crr年jectoryPlanningProblem),

経路計画問題(PathPlanningProblem)に分けられるが,その境界は必ずしも明確ではない･むしろ,研

究が進み,ロボットが複雑化･高機能化し,対象とする問題が複雑になった現在では,グレーゾーン

が大きくなっている.

De丘nedsymboIsas

movementsforfourdirections く=令

Trajectoryofjoints

韮
Trajectoryofpath

Well-Organizedpath

Fig.2.1:Motionplannlng

2.1.1行動計画問題

行動計画問題は,定義された行動のスケジューリングの問題に帰着する.定義された行動とは,ド

アを開ける･机の前まで移動する･コップを持つといったラベル付けされた一連の行動である(Fig.2.2).

この間題領域は,特に人工知能【40]の分野において盛んに研究が行われている･エキスパートシス

テムはこの分野で開発されたシステムであり,専門家の知識をデーベース化し,簡単に用いることが

可能である[41].それに伴って知識ベース(KnowledgeBase,KB)に関する研究も進んでいる[42]･しか
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し,知識の構築は大変難しく,矛盾のない統一的な知識の構築は困難であった.特に,知識の量が著

しく多くなり,多数の専門家による並列的な知識の構築が行われると,この間題が顕著化する.一方

で,初期のプランニング研究では,プランニングを論理的演算の形式として定式化し,汎用の定理証

明器によりプランを求めるとこが試みられた.しかし,現実的なサイズの問題を解くことは難しかっ

た.そこで,プランニング時に用いられるデータ構造を有効に活用する研究が行われている.データ

構造の有効活用により,初期のプランニング手法と比べて探索空間の縮小をすることができ,実行速

度が向上されている[43][44].実行速度の向上を考えると,探索空間の縮小の他に,プランニングと行

動を並列化することが考えられる.つまり,選択された行動を実行している最中に次の行動のプラン

ニングを行うことが考えられる[45】[46].

また,ソフトコンピューティングなどの手法を用いた行動生成も行われている.遺伝的プログラミ

ング(GeneticProgramming,GP)･強化学習(ReinforcementLearning,RL)の手法では,プランニング単位

である行動をシンボルとして定義する.遺伝的プログラミングを用いたサッカーロボットに関する研

究[47】や,強化学習によるスケジューリングの研究【48】【49]などが行われている.

行動計画として,プランニングとスケジューリングに関する研究について述べた.その境界線を明

確にすることは難しいが次のように考えられる.即ち,プランニングとは行動の選択に伴う行動系列

の生成を行い,そこには複雑な制約条件や最適化に関する推論は含まない.それに対して,スケジュ

ーリングは時間や資源に関する制約を考慮した最適解の探索は行うものの,アクションの選択はかな

り限定されているか,全く選択は行われない.現在では,プランニングとスケジューリングの統合に

関する研究なども行われている[17].

これまで述べた行動計画問題では,いくつかの問題点があることが知られている.よく知られてい

る問題として,記号接地問題(Symbolgroundingproblem)とフレーム問題がある.記号接地問題[1坤ま,

プランニング･スケジューリングの単位である行動を一連の行動として定義することから生じる.定

義された行動は,オペレ一夕にとって意味のあるものであり,行動主体のロボットはその意味を知る

ことはない.できることは,ルールに従って,定義された行動を組み合わせることだけである.その

為,プランニング結果に関する意味も行動主体は知ることができない.記号接地問題についての最初

の言及は,言葉を知らないコンピュータがルールに従って2国間の言葉の翻訳をする例で紹介された.

記号接地問題にも関連するが,フレーム問題[50][51]は,ある行為に関連することと,関連しないこと

を効率的に見分けるにはどうすればよいか,という問題である.限定された環境内で問題が考えられ

る場合には問題にならないが,現実世界においてロボットが行為を行う時,フレーム問題は致命的な

CombinethedennedsymbolintoglVentaSk

町
.鍔Move､､櫛′cav

Grasp

Move Grasp Carry

dcJα ｣cJβ dcJγ

Fig.2.2:TaskplannlngprOblem

-22一



2.1対象とする問題の分類

問題となる.これらの問題は,行為することの意味を環境から切り離し,行為と環境の接点を,事前

に設計された知識と論理で推論することから生じると思われる.近年では,アフォーダンス

[51】[21】[23]･身体性[22][10】[11]をキーワードに,これらの問題の解決が試みられている･

2.1.2軌道生成問題

軌道生成問題では,ロボットの各関節角･関節角速度･関節各課速度などをもとに行動を生成する･

全ての行動生成問題手は,最終的には各関節ベースの軌道で表される.しかし,軌道生成問題では各

関節における連続的な数値の生成を目的とするため,他の行動生成問題と比べて生成される行動の自

由度が高い.同時に探索空間は最も広く,複雑な機構をもつロボットの行動生成や,複雑なタスクの

実現は難しい.そのため,多くの研究では比較的簡単な機構のロボットヘ適用されている･

最も多いロボットヘの適用は,産業用ロボットに代表されるアーム形ロボットヘの適用である.ア

ーム形ロボットの行動は,初期にはロボットプログラミングなどで生成され,研究の主眼は制御に関

するものであった[52】.現在では,各種学習手法と組み合わせた軌道の生成が行われている[78][53]･

倒立振子モデルは,機構的に簡単でありながら非線形性が強く,学習手法の有効性を示す例題とし

て用いられる[54】.同様に機構的に簡単でありながら実現の難しいロボットとしてアンダーアクチュ

エーティツドシステムがある[55】.

機構的に複雑なロボットを用いた研究もいくつか行われている.特に工学的知見が医学･生理学へ

還元出来るという意味も含め,人型ロボットなどが用いられている.人型ロボットを軌道生成問題の

領域で扱う強い理由の一つは,身体が類似であるために,見真似学習が可能であると思われる【56]【57]･

完全に人型ではないが,人の一部分に関する研究も行われている[58]【59].

GeneratetrqectorybasedonthejolntSOfrobot

･讐叫0)叫1)-…一一郎)

Fig･2･3:Tr年】eCtOryPlannlngPrOblem

2.1.3経路計画問題

自律型ロボットが作業を前提に移動する場合,行動経路の計画が必要である.経路には,例えば配

管を移動する場合や障害物が存在する場所を衝突することなく短時間で移動する場合など,様々な状

況が考えられる.

この間題を解析的に解く手法は,グラフ探索法とポテンシャル法[60][61][62]に大別される･グラフ

探索法は,空間をいくつかの領域に分割してそれらの接続をグラフとして表現し最適な経路を導く方

法である.一方ポテンシャル法は障害物に反発力を与え,目標点に吸引力を与えてやり障害物回避を

行う方法である.しかしこの方法には目標点以外に反発力と吸引力を合成した力が0となる点(デッ
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第2章 ロボットにおける行動生成

ドロック)が発生する場合があり,目標点への収束が保証されないという欠点がある.

また,近年では学習手法と組み合わせた経路計画も行われており,ニューラルネットワーク･遺伝

的アルゴリズムなどを用いた研究が行われている[77][63][64】.

一般に経路計画問題は,スタート地点からゴール地点までの経路を求めるが,ゴール地点が決まっ

ていない場合もある･複数台のロボットを用いた共進化の研究では,捕食者(Predator)と被捕食者(Prey)

とに分かれ,捕食者は被捕食者を捕まえる行動を,被捕食者は捕食者から逃げる行動の獲得が行われ

ている[65].

基本的に,経路計画問題は,環境内でロボットがどのように行動するかを環境マップ上で決定する.

そのため,環境マップ上で表される経路と,ロボットの軌道が一対一で対応する機構をもつロボット

が対象となる.または,探索結果をそのまま使用するのではなく,探索結果からロボットの各関節角

ベースの軌道が決定され,ロボットの行動生成が行われる.

Generatepathftomstarttogoal

Fig･2.4:PathplannlngPrOblem

2.1.4問題の境界面

行動生成について,行動計画問題･軌道生成問題･経路計画問題と大別し,説明した.しかし,対

象とするロボット･目的とするタスクが複雑化している現在,それぞれの境界はあいまいになり,複

数の領域にまたがった研究が多くなっている.

その主な理由として,ロボット研究の進歩によって,コンピュータ内の理想環境から実環境での実

行が考えられるようになったことが挙げられる.実環境下での動作を考えたロボットの行動生成では,

最終的にロボットの各関節角･関節角速度･関節角加速度などをベースに行動の生成を行う必要があ

る･しかし,軌道生成問題において説明したように,探索空間が広大となり,複雑なタスクの実現は

大変困難である･そのため,行動計画問題･経路計画問題との連携が重要となってくる(Fig.2.5).

行動計画問題と軌道生成問題との連携では,行動計画問題において用いられるプランニング単位の

行動を,軌道ベースで定義することが考えられる.つまり,行動を単なるシンボルとして定義するの

ではなく,対象とするロボットの軌道の集合で定義する.このような定義は,強化学習による行動の

生成[66]やサブサンプションアーキテクチャ[67]【68]にみられる.また,行動を軌道ベースで定義する
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2.2行動生成における方法論

のではなく,下位で連続的な軌道ベースの行動を獲得し,上位で離散的な行動のプランニングを行う

階層型も提案されている[69].これらは,行動計画問題を中心に,軌道生成問題との融合であったが,

軌道生成問題を焦点にした研究も行われている.このような研究は,_目標タスクに対する軌道生成を

行った後,獲得した軌道をシンボル化し,タスクとして用いられる[70][71].

経路計画問題と軌道生成問題における境界のあいまいさは,行動計画問題と軌道生成問題との関係

のように融合ではない.これまでは,環境マップ上の経路の決定によって対象ロボットの軌道が一意

に決定されるという前提で,経路計画問題が行われていた.しかし,実環境でロボットを用いること

を考えると,経路計画後に軌道の決定を行うのは不自然である.そこで,目標とする環境マップ上の

経路を実現するロボットの軌道の生成が行われている[72】[22].このように領域の境界面は,手法の組

み合わせによってあいまいになったのではなく,対象とする問題が近くなったことに起因する.

行動計画問題と経路計画問題は,本質的に互いが深く関係しあっていることから境界のあいまいさ

が生まれる.移動ロボットにおける搬送タスクを考えると,移動･搬送という行動として行動計画に

おいて用いられ また,途中に荷の積み下ろしを含む経路計画問題としても捉えることが出来る.こ

れらを,より具体的に表す研究には次のようなものがある.[73】[74]では,GPによりパスプランニン

グを行っているが,ロボットの行える基本的な行動･得られる環境情報などをシンボルとして定義し,

目的とする経路を実現する行動ルールを獲得している.また,一意な経路の計画ではなく,結果的に

経路が計画される研究もある.[75]では,経路計画を通して,障害物回避などの環境に応じた行動を

学習し,それらを状況に応じて切り替えることにより目標位置まで到達する.行動計画ではないが,

人間との会話を元にした学習を想定し,シンボルによる命令から経路計画を行う研究も行われている

【74].

自律的に移動するロボットを考えると,行動計画問題･軌道生成問題･経路計画問題全てを含んだ

行勤生成が求められるであろう.与えられたタスクに対し,行動計画が行われ 必要に応じて経路計

画を行い,最終的に軌道生成によりロボットの行動が作られる.また,それぞれが必要な情報を受け

渡し,拘束を掛け合うことによって,より高いパフォーマンスを得られると思われる.

taskplannlng

De丘nedsymboIsasmovements

tr句eCtOryPlannlng

Trqiectoryofjoints

taskplannlng

De丘nedsymboIsas

movementsfbrfourdirections ぐ=〉

tr句eCtOryPlannlng

Movementrepresentedbytrqectory

pathplannlng

Tr毎ectoryofpath

Pathplanrung

Well-Organizedpath

Fig･2･5‥BordersofeachplannlngPrOblem

2.2行動生成における方法論

現在,行動生成における方法論は多数存在する.特に,ニューラルネットワーク･遺伝的アルゴリ

ズム･強化学習といった学習手法が提案され,用いられるようになり,学習が可能なアーキテクチャ
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第2章 ロボットにおける行動生成

が数多く提案されている.また,学習を用いなくても,置かれた環境に適応しながら行動生成を行う

アーキテクチャなども提案されている.

2.2.1学習型行動生成

ニューラルネットワーク･遺伝的アルゴリズム･強化学習など,種々の学習アルゴリズムが提案さ

れ,ロボットの行動生成に用いられている.

その基本構造は教師信号,評価関数または報酬により行動生成する意思決定部の学習を行う.学習

の完了後は,学習を行った意思決定部を用いて行動生成を行う(Fig.2.6).また,意思決定の獲得では

なく,モデルの獲得による未来予測も行われ,行動生成に用いられている(Fig.2.7)[76].

教師信号は,目標となる値を完全に与える学習であり,主にニューラルネットワークを用いた学習

である.初期には,ニューラルネットワークの学習能力に対する検証の意味も強く,簡単な機構をも

つロボットヘの適用が行われた[54][76].その後,応用範囲も広くなり,用いられ方も複雑になった.

例えば,複数のニューラルネットワークを用い,目標となる行動の生成が行われている.互いのニュ

ーラルネットワークは互いに拘束を掛け合いながら,異なるレベルのタスクを学習し[77],状況に応

じた専門的なタスクの学習を行い[75],全体として目的のタスクを遂行する.また,意思決定部の学

習と,未来予測の学習を行うニューラルネットワークに分け,互いに学習するシステムも考えられて

いる【78].

遺伝的アルゴリズムに代表される学習では,明確な目標値を用いない.代わりに適応度関数と呼ば

れる評価によって行動を評価し,遺伝的オペレ一夕によって解の探索を行う[36].基本的に,遺伝的

アルゴリズムなどは解候補を遺伝子の形で表すので,離散的な解集合を扱うことになる.そのため,

行動獲得では,探索単位となる行動は定義された行動であり,その組み合わせによって目的とするタ

スクの実現を示す.このような研究としては,GP を用いた行動獲得などがあり,得られる結果がそ

のまま目的とするタスクを表す[73][79].行動自体を獲得するのではなく,行動するためのルールを獲

得する研究もある.この場合,探索単位はルールとなり,得られる結果は目的とするタスクを表すル

ール群となる【64].また,[23]ではGAによるアフォーダンスの獲得が試みられている.

(a)Leamingprocess

(b)Generationofmotionafterlearning

Fig.2.6:MotionplannlngbylearnlngarChitecture
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2.2行動生成における方法論

適応度関数では,完全な目標値は与えられないが,代わりに適応度関数という形でタスク情報が与

えられる.強化学習では与えられる情報が更に少なく,行った行動に対する報酬･罰則を用いて学習

が行われる.強化学習においても,基本的には離散的な情報を扱う[80]【25]【81】.また,強化学習によ

り行動の学習を行うアプローチにおいて,単なる行動を獲得するだけでなく,タスクの要求度･緊急

度に応じた行動する研究[72]や,行動生成システムを階層型にし,上位で離散の,下位で連続の行動

生成を行う研究も行われている[69].また,強化学習によって行動を学習するのではなく,行動を生

成するルールを獲得する方法もある.[82】では,強化学習によってファジィコントローラの設計を行

っており,[56】では,アフォーダンスの抽出を行っている.

以上の他にもLWRアルゴリズム[53】を用いた行動生成や,情動モデルに基づく行動生成[83]などが

ある.

一般に,学習手法を組み合わせた行動生成では,学習を行わせるための人的･時間的コストが高い.

そのため,オフラインでの行動生成が主流である.オンラインで行動生成を行う場合でも,評価関数

の設定など,前段階の準備が必要な場合が多い.

(a)Leamingprocess

(b)Predictionafterlearning

Fig.2.7:PredictionbylearnlngSyStem

2.2.2モデルに基づく運動制御

モデルに基づく運動制御では,ロボットは行動を生成するためのモデルを持っており,それに基づ

いて行動生成を行う.

モデルとしてまず考えられるのは,対象ロボットを簡略化し,十分に解析が行われているモデルを

用いることである.このようなモデルとして,振り子を用いたものがある.振り子のモデルは,倒立

Fig.2.8:Generationofmotionwithmodel
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振子モデルと,吊り下げられた振り子モデルがある.倒立振子モデルは二足歩行ロボットによく用い

られる.二足歩行ロボットにおいて動的な歩行を実現することを考えると,進行方向に倒れこむ動作

によって中心の質量の位置エネルギーを有効に活用し,かつ,すばやい歩行動作が実現できる.そこ

で,倒立振子のモデルを用いて動的な歩行の実現が行われている[84].一方,ブラキエーション動作

は,枝から枝へとうんていを行い,移動を実現する動作であり,吊り下げられた振り子モデルで近似

される[85】.

一般的なモデルを用いる代わりに,対象とするロボットの動作を解析的に求める研究も行われてい

る.アンダーアクチュエーテッドなロボットでは,簡単な構造であってもその解析は難しく,望む動

作を生成することが大変難しい【55】.また,4足歩行などの歩容がよく知られたロボットでは,その歩

容をベースにエネルギーに関する最適化を行い,動的歩行を実現している[8町

目標の動作を生成するための解析ではなく,目標の動作に付随する動作に注目した解析も行われて

いる.[87][88】では,目標の動作を分割し,複数のモデルを用いることによって目標の動作の生成が行

われている.[89】では,ロボットの一部分について解析し,目的となる動作の安定性･可操作度を高

めることを目的とする.

これらは,特定のロボットにおける特定のタスクに注目し,モデル化･解析を行っているが,プラ

ットフォームとして行動生成を行うソフトウェアの開発が行われている.これは,知能ロボットにお

いて必要となる必要となる,視覚に基づく環境認識･形状と動力学モデルの情報からの動作計画･人

間との視覚･音声を通じた対話･動力学的に安定な歩行軌道生成などを実現するための統合的な知能

ソフトウェアについての研究である.

2.2.3生体の模倣

ロボットの行動を生成するにあたって,実世界で行動し,生息している生体の機構を模倣すること

は自然であろう.模倣をする際に,生物の行う行動を模倣するのではなく,行動を生み出す生物の機

構を模倣することによって身体的な機構によらない有効な行動生成手法を確立することが試みられる.

生物においては,行動を生み出す機構は脳であり,その中でも運動を司る小脳に焦点が当てられ,研

究が行われている.

運動を生み出す機構の,最も簡単なモデルは神経振動子である.神経振動子は緩和型発振器の一種

であり,順応(自己抑制･疲労)効果を持つニューロンを相互抑制的に対にした基本構造をもつ(Fig.2.9).

神経振動子は中枢パタン発生器(CPG)をモデル化したもので,神経生理学的な実体である.中枢パタ

ン発生器の引き込みの動特性に基づき,リズムを待った動作(歩く･走る･飛ぶ･泳ぐなど)を神経振

動子により実現することが考えられている[57][90].また,神経振動子の出力を関節トルクにとり,筋

骨格モデルと直接接続するとによって,路面変化や外力に対する適応性を得る研究も行われている

[91].

Fig.2.9:NeuraloscillatorasamodelofCPG
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2.2行動生成における方法論

一方,神経振動子を人間と同様の機構をもつロボットに適用することにより,ヒト脳の機能解明に

貢献することが考えられている.完全な人型ロボットヘの適用[92]に限らず,眼球動作などの一部へ

の適用[58]も行われている･

2.2.4その他

以上の分類の他に,現在考えられている主なアプローチについて述べる･

身振りによる教示

人間の行動の多くは,他者の行動を目で見て真似ることによって獲得している.そこで,目標タス

クなどの行動の獲得を,身振りによる教示で行う方法が提案されている[70][56].これはロボットが人

間と同型か人間の一部と同型である場合,有効である.一方,教示者が人間ではなく,学習等を行い,

行動を獲得した同型のロボットを教示者とする研究もある[71].

先に,人間は他者を真似て行動を獲得すると述べたが,正確には,他者の行動を真似ることによっ

て,その行動の意味･行動に対する評価を学ぶ.行動と言う結果を学ぶのではなく,教示される行動

の評価獲得に関する研究が行われている[5列.

複数台による協調動作の獲得

行動を獲得するロボットが,単体から複数台に増えることによって,ロボット間の相互作用などの

影響が生まれる.

初期の複数台による行動の獲得は,捕食者と被捕食者との共進化がある[65]･互いに敵対し合うこ

とで,片方のロボットの進化が他方のロボットの進化を引き起こし,複雑な行動を生成する･

これに対して,協力し合い,役割分担を学習することによって全体として協調動作を発現すること

が考えられる.ロボカップ【1]はロボットによるサッカー大会であり,協調動作のテストベッドとして

非常に有効に機能している.サッカーを行うロボットにおいては,パスをするロボットと,シュート

をするロボットに分かれ それぞれの役割を学習することが行われている【66]【47]･

複数台による協調動作の利点としては,単体では達成できないタスクが複数台の協調により実現で

きる点である.例えば,物体の搬送を考えると,一台では運搬不可能な物体であっても,複数台が協

調し,一つの物体を運搬することが考えられる【93].

行動に基づくロボテイクス

プランニングを行うための機能の分割という従来の構造では,直列に接続された機能の一部のボト

ルネックが全体のパフォーマンスに強く影響する(Fig.2.10).それに対して,Brooksによって行動に基

づくロボテイクスが提案された[68].行動に基づくロボテイクスでは行動について分割を行い,行動

の階層化を行う(Fig.2.11).環境との相互作用の仕方としては,要素行動として環境に対する反射行動

を定義することによって実現する.初期においては,個々の要素行動はオペレ一夕によって記述され

たが,後に学習手法と組み合わせたアーキテクチャも考えられた[94】.しかし,学習を行わせる場合

でも,要素行動の目標行動はオペレ一夕により定義され,学習時に評価として与えられる･更に,実

環境下によく適応し,行動することが可能であるが,ロボットに与えられたタスクを実行するために

適した行動が必ずしも行えなかった.
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階層的知的制御システム

ロボットにおける軌道生成問題においては,ニューラルネットワークの学習等に代表される数値処

理による適応制御が行われている.しかし,一方でAI研究による知見から知識ベースの有効性が示

されている.しかし,一般には情報の数値処理と記号処理を包括的に扱うことは難しく,数値処理_

記号処理間の相互関係を構築することが出来なかった.

柴田らは,この点に着目し,シンボリック制御によって制御戦略を立て,ニューラルネットワーク

による適応制御によって環境に対する適応を行う階層的知的制御システムを提案した[118](Fig.2.12).

階層的知的制御システムによって,数値的な実世界とAIにおけるシンボルの世界とを包括的に扱う

アーキテクチャの実現が行われている.
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Fig.2.12:HierarchicalIntelligentControISystem
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2.2行動生成における方法論

AdaptiveCritic

プラントの制御などを学習により実現する時,対象の詳細な特性等が必要となり,学習を行うため

に有効な教師信号の作成が必要となる.そこで,そのような制御コントローラを作成するために必要

となる対象のダイナミクスを最小とし,より少ない情報量で学習が行えるコントローラ作成の為に,

パフォーマンスを上げるためにどのような教師信号が必要となるのかを自身が発見するアーキテクチ

ャが提案された[119].

このアーキテクチャでは,制御入力を決定するActionModuleと,ActionModuleに対する教師信号

を生成するCriticM｡duleとからなる.近年では,それぞれにニューラルネットワークを用いて教師信

号を生成する研究が多く行われている[120]【121】.
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Fig･2･13:AdaptlVeCriticArchitecture

知覚一行為循環モデル

アフォーダンスの概念[51】[95]を用いたロボットに関する考察から,行動主体と環境との相互関係の

重要が説かれ,いかに行動主体が環境内に存在する情報を知覚するか,について議論されている･こ

のような概念に基づいて,知覚に基づくロボテイクスの概念が提案されている.この概念は,古典的

な人工知能のように世界モデルを構築するのではなく,知覚システムと行為システムが互いに制約を

掛け合いながら,知覚システムは次の近くのための準備を行い,行為システムは制約された状態で次

の行為を決定する.久保田らは,ニューラルネットワークを用い,知覚一行為循環に基づくロボットの

実現を行っている[75].

Seれ50ry

Inputs

Fig･2･14:PerceptlOn-basedrobotics
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第2章 ロボットにおける行動生成

2.3 これから求められる行動

前節までに述べたように,ロボットの行動の生成について数多く議論されている.あるロボットに

おいて,与えられたタスクを遂行する行動の生成については十分に研究が行われており,その方法論

も多数存在する.これらを踏まえて!どのような行動が行えるロボットが求められているのかについ

て考察を行う.

実環境下において行動を行うロボット

技術の進歩によって,ロボットは機械的な身体を持つことが可能になり,コンピュータ内の理想環

境から実環境への適用が考えられるようになった.当初は簡単に用いられるようになると思われたが,

理想環境と実環境では大きなギャップが存在し,未だに実環境下において行動するロボットは多くな

い.ロボットを実環境下において用いるとき,次のような難しさが考えられる.

･外乱の多さ

･動的環境による予測不可能性

･即応性の必要

実環境は外乱に満ちている.同時に,環境を認識するためのセンサーも外乱に満ちている.ロボッ

トはノイズに満ちた環境をノイズに満ちたセンサーで認識し,外界を認識しなければならない.理想

状態に置かれたロボットでは,このような外乱を考慮する必要がなかった.しかし,安定しない情報

を,いかに扱うか,という問題は難しい.

また,実環境は,一般に動的環境である.行動の設計時･学習などによる獲得時にはロボットが置

かれる環境を予測することが不可能である.ロボットを用いる環境を限られた空間に限定し,オペレ

一夕によって環境を整え,環境の予測不可能性を減らすことはできる.しかし,ロボットが人間の生

活空間内で用いられると,絶えず動き回る人間･変化しつづける生活空間など,環境を事前に予測す

ることはできない.

特に重要となるのが即応性である.コンピュータ内では,ロボットが行動する環境の時間は伸縮が

可能であり,一定ではない.しかし,実環境では時間は一定の流れを持ち,環境認識･意思決定･行

為といったロボットの処理を待つことはない.そのため,迫って来る障害物の回避行動などは,限ら

れた時間の中で必ずなんらかの処理を行い,行為を行えなければならない.その迫って来る障害物が,

人間などであれば,その重要性は更に増すであろう.

巧みな運動

ロボットの行動生成について研究が進み,希求水準を満たす行動をつくることが可能になった現在,

よりよい行動･よりよい運動として巧みな運動の実現が試みられている.そして,人間の"巧み"をロ

ボットによって実現することが期待されている.

それでは,巧みな運動とは何であろう?人間に鑑みると,人間の行う行動は全て巧みな運動にも見

える.人間は学習によって行動を獲得し,より洗練された行動へと発展させる.自転車に乗る･楽器

を弾く･料理をする･スポーツをする･模型を作る等,色々あるが,失敗を繰り返し,上達していく.

それでは,学習を行い,上達をすれば,巧みな運動となるのであろうか?誰でも上達はするが,程度

の違いはあり,相対的には上達したけれど,という結果もある.料理が出来なかった人が,練習し,

料理が出来るようになっても,(一部の特定の人以外は)おいしいとは感じないかもしれない.では,
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2.3 これから求められる行動

行動の結果として,巧みであるか,判断されるのであろうか?確かに,有効な判断基準ではある･お

いしい料理を作り,感動する音楽を奏で,すばらしい絵を描くことが,巧みな運動であるかもしれな

い.しかし,判断は行動を認知する主体に依存してしまう.巧みな運動とはなにか,を考えると,や

はり行動主体の運動について考える必要がある.

そこで,多くの人が(行動の結果を)高く評価している人間の運動を観察すると,体の隅々まで意識

し,有効に活用することによって,行動の完成度を高めている･ピアノを弾くには手があれば十分で

あるが,上半身を能動的に使用することで音の強弱の幅が広がり,走る･飛ぶといった行動は,腕の

振りを用いることで,より早く走れ また,より遠く飛ぶことができる･

そこで,全身を有効に用い,可能な限り目的に対する完成度を高めた運動を巧みな運動･巧みな行

動として定義する.しかし,その実現の難しさは,目的とする巧みな運動が複雑となることからくる

のではなく,巧みな運動を獲得するための評価設計の難しさにある.学習による行動生成においては,

ロボットの全身を有効に用いた巧みな運動を実現するための評価の設計は非常に困難である･仮に実

現したとしても,対象とするロボット･タスクに非常に特化した行動となる･

第3章では,ロボットの全身を用いる代わりに,知識として持つ行動を有効に活用し,行動間の協

調作業によって擬似的な巧み動作の実現を試みる.

行動の再利用性

現在行われているロボットの行動生成は,特定の目標･タスクに対して,いかに自動的に行動を生

成するか,という点に着目し,研究が行われている.しかし,学習などにより獲得した行動を知識と

して保存し,他のタスクに対する行動生成において用いることは大変難しく,これまで行われていな

かった.そのため,与えられたタスクが過去に獲得した行動と関連が深くても,異なるタスクが与え

られると再プランニングが必要であった.

しかし,ロボットの利用範囲が広がると,知識の獲得一再利用は非常に重要となってくる･なぜなら,

実環境においては明確な仕事のみを行えばよいわけではない.人間にとっては常識であり,意識され

ない行動は膨大にあり,環境によって変化する.その一つ一つを教示することは非現実的であり,ロ

ボットが自律的に学習し,獲得した知識･行動を他のシーンにおいて用いるメカニズムは不可欠であ

る.また,明示的な仕事であっても複雑な仕事を行うためにはある程度の知識が必要となる･そのた

め,知識の獲得一再利用性のメカニズムが存在しない場合,事前に与えられる仕事の想定を行い,必要

な知識を定義する必要が生じる.

第4章では,この点に着目し,行動の獲得一再利用について考察を行う･

Fig･2･15:Inorderofconsideration
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第2章 ロボットにおける行動生成

2.4 まとめ

本章において,これまで行われてきたロボットの行動生成について述べ,その間題点などを挙げた.

まず,行動生成の問題領域について大別し,各々の問題について言及した.また,行動生成の方法論

についても言及した.そして,これまでに行われた行動生成を踏まえ,現在求められているこうどう

について考察を行った.

本章で行った考察をもとに,次章以降において協調動作実験･獲得行動の再利用について考察を行

う.
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第3章進化的計算手法による協調動作の発現

与えられたタスクに対して行動を生成する問題は,タスクプランニング問題･軌道生成問題として

知られている.タスクプランニング問題[17][43]では,初期知識として,対象とするロボットの基本的

な行動が定義される.定義された行動のスケジューリングにより,与えられたタスクの実現を試みる･

そのため,定義された行動の組み合わせでは実現できないタスクに対しては適用できなかった･また,

一度に一行動が基本であるため,腕と脚といった複数の部位による協調動作の実現は難しい･しかし,

マニピュレータを搭載した移動ロボットにおいては,脚部によるロボットの姿勢制御によるマニピュ

レータの動作範囲の拡張,操作性の向上など,複数の部位による協調動作は非常に有用である【96][97]･

一方,軌道生成問題において行動計画を行う単位は,ロボットの関節角･関節角速度･関節角加速

度などである[98][9外そのため,ロボットの動作可能範囲内であれば,どのような行動も生成するこ

とが出来る.その反面,行動を生成するための探索空間が広く,タスクプランニング問題で扱われる

タスクに比べて複雑なタスクヘの適用は難しい.

本章ではタスクプランニング問題と軌道生成問題を包括的に扱えるアーキテクチャについて考察を

行う(Fig.3･1)･そのために,タスクプランニング問題で扱う行動単位について拡張を行う･一意に定

義された行動を拡張し,パラメータ化された行動を提案し,他の行動や環境に合わせて行動の具体化

を行う.提案する行動を用いて行動計画を行うシステムの構築を行い,基本的な行動のスケジューリ

ングに加え,複数の行動による協調動作について考える･

Fig･3･1:Plannlngbasedontask-basedandtrqectory-based

3.1NNとEPを用いたタスクプランニングシステム

3.1.1基本概念

本章において提案するシステムの概念図をFig･3･2に示す･システムは3つの部分からなり,それぞ

れ行動群(actions),行動計画部(taskplanner),評価･学習部(evaluator)に分けられる･まず,本章にお

いて用いる用語の定義を行う.
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第3章進化的計算手法による協調動作の発現

Fig･3･2:OutlineoftaskplannlngSyStem

･基本動作(Primitivemotion):オペレ一夕によって定義されるロボットの基本動作.入力(行動指

令)の意図に沿った動作を出力する.

･基本行動brimitivebehavior):類似の動作をパラメータ化する事により得られる行動.入力(行動

指令)に応じた動作を行うように,下層の基本･獲得行動へ行動指令を出力する.

･獲得行動(acquiredbehavior):学習などによって獲得された基本行動

･行動指令(actionorder):ロボットの動作を生成するために,基本行動や獲得行動のパラメータ化

された各項目に対して与えられる正規化した値.

･行動群(actions):基本行動と獲得行軌及び行動指令の受け渡しによって表される基本行動と獲

得行動のネットワーク.

･行動計画部(taskplanner):行動群に対して与えられたタスクを遂行するように行動指令の生成を

行う.

･評価･学習部(evaluator):与えられたタスクに対して生成されたロボットの動作を評価し,行動

計画部の学習を行う.

タスクが与えられると行動計画部において行動群への行動指令が生成される.行動指令を受け取っ

た基本･獲得行動は,他の基本･獲得行動への行動指令を出力し,最終的に基本動作へ行動指令が渡

される.ロボットの実際の動作は,行動指令を受け取った基本動作により生成される.ロボットの動

作により生じた環境変化から,評価部において行動計画の評価･学習を行う.

3.l.2行動群と行動指令

行動群は基本動作と基本行動,および,獲得行動により構成される.行動群における個々の要素は

様々な項目についてパラメータ化が行われる.例えば,歩行行動では歩幅･歩行速度･使用するエネ
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3.1NNとEPを用いたタスクプランニングシステム

ルギーなどの項目についてパラメータ化が行われる.

行動指令は,パラメータ化された項目に対する入力として定義される.他の行動･環!引こ合わせて

行動指令が与えられることにより,具体的な行動を生成する.先の例を用いると,パラメータ化され

た歩行行動に対して,他の行動･環境から,実際の歩幅･歩行速度･使用するエネルギーなどが行動

指令として与えられることにより,具体的な歩行行動の生成を考える.

基本動作では,提案するシステムと対象とするロボットとの間のインターフェースの役割を果たす.

入力として行動指令を受け取ると,ロボットの目標動作を出力し,アクチュエータを用いて行動を実

現する.本章では,基本動作をアクチュエータとl対1に対応するように定義する.

基本行動はオペレ一夕により定義された行動であり,獲得行動は学習などによりシステムが獲得し

た行動である.基本･獲得行動は,他の基本動作･基本行動･獲得行動の組み合わせからなり,人間

の知識を有効利用し,また,与えられたタスクを学習することにより知識として蓄えることを目的と

する(Fig.3.3).その入力として行動指令を受け取り,他の基本動作･基本行動･獲得行動へ行動指令

を出力する.

この様に,行動群は多数の基本動作･基本行動･獲得行動をノードとし,行動指令により結合され

クr加血e椚0血〃:ム

q∽=ム(p桝)
qM:目標動作

p川:基本動作への行動指令

〆桝肋e∂e毎vわr:ム

すタ=ん(♪ク)
¢ク:他基本･獲得行動への行動指令

pク:行動指令

d叩〟fre銅e力αVわr:エ

弘=ム(A)
弘:他基本･獲得行動への行動指令

員:行動指令

Fig･3･3:Expansiononprlmitiveandacqulredbehavior

-37一

(3.1)

(3.2)

(3.3)



第3章進化的計算手法による協調動作の発現

たネットワークを形成する･ここで,基本動作を,行動指令から動作を生成する関数と捉えるとEq.(3.1)

のように表される.同様に基本･獲得行動を行動指令から構成要素に対する行動指令を生成する関数

と捉えると,Eq.(3.2),Eq(3.3)と表せる.

3.1.3行動計画部

与えられたタスクに対するロボットの行動計画は,Fig.3.2に示す行動計画部において行われる.行

動計画部は,得られたタスク情報に応じて,行動群へ行動指令を出力する.この行動計画部に学習機

構を有する手法を採用することによって,ロボットの行動計画の自動化を行う.ここで,行動計画部

を,タスク情報から行動群に対する行動指令を生成する関数と捉え,Eq.(3.4)と表す.

タロ∫友〆α朋er:差

曾∫=〟ふ)
す∫:行動群への行動指令

♪∫:タスク情報･環境情報

(3,4)

本章では,Eq.(3.4)を実現する行動計画部としてリカレントニューラルネットワーク(Recurrent

NeuralNetwork,RNN)を用いる.リカレントニューラルネットワークには,汎化能力･問題に対する柔

軟性･行動ルールの学習など,多くの機能が実現できることが知られている[31][100][101].この汎化

能力により,類似のタスクを学習することで,タスク情報に関してEq.(3.4)を一般化する.更に,拘

束条件に矛盾が存在しても,可能な限り制約を充足する解を見つけるという意味で問題に対して柔軟

であり,矛盾の存在する現実問題において重要である.本章で用いるリカレントネットワークの入出

力構造をFig.3.4に示す.

1nput

OutPut

Fig.3.4:Structureonrecurrentneuralnetwork

タスク情報を行動計画部への行動指令とみなすと,Eq.(3.4)で表される行動計画部は基本･獲得行動

と同様の構造とみなすことができる.これより,行動計画部を表す入出力関数を獲得は,学習したタ

スクを表す獲得行動として知識の還元,再利用を行えることが期待される.

3.1.4評価･学習部

行動計画部であるリカレントニューラルネットワークの評価･学習部として進化的プログラミング

(Evolutionaryprogramming,EP)を用いる.進化的プログラミングの特徴として,実数を扱うことができ,

交叉を使用しないことが挙げられ[102][103],次の点でリカレントニューラルネットワークに適してい

る:1)リカレントニューラルネットワークの構造は,結合強度の集合で表され,実数値の行列で表され

-38-



3.1NNとEPを用いたタスクプランニングシステム

る.2)この行列内における個々の要素の位置には重要な意味はなく,リカレントニューラルネットワ

ークにおいて同一の入出力関係を表すのにこの行列は一意に決定されない･つまり,リカレントニュ

ーラルネットワークを表す個体にスキーマがみられず,学習法として個体間におけるスキーマの交換

を行う交叉は不用である.行動計画部にリカレントニューラルネットワークを,評価･学習部に進化

的プログラミングを用いたシステム構成図をFig.3.5に,行動生成におけるフローチャートをFig･3･6

に示す.

リカレントニューラルネットワークの進化的プログラミングによる学習は,生成された動作を評価

することにより行われる.提案するシステムにタスクが与えられると,リカレントニューラルネット

Environmentinformation

Fig･3･5:TaskplannlngSyStemwithRecurrentNeuralNetworkandEvolutionaryProgramming

Fig･3･6‥FlowchartoftaskplannlngSyStem
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ワークにより行動群への行動指令の生成が行われる.生成された行動指令が基本･獲得行動に与えら

れ 各基本･獲得行動は他の基本動作･基本行動･獲得行動への行動指令を出力する.最終的に,基

本動作においてロボットの動作が決定される.ロボットの動作によりタスク情報が変化し,行動計画

部において次の瞬間における動作が生成される.タスクが行われたか,失敗条件により行動が中断さ

れた後,それまでの行動の評価を適応度とし,進化的プログラミングを用いて学習を行う.ここで,

リカレントニューラルネットワークは行列であらわされ 進化的プログラミングで用いられる遺伝子

は列ベクトルで表されるため,行動生成時･学習時,それぞれにおいて行列と列ベクトルの変換を行

う.

3.2六脚歩行移動型ロボットへの適用

前節において提案したタスクプランニングシステムを六脚歩行移動型ロボットヘ適用する.本節で

は,まず六脚歩行移動型ロボットの機構の説明を行い,シミュレーションで用いる座標系の設定を行

う.次iこ,提案するシステムを六脚歩行移動型ロボットへ適用するために,タスクプランニングシス

テムと六脚歩行移動型ロボットのインターフェースとなる基本動作の設計について説明を行い,本章

で設計した基本行動について説明を行う.

3.2.1六脚歩行移動型ロボット

これまでに[104][91][86][錮]といった脚式ロボットが提案されている.脚式ロボットにおける種々

の難しさに注目し,歩容時の安定制御･適応的動歩行の生成などの研究が行われている.本研究にお

いては,扱いやすさ･高い安定性から,六脚歩行移動型ロボットを用いる[96][97][105][106].六脚歩

行移動型ロボットは,移動機構として六脚歩行機構を有し,その上面にターンテーブル付4自由度マ

ニピュレータをもつ.

六脚移動機構

Fig.3.7に示す六脚移動機構は△形とY形をした2つのフレームからなる.各フレームは3本の伸縮

する脚を持ち,計6本の脚を持つ.またボールねじにより,2つのフレームをスライドすることが可

能であり,任意の方向と位置に移動することができるパラレルリンク機構(SLIM=Sliding Mobile

Mechanism)を持つ.これにより,片方のフレームにある3本の脚を遊脚,他方を接地脚としてフレー

ムを交互に相対移動させて静歩行を行うことができ,常に3本の脚で体を支えることができ,安定し

た移動を行うことができる

次に六脚移動機構の状態を扱主星めに座標系を設定する(Fig.3.8).原点を△型フレームの上面の中

∑心として,フレーム固定座標系
rを設定する.また△形フレームの座標系を基準としたY形フレ

-ムの中心Cの平行移動量(Ⅹ,y)と回転角∂とする.

マニピュレータ

マニピュレータの座標設定をFig.3.9に示す.マニピュレータは,ターンテーブルの回転軸が ∑.
座標系のZ軸(ろノ′)と一致する形で△フレーム上面に固定されている,ここでtターンテーブルの向

いた方向にX軸を持ち,Z軸がZrと一致するようにマニピュレータ座標系 ∑〟をとる.マニピュ

レ一夕の動きは,ターンテーブルによって回転した△フレーム上面に垂直な面内(ズ〟-Z⊥け面)のみに
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3.2六脚歩行移動型ロボットへの適用

限られ,いわばマニピュレータ機構部は,垂直多関節型の構造となっている･また,マニピュレータ

の第3関節上にハンド座標系 〃を設定する･

Fig.3.1｡に示すように,基準座標系を設定する.基準となる直交座標系を∑｡とし,その原点をOu,
直交する3軸をガu,㌦,Zuとする･

Fig･3･7:MechanismofOmni-directionalwalkingrobot

〔･

Fig･3･8:CoordinatesystemofOmni-directionalwalkingrobot

Fig･3･9:CoordinatesystemofmanlPulatorfunction
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Fig.3.10:Totalcoordinatesystem

3.2.2基本動作の構築

基本動作は,提案するシステムと適用する対象の六脚歩行移動型ロボットとのインターフェースの

役割を果たす.

まず,本システムを適用する対象であるロボットに合わせて,基本動作の定義を行う.ここで,本

システムの内部に知識として貯えられる基本･獲得行動は最終的にはこの基本動作において各関節角

の軌道となる.ここでは基本動作に関する行動指令としてそれぞれの関節角速度を正規化したものを

用い,それに対する動作として目標関節角速度を生成し,六脚歩行移動型ロボットに与えられるもの

とする.Table3.1に定義した六脚歩行移動型ロボットの基本動作の名称と行動指令および生成する動

作を示す.

Table3.1:Primitivemotion

Name Input(Actionorder) Output

ManipulatorJOintO Normalizedq) 吼

ManipulatorJOintl Normalizedq q
ManipulatorJOint2 Nomalizedβっ β2

ManipulatorJOint3 Nomalizedq q

Parallellinkl Nomalized 丈 ズ

Parallellink2 Nomalizedメ･ タ

Para11ellink3 Norrnalized e ∂

Leglof△一丘ame Normalizedl^. /人1

Leg20r△一打aⅦe Nomalized/人2 /人2

Leg30f△一frame Nomalized/人3 /∧3

LeglofY-frame NomalizedJyI /yl

Leg20fY-frame Nomalized/ァ2 Jy2

Leg30fY一丘ame Normalizedlr3 /ァ3

3.2.3基本行動の構築

基本行動は基本動作･基本行動･獲得行動の組み合わせによって定義され 人間の知識や有用な動

作を知識として貯えることを可能にする.行動群の設計では,行動を一意に定義するのではなく,行

動をパラメータ化することにより,類似な動作や状況に応じた動作を可能とする.基本行動は,基本
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動作と異なり,行動のパラメータである行動指令が与えられると,パラメータに沿った動作を実現す

るよう構成要素となる基本動作･基本行動･獲得行動への行動指令を生成する･そのため,基本行動

の設計においては,入力となる行動指令と構成要素に対する出力の決定を行う･

本章では,大別して歩行動作とマニピュレーション作業の設計について説明を行う･

歩行動作

歩行動作は脚式移動機構の基本的な行動である.その歩容は脚式機構に依存し,歩行速度に応じて

も歩容形態が変わる場合がある.六脚移動機構の歩容はFig.3.11に示すように2つのフレームの相対

移動と各フレームの脚の伸縮により実現される.また歩容としては,直線歩行とその場での方向転換

である旋回歩行とが考えられるが本章では直線歩行についてのみ考える･

直線歩行では,定常状態での移動速度は相対移動量(歩幅)∫とその遊脚相にある時間r′に依存する･

六脚移動機構では,フレーム毎にデューティ比(β)が一定であり0.5である.とれより歩行移動速度

㌔axは次式で表されるt

㌔以=((トβ)/β)∫/r′=∫/r′ (3･5)

この直線歩行を実現するために,まず上下移動と水平移動について基本行動を生成する･上下移動

には重心の移動速度を正規化したものを,水平移動には重心の移動速度と歩幅をそれぞれ正規化した

ものを行動指令とする.また,上下移動は,△フレームに関する上下移動･Yフレームに関する上下

移動とある.以下では△フレームとして説明を行うが,Yフレームについても同様である･

上下移動に関する基本行動を,脚の伸縮の速度が全て等しく,行動指令である重心の速度に一致す

ると定義する.この基本行動に与えられる行動指令を重心の移動速度gノとすると対応する基本動作へ

の行動指令を次のように定義する.

Legiof△-frame=gl(i=1,2,3) (3･6)

水平移動に関する基本行動では,水平移動速度を行動指令g2とする.目標方向は環境情報として得

1 2 3

(a)Walkingpattem

′

(b)Processofwalk

Fig･3･11:Straight-1inewalk

-43-



第3章進化的計算手法による協調動作の発現

られるとすると,g2のx成分仁,y成分り′が得られる･これより1水平移動に関する基本行動を次の
ように定義する.

Parallellinkl=Vr (3.7)

Parallellink2=㌦ (3･8)

この上下移動及び水平移動の基本行動を用いて歩行に関する基本行動を定義する.歩行に関する行

動指令は,歩幅を正規化したカノを用いる(Fig.3.12).歩行手順はFig.3.11(b)に示すように上下移動と水

平移動の繰り返しによって実現される.上下移動に対する行動指令は,伸張時はEq.(3.9)に示すよう

に,縮小時はEq.(3.10)に示すように一定時間tの間,一定量Cが与えられる.

△(Y)Verticalmovement=C

△(Y)Verticalmovement=-C

C:一定

また,水平移動に対する行動指令は時間川)の間,一定量C,が与えられる
Horizontalmovement=C'

C,:一定

ここで,′(力Ⅰ)は,歩幅に応じて決定される時間であり,Eq.(3.12)と表される.

′(力1)=力1/C

羊

Fig.3.12:Stepoflocomotionfunction

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

マニピュレーション作業

マニピュレータの手先効果器を目標位置に移動させる行動を基本行動として設計を行う.行動指令

として,マニピュレーションの手先効果器の速度を正規化したわを用いる.

各関節の出しうる最大速度を亘fmax,手先効果器の希望最大速度をも血として正規化を行ったものを

ら,rieと定義する･
｢■■■｣<･吼↑酌ト‥悼い

ニ(･q

｢

吼=亘ノ々imax

た=L打た1,rた2,rた3｣rた∫=rたノrなm鉱
ここで対角行列成分をdiagと表し,正規化行列Tv,Tqを次のように設定する･

T.′=品瑠

T′=(//哩

1 1 1

F 】F !r

㌔1max ㌔ヱl皿X ㌔3m弘

1 1

ヴ1m｡X ヴ2m｡ズ 吼om｡Ⅹ
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3.2六脚歩行移動型ロボットヘの適用

Taskinformation

Fig･3･13:StruCtureOfactions

Table3.2:PrimitiveBehavior

Name Input(actionorder) Output

△ Verticalmovement Verticalspeedof△ 丘ame NomalizedJ人1

Nomalized/人2

NomalizedJ人3

YVerticalmovement VerticalspeedofYframe NomalizedJrl

NormalizedlY2

NormalizedlY,

Horizontalmovement HorizontalspeedofYframe

agalnSt△frame

Nomalized カ

NomalizedJ/

Walk Step Verticalspeedof△ &ame

VerticalspeedofYframe

Horizontalspeed

Manipulation Manipulationspeed Nomalized吼

NormalizedOl

Nomalized βっ

Nomalized邑
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この正規化行列を用いると,正規化前後の速度の関係は次のようになる.

Tずq=q

T-′-′〔=f′i

これにより正規化後のヤコピ行列を

5(q)=TvJ(q)T;1
とすると,正規化された手先効果器の速度は次のように表される.

Fた=i(q泊
これより行動指令わとしてriを用いる.

Fre腫『=F㌔｡エβ十拙作
とすると逆運動学よりq〃方Ⅳが求まる･これより

×存,皿

q･=百聞~ヴ′0エβf=0,1,2,3
虎

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

となる･得られた4に正規化を行い,マニピュレーション作業の構成要素である基本行動の行動指
令とする.

以上,設計した基本行動をTable3.2に示す.また,構築したシステムの構成図をFig.3.13示す.

3.3 シミュレーション

前節において提案するシステムの六脚歩行移動型ロボットヘの適用について述べた.提案するシス

テムにマニピュレータの手先効果器を目標位置に到達させるタスクを与え,六脚歩行移動型ロボット

の行動生成を行う.

3.3.1エンドエフエクターマニピュレーション

提案するシステムに与えるタスクとして,六脚歩行移動型ロボットに搭載されるマニピュレータの

手先効果器を目標位置に到達させることを考える.与えるタスクは,物体の把持･搬送の準備段階と

して重要である.また,物体を把持し,目的地まで搬送する場合においても用いられる.

与えるタスクは,移動機構･マニピュレータの使用の順序決定によって実現できるが,目標地点付

近における協調動作を行うことによって,単なる順序決定より効率がよくなると考えられ,協調動作

の発現が期待される.

そこで与えるタスクとして,Fig.3.14に示すように目標位置をマニピュレータの到達可能範囲外に

設定したタスクを想定したものを用いる.

Fig･3･14:End-efftctormanlPulation
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与えられたタスクに対する行動計画部の入出力を次に示す.

･入力:目標到達位置の相対座標

･出力:基本行動"歩行"への行動指令れ

基本行動"マニピュレーション,,への行動指令カブ

この人出力に対して,Eq.(3.4)により表される関数を行動計画部によって生成することを考えるt

3.3.2 シミュレーション設定

六脚歩行移動型ロボットの搭載するマニピュレータはFig.3.9に示すようにターンテーブルと3リン

ク平面マニピュレータからなる垂直多関節型である.目標位置(ズ,γ)により,ターンテーブルの姿勢は

一意に決まる.また,3リンク平面マニピュレータの姿勢は,目標位置(ズ,γ,¢)により肘七ぜりの解と
∑肘下がりの解が決まる[52]･ここで∫,γ,Zは目標到達位置の座標を,卯もハンド座標系

ビュレタ座標系∑〟に対する姿勢を示す･本章では肘上がり･肘下がりの解のうち,
みを扱うものとする.

〃のマニ

肘上がりの

与えられたタスクに対する目標値として,(ズ,γ,Z,¢)を用い,行動計画部の学習を行う一行動計画部

にリカレントニューラルネットワークを用いているため,学習用データとして,マニピュレータの手

先効果器の目標到達位置を複数用いる.本章で用いた学習用データをTable3･3に示す･Table3･4にリ

カレントニューラルネットワークのパラメータを示す.リカレントニューラルネットワークのニュー

Table3.3:GoalpolntSfbrlearn1ng

Goalpolnt (ズ,γ,Z,¢)

Goalpolntl (1000,0,1000,0)

Goalpolnt2 (500,一800,1000,0)

Goalpolnt3 (-500,-800,1000,0)

Goalpolnt4 (3000,0,1000,0)

Goalpolnt5 (1500,-2400,1000,0)

Goalpolnt6 (-1500,-2400,1000,0)

Table3.4:Parametersofrecurrentneuralnetwork

Neuronfunction Sigmoid

Numberofneuron 20

NetworktyPe Recurrenttype

Table3.5:Parametersofsigmoidfunction

Slope f 0.5

Translationofxaxis α 10.0

Table3.6:Parametersofevolutionaryprogrammlng

Population 100

Candidate 20

Typeofmutation SelfadaptlVemutation

Rateofmutation 0.2

Noiseofmutationa 100

Noiseofmutationb 0.01
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ロンの入出力関数であるシグモイド関数は,Eq.(3.23)で表される.Table3.5に本章で用いるシグモイ

ド関数のパラメータを示す.

J-=

1+exp(-ど×(ズーα))
(3.23)

評価･学習部である進化的プログラミングの遺伝的オペレ一夕として,本章では自己適応型突然変

異を用いる･自己適応型突然変異はEq.(3.24)と表される.

ズヴ=ズ百+Ⅳ (0,α×
ノhT(,≠

皿∂g丘∠力e∬ +占)
(3･24)

与えるタスクに対する評価をEq.(3.25)に示し,本章で用いる進化的プログラミングのパラメータを

Table3.6に示す.

βJ乃e∫∫=
1+error

e〝Or:目標到達位置と手先効果器の距離

(3,25)

3.3.3 シミュレーション結果

学習結果

歩行(Walk)に対する行動指令である歩幅(Step)とマニピュレーション作業(Manipulation)に対する行

動指令であるマニピュレーション速度(Manipulation speed)をそれぞれhl,h2とする.また,六脚歩行

移動型ロボットの初期位置1初期姿勢を以下に示す.

･六脚歩行移動型ロボットの初期位置

(ズ,γ)=(0,0)

･マニピュレータの初期姿勢

晩,βl,β2,q)=(00,1400,-800,-600)

以上の設定でシミュレーションを行った結果を示す.学習時の適応度をFig.3.15に示す.この学習

により得られたリカレントニューラルネットワークを用いてエンドエフェクターマニピュレーション

を行う.

50 100 150 200
Generation

Fig.3.15:Transitionoffitnessfunction

動作生成

学習を行ったリカレントニューラルネットワークを用いて,次の2つの目標到達位置に対する動作

生成を行った.

(ズ,γ,Z,¢)=(1500,800,1000,0) (3.26)

(J,γ,Z,¢)=(2400,1200,800,0) (3.27)

Eq･(3･26)に示す目標到達位置に対する動作生成の結果をFig.3.16からFig.3.17に,Eq.(3.27)に示す目
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標到達位置に対する動作生成の結果をFig.3.18からFig･3･19に示す･行動計画部により生成される基

本動作‥歩行--とtマニピュレーション･への行動指令である歩幅れ,マニピュレーション速度わを

Fig.3.17およびFig･3･19に示す･Fig･3･17およびFig･3･19の(a)に示される行動指令頼ま,歩幅に関して

0_1に正規化したものである.グラフに示されるように目標位置によって,Ⅰの領域である最大歩幅に

ょる移動や,IIの領域にあたる歩幅の調整が行なわれていることが分かる･Fig･3･17およびFig･3･19

の仲)に示される行動指令力2は,手先効果器の速度に関して0-1に正規化したものである･ⅠⅠⅠの領域

に示されるように目標位置に応じて適切な調整が行なわれている･ここで特に,Fig･3･17およびFig･3･19

の(a),(b)で示されるように,ⅠⅠ領域において歩行動作とマニピュレーションの協調動作が表れている･

それぞれの目標に対するマニピュレーションの手先効果器の軌道をFig.16およびFig･18に示す･グ

ラフに示されるように,目標到達位置にマニピュレーションの手先効果器が到達していることがわか

る.また,ⅠⅠ領域において歩行動作とマニピュレーションによる協調行動が表されており,新しい動

作の生成が行なわれているのがみられる.また,Eq.(3.27)の目標に対して生成された六脚歩行移動型

ロボットの軌道をFig.20に示す･

以上より,リカレントニューラルネットワークの学習により目標到達位置に対するエンドエフェク

ターマニピュレーションの動作が生成されており,複数の目標値について動作生成が可能である事を

示した.また,目標値付近において,六脚移動機構とマニピュレータによる協調動作を確認すること

ができた.

Fig.3.16:Trqjectorylofend-efftctor
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Ⅲ
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3.4 まとめ

3.4 まとめ

本章においてタスクプランニング問題と軌道生成問題を包括的に扱えるアーキテクチャについて考

察を行った.パラメータ化された行動の概念を導入することによりプランニングの単位である行動を

拡張した.

また,リカレントニューラルネットワークと進化的プログラミングを用いて提案したシステムを構

築し,六脚歩行移動型ロボットの行動を生成した.提案したシステムを用いることによって,基本的

な行動のスケジューリングに加え,複数の行動による協調動作を実現することができた.特に複数の

目標位置に対する行動の学習を行うことによって,目標行動に対する汎用的なスケジューリングを実

現することを示した.また,学習を行った目標位置以外についても,与えた目標位置に対して協調動

作を実現することができ,学習によって汎用的な協調動作が獲得できることを示した.

本章においては,協調動作に注目したが,行動の再利用性については言及していない.ロボットの

行動生成を考えた時,学習などにより獲得した行動を再利用することは非常に有用となる.そこで次

章では,行動の再利用性について言及する.
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第4章階層型知識表現による獲得行動の再利用

現在行われているロボットの行動生成は,特定の目標･タスクに対して,いかに自動的に行動を生

成するか,という点に着目し,研究が行われていた[77][69][25][107】[65】･しかし,学習などにより獲

得した行動を知識として保存し,他のタスクに対する行動生成において用いることは大変難しく,こ

れまで行われていなかった.そのため,過去に獲得した行動と関連が深くても,異なるタスクが与え

られると再プランニングが必要であった.

本章では,この点に着日し,学習などにより獲得した行動の再利用ができるシステムの構築を行う･

提案するシステムによりl行動を獲得するにしたがって知識を拡張することができ,より複雑なタス

クに対応することが期待される.行動の再利用性を実現するために,階層型知識表現を提案し,GP

を用いた行動生成システムを構築する.構築したシステムを六脚歩行移動型ロボットヘ適用し,複数

のタスクを与え,その有効性を示す.

Generatlng

basedonknowledge

Preservlng

generatedmotion

aspartofknowledge

Fig･4･1:ReusemeChanismofmotionknowledge

4.1行動計画システム

4.1.1基本概念

本章では提案する行動計画システムについて説明する.提案するシステムの概念図をFig･4･2に示す･

提案するシステムは行動生成部(motiongenerator)･階層型知識(hierarchicalknowledge,HK)･評価部

(evaluator)に分けられる･階層型知識(hierarchicalknowledge,HK)は,与えられたタスクに対して行動生

成を行うときに用いられ,評価部(evaluator)により生成された行動の評価が行われる･それぞれの部分

について定義を次のように行う.

･行動生成部(motiongenerator):階層型知識を用いて与えられたタスクの生成を行う･生成され

た行動は獲得知識として保存される.

･初期知識(Primitiveknowledge)‥オペレ一夕により定義される基本的なロボットの動作･

･獲得知識(acquiredmotionknowledge):行動生成部により生成された行動･知識として再定義さ

れ,他の行動生成において用いられる.

･階層型知識(hierarchicalknowledge):初期知識と獲得知識をあわせて階層型知識と定義する･生

成された行動は獲得知識として他の行動生成に用いられるため全体の知識は階

層構造になる.

･評価部(evaluator):行動生成部により生成された行動に対し,評価を行う･
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Fig.4.2:Outlineoftheproposedmethod

4.1.2階層型知識表現

行動を表す知識表現

本章では,行動を表す知識表現として木構造を用い,階層型知識表現を定義する【109].木構造は単

連結でループを持たないグラフであり,Fig.4.3のように示される.木構造は,エキスパートシステム

や人工知能の分野におけるプランニング問題などで,知識として用いられる[42][43].木構造を用いる

ことで,複雑な数式や概念･関係などを記号表現することができることが知られている.木構造に関

して以下の用語が用いられる.

･ノード:関数･定数を表す記号.

･根(ルート):親を持たないノード.

･終端ノード:終端記号.子を持たないノード.定数記号.

･非終端ノード:非終端記号,子として引数を持つ関数記号.

･子:あるリンクしたノード間においてルートから遠いノード.

･親:あるリンクしたノード間においてルートから近いノード.

root

(a)Graph

terminalnode

(b)Tree

Fig･4.3:Graph&Tree
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行動の生成と再利用

行動を表す知識として木構造を用いると,行動の生成は目標のタスクを表す木構造の探索問題とな

る.木構造の探索では,探索のもととなる知識として終端･非終端ノードの定義が必要である･ロボ

ットの行動生成問題では,終端･非終端ノードはオペレ一夕により定義される基本的な行動となる･

本章では,ロボットの行動を非終端ノード,環境から得られる情報の種類･定数を終端ノードとして

用いる.主に,環境から得られる情報は,目標値までの距離といったタスク情報であり,目的の値を

表す変数として用いる.また,終端ノードでは環境から得られる情報に左右されない定数も用いられ

る.

行動の生成は,知識である終端･非終端ノードを用いた,目標とする行動を表す木構造の探索であ

る.行動の再利用を行うためには,獲得した木構造を,いかに知識として再定義するかについて考え

る必要がある.そこで,木構造全体を一つの非終端ノードとして再定義することを考える･再定義さ

れた非終端ノードは,子として引数が与えられることによって,元の木構造と同じ行動を生成する･

この引数は,元の木構造における,環境から得られる情報を表す終端ノードを表す･

MoやnRenFratiT苧
Generat10nOftreeforglVentaSk

knowledge

①①①
①①①

Fi:Functionnode

Ti:Terminalnode

(a)Motiongeneration

Re偶emOtion==>
Redefinitiongeneratedmotion

asfunctionnode

addasknowledge

(b)ReusemOtion

Fig･4･4:ReusemechanismwithtreestruCture

獲得した木構造を非終端ノードとして再定義し,行動生成において用いられる知識群に加えること

によって行動の再利用を考える.その結果,知識としては,オペレ一夕により初期に定義される初期

知識と,獲得した行動を再利用する獲得知識とに分けられる.獲得知識は,過去に生成された行動で

あり,それを用いて生成された行動も獲得知識として再利用されるので,初期知識と獲得知識を合わ

せた全体の構造は階層構造となる.そこで,初期知識と獲得知識を合わせて階層型知識と定義する･

Fig･4･5:Hierarchicalknowledge
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4.1.3GPを用いた行動の獲得･再利用

次に提案するシステムを用いた行動生成の流れを示す.まず,初期知識としてロボットの基本動作

を定義する.ここでは,知識として木構造を用いているため,基本動作を木構造の非終端ノードとし

て定義する.

提案するシステムにタスクが与えられると,対応する獲得行動が存在するか判定が行われる.過去

に対応するタスクについて行動の生成が行われていれば,対応する知識を用いて行動を行う.一方,

対応する獲得行動が存在しなければ,行動生成部により与えられたタスクに対する行動を生成する.

本章では,行動生成部としてGPを用いる[37]【108】.GPを用いた行動生成の流れとしては,まず存在

する知識を用いてランダムに木構造の集団を生成し,評価を行う.評価部では,対象とする行動に対

応する適応度評価関数を用いて評価を行う.計算された適応度評価関数に基づいてGPにより希求水

準に達するまで進化計算を行う.こうして得られた木構造をひとつの非終端ノードとして再定義し,

獲得行動とする･GPを用いた処理の流れをFig.4.6に示す.

本章においては,与えられたタスクに対応する行動の有無は,オペレ一夕が判断を行う.また,そ

れぞれのタスクは適応度により分類される.

【玉正】

Fig･4･6:Flowchartoftheproposedmethod

4.2六脚歩行移動型ロボットヘの適用

本章において,提案するシステムを前章で用いた六脚歩行移動型ロボットへ適用する.特に本章で

は,六脚歩行移動型ロボットの移動機構への適用を考える.以下では,移動機構を六脚歩行移動型ロ

ボットと記し,説明を行う.まず,本章で用いる六脚歩行移動型ロボットの拘束条件を示す.

･△(Y)フレームの伸縮範囲

0≦/封≦150[mm]

0≦/n≦150[mm]

/｣′:△フレームの脚,㍍:Yフレームの脚 i=1,2,3
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4.2六脚歩行移動型ロボットへの適用

･フレーム間の中心距離

0≦ ェ2+γ2≦144[m叫

(ズ,γ):△フレームに対するYフレームの中心座標

･地形情報

一様平面

本節では木構造を用いた六脚歩行移動型ロボットヘの適用について述べる･六脚歩行移動型ロボッ

トに対する知識の構築を行うため,Table4.1に示すように非終端ノードを定義する･非終端ノードは

六脚歩行移動型ロボットの基本動作(各関節角に対する動作)と各ノードの演算子として定義し,各ノ

ードの引数の数をNumberofcbildrenで示す.

ノード名Paral,Para2,Para3はFig.3.8で表される△形フレームに対するY形フレームの相対位置

に関する動作を表している.入力としてそれぞれの目標速度差.γまたは∂と実行する時間′が与えら

れたときに,その動作を行うものとする.

ノード名Delatal,Delta2,Delata3は,それぞれ△形フレームに搭載される脚の伸縮に関する動作とし

て定義する.入力としてJdわおよび実行する時削が与えられた時に,脚の伸縮の動作を行う･同様

に,LegYl,LegY2,LegY3はY形フレームの脚の伸縮に関する動作であり,入力としてIn,および

実行する時間‡が与えられた時に,脚の伸縮の動作を行う･

以上が六脚歩行移動型ロボットの基本動作に関する非終端ノードの定義である･次に･ノードに対

する演算子としての非終端ノードの定義を行う.

ノード名Paraで表される非終端ノードは,引数を2つもつ･この引数が非終端ノードで表される動

作である場合は,それら引数の動作を同時に実行する･また終端ノードと非終端ノードが混在する場

合,終端ノードを,停止を表す(行動を行わない)非終端ノードへ変換する･停止時間をその終端ノー

Table4.1:Functionnodesasinitialknowledge

Node Output Numberofchildren

Movementofrobot

Paral Thevelocityof 2

Para2 Thevelocityof 2

Para3 Tbeveloc吋or 2

Deltal Thevelocityof 2

Delta2 Thevelocityof 2

Delta3 Tbeveloc吋or 2

LegYl Thevelocityof 2

LegY2 Thevelocityof 2

LegY3 Thevelocityof 2

Operationoffunctionnode

Para Usechildrenatsametime 2

Prog Usechildrenonebyone 2

Loop Usechildrenrepeatedly 2
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ドがもつ値とし,他方の非終端ノードとの同時実行を行う.これにより停止時間∠′が他方の非終端ノ

ードの実行時間∠jより短い場合(り<わ)は,他方の非終端ノードの実行のみとなり,長い場合(′J>J2)は他

方の非終端ノードの実行後,打力時間の停止が行われることとなる･また,2つの引数argl,arg2が

終端ノードである場合は,以下の式で表される演算を行い,終端ノードとして値を保存する.

VαJ〟e=∽瓜桓愕ノ,♂曙み (4.1)

ノード名Progで表される非終端ノードは,引数を2つもつ.第1引数で表される動作を実行した後,

第2引数で表される動作を実行する連続実行を表す.この吼 どちらかの引数が終端ノードである場

合はParaと同様に,終端ノードを,停止を表す非終端ノードヘ変換する･また,2つの引数argl,arg2

が終端ノードである場合は

V(血e=〟瑠ノ+α曙2 (4.2)

で表される値を保存する.

Loopは,第1引数として非終端ノードarglを,第2引数として終端ノードarg2をとり,arg2の時

間arglを繰り返し実行することを表す.ここでarg2の引数が動作を表す場合にはその動作を行うの

に必要な時間をarg2の値とし,終端ノードへの変換を行う.また,arglの引数が数を表す終端ノード

である場合には,arglを終端ノードで表される時間分の停止を表す非終端ノードへ変換する.

4.3 シミュレーション

提案する行動計画システムは,与えられたタスクを学習し,獲得知識として再利用することを前提

とする･獲得行動の再利用によって,多くのタスクを学習し,知識の拡張を考える.本節において,

知識の拡張により,複雑なタスクを生成する事ができることを示す.

これを示すために,六脚歩行移動型ロボットに次に示すタスクを与え,学習を行う.

･上下移動

･一歩行動作

･単位歩行動作

それぞれのタスクの学習後,生成されたタスクに関する行動を獲得知識として保持する.そして,

上位のタスク(上下移動に対する一歩行動作,一歩行動作に対する単位歩行動作)生成時に獲得した知

識を用いた場合と階層型知識表現を用いない場合を比較し,検討を行う.

ここで行動生成部として遺伝的プログランミングを用いているが,それぞれの行動生成シミュレー

ションにおける教師用データはランダムに生成する.また,本論文で用いる遺伝的プログランミング

のパラメータをTable4.2に示す.

Table4.2:GPParameters

Populationsize 2000

Selectionmethod Toumament

TournamentSize 13

Crossoverrate 0.2

1Mutationrate
Oi7

l
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4.3 シミュレーション

4.3.1上下移動の獲得

△形フレームまたは,Y形フレームにおける上下移動を考える.以下では△形フレームにおける上

下移動(△verticalmovement)を考えるが,Y形フレームにおける上下移動(Yverticalmovement)も同様

に考える事ができる.

上下移動は△形フレームに搭載されるそれぞれの脚を伸縮することにより実現される･この動作を

表す目標値として△形フレームの重心の移動速度㌔と持続する時間Jを用いる･また安定した上下移

動を考え,△形フレーム上面の姿勢を水平に保ちながら上下移動を行うものとする･この時△形フレ

ームにおけるそれぞれの脚の動作に関するノードを用いて上下移動の行動生成を行う･

この上下移動に対する動作の評価関数をEq.(4.3)に示す.評価関数の第1項,第2項により目標位

置への収束を保証する.また,第3項,第4項により上面の姿勢を安定にする動作の保証を行う･Eq･(4･3)

で表される評価は低いほどよいものとする.

▲また,Tabl｡4.3に上下移動に関する動作生成において用いる終端ノードを示す･㌔は目標とする重
心の移動速度を表し,またJは要求される維持すべき時間を示す.また,V〟r血∫CO〃∫加f∫は任意の定

数を示す.

β加∫∫=恒砺-り+た2×卜中ん詞β一中た4×IグーOI
㌔:目標移動速度 r:移動速度

r:目標移動時間 ∫:移動時間

β:フレームのピッチ角 ロ:フレームのヨ一角

Fig.4.7:Verticalmovement

Table4.3:Terminalnodesfbrverticalmovement

Node 0叫叩t

田 Targetspeedofthecenteroflocomotion

T Timetomove

(Variousconstant)

(4,3)

4.3.2 シミュレーション結果

六脚歩行移動型ロボットに対する上下移動動作生成のシミュレーション結果を示す.Fig.4.8に適応

度の推移を示す･Fig.4.8に示すように,適応度関数は,0に収束しており,目標移動速度に対して完

全に追従していることが分かる.このようにして得られた動作は木構造として表されている･この木

構造を非終端ノードとして再定義する事により知識の拡張を行う.

上下移動獲得による知識表現をFig.4.9に示す･
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4.3.3一歩行動作の獲得

生成した上下移動を用いて六脚歩行移動型ロボットの一歩行動作(onestepwalk)の生成を行う.歩行

動作は脚式移動機構の基本的な行動であるが,その歩容は脚式機構に依存する.六脚歩行移動型ロボ

ットは,その機構上,△形フレームとY形フレームの相対移動と各フレームの脚の伸縮による上下移

動を用いた歩容に制限される.そこで,△形フレームとY形フレームの相対移動に関するノードと,

前節において生成した上下移動のノードを用いて一歩行動作の生成を考える.

以下では△形フレーム着地時におけるY形フレームの一歩行動作(Yonestep
walk)について考える

が･Y形フレームの脚が着地状態における△形フレームの一歩行動作(△onestepwalk)も同様である.

この一歩行動作に対する目標値として,歩幅ろを考える.六脚歩行移動型ロボットにおける歩行は

全方向に対する直線歩行と旋回運動があるが,ここでは直線歩行のみを考える.また,歩行は基本的

に周期的な運動であるため,一歩行動作において歩行パターンの連続性を考慮する必要となる.ここ

では,Y形フレームの重心の位置が移動前後で等しくなるようにし,またY形フレーム上面の姿勢を

水平に保つことにより連続性を考慮する･この連続性が成り立たない場合,Fig.4.11のようになり,

周期的な歩行が成り立たない･Fig･4･11(a)は重心の位置が移動後に高くなる場合であり,Fig.4.11(b)は

重心の位置が移動後に低くなる場合である.

β伽∫∫=頼l㌔一別+ん2×‡β一中ち×紘一れ1

+たヰ×lβ-0卜ん5×巨卜q+た｡×′如

㌔:目標歩幅位置 ろ‥歩幅位置 β‥回転角

れ:移動後の重心位置 れ:移動前の重心位置

β:フレームのピッチ角 ロ:フレームのヨ一角

J∫椚e:移動時間
Yonestepwalk

ムonestepwalk

GroundY丘amekmding

Fig･4.10:Onestepwalk
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Ground

(b)

Fig･4･11:DiscontinuousWalkingpattern

次に,一歩行動作に関する評価関数をEq.(4.4)に示す.ここで,評価関数の第1項,第2項により

目標位置への収束を保証する.第3項により移動前後における重心位置の一致を考え,歩行の連続性

の保証を行う.また,第4項,第5項により上面の姿勢を安定にする動作の保証を行う･更に第6項

で,より早く行動を終了することを考える･Eq･(4･4)で泡和される評価は低いほどよいものとする･

次に,Table4.4に追加された動作を表すノードを示す･追加された動作である上下移動のノードへ

の入力はl行動生成時の目標値であるフレーム重心の移動速度と維持時間である･

また,Table4.5に一歩行動作生成において用いる終端ノードを示す･六脚歩行移動型ロボットは全

方向に動くことができるため,歩幅引ま2次元的なものと考える･そこで,歩幅を極座標系において

考え,歩幅(SteP)として距離を歩行方向(direction)としてその方向を示す･また,Variousconstantsは任

意の数を示す.

Table4.4:Functionnodesfbronestepwalk

Node Output Numberofchildren

△ verticalmovement Dri氏speed 2

2Yverticalmovement

Table4.5:Terminalnodesfbronestepwalk

Node Output

Step Targetstep

Direction Directionofmovement

(Variousconstants)

4.3.4 シミュレーション結果

Fig.4.12に適応度の推移を示す･生成された上下移動を用いた六脚歩行移動型ロボットの一歩行動

作生成に関する適応度をFig.4.12(a)に示す･更に比較のために,階層型知識表現を用いずに一歩行動

作生成を行った場合の適応度をFig.4.12(b)に示す･Fig･4･12に表されるように,階層型知識表現を用い

ることによって収束性がよくなっていることが分かる.

ここで,Fig.4･12(a),(b)において,適応度は低いはどよいが,完全に0に収束していない･これは,

適応度関数Eq.(4.4)の第6項である時間項の影響である･どのように最適化を行っても移動時間は0

にならないため,適応度関数も0に収束することはない.
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Fig･4･12:Transitionof丘tnessfunctionaboutonestepwalk
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Fig.4.13:TransitionofcenterpositionofYframe

Fig･4･14:Constructionofonestepwalk
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4.3 シミュレーション

次に,得られた行動に対し,(Step,Direction)=(135,0)の目標を与えた時のY形フレーム重心位置の推

移をFig.13に示す･Fig･12と同様に,(a)に階層型知識表現を用いた場合,(b)に階層型知識表現を用い

なかった場合を示す.

また,一歩行動作獲得による知識表現をFig･4･14に示す･

4.3.5単位歩行動作の獲得

六脚歩行移動型ロボットは△形フレームとY形フレームを交互に動かすことによって移動する･そ

こで六脚歩行移動型ロボットにおける歩行の一周期を単位歩行動作と定義し,この行動の生成を行う

(Fig.4.15)･

この単位歩行動作への目標位置をク0∫｡(ズかγ｡)とし,六脚歩行移動型ロボットの重心位置を目標位置
に移動させるものとする.この単位歩行動作に対する評価関数をEq･(4･5)に示す･ここで,評価関数

の第1項により目標位置への収束を保証する･第2項,第3項により移動前後におけるY形フレーム

と△形フレームの中心位置の一致を考え,第4項により歩行の連続性の保証を行い,第2項,第3項,

第4項により歩行の安定性の保証を行う･また,第5項により時間に関する項を入れより短時間で

行動を終了させる.更に第6項により足踏みの回数を考慮に入れることにより･一歩で目標位置へ到

達させる.

生成する行動は歩行の一周期であり,歩行時にこの行動を繰り返し用いることが考えられる･そこ

で周期性を考え,単位歩行動作の開始時における姿勢と終了時における姿勢が一致しなければならな

い.評価関数を,4.3.3節において述べた重心位置に関する連続性に加え,単位歩行動作においては,

移動前後の△形フレームとY形フレームの中心位置と重心位置が等しくなるように設定した･この連

続性が成り立たない場合,歩行パターンはFig.4.16のようになり周期的な歩行は行えない･

単位歩行動作において用いる追加された動作ノードをTable4t6に示す･また,単位歩行動作に対す

る目標位置をTable4.7に示すように終端ノードとして定義する･

β加錯=頼Ipぴ｡-pぴ1卜た2×lcズー中ち×lcグーq

+鬼4×紘一g項･た5×血+た｡×れ坤-Ⅳ岬t

ク0∫d‥目標位置 ク0∫:到達位置

転,Cγ):Y形フレームの△形フレームに対する相対位置

g力α:移動後の重心位置 gカム:移動前の重心位置

血e:移動時間 鶴呵‥目標歩幅数 爪呼:歩幅数

(4.5)

Fig･4･15:Unitwalk
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÷ニニ±二∵テ~テ
Fig･4･16:DiscontinuousWalkingpattern

Table4.6:Functionnodesfbrunitwalk

Node Output Numberofchildren

△ onestepwalk Onestepwith△ frame 2

Yonestepwalk OnestepwithYframe 2

Table4.7:Terminalnodesfbrunitwalk

Node Output

∫J Goalpolnt

グd

(Vari0usCOnStantS)

4.3.`シミュレーション結果

Fig･4･17に適応度の推移を示す･Fig･4･17(a)に階層型知識表現を用いた場合の,Fig.4.17(b)に階層型

知識表現を用いない場合の適応度の推移を示す.

ここで,適応度は0に収束していない.これは,一歩行動作と同様に,評価関数にタスク達成まで

の時間の項目を入れているためであり,どのように最適化を行っても移動時問は0にならないためで

ある.

∽
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u
占
琶

0 100 200 300

generation

(a)Withhierarchicalknowledge (b)Withouthierarchicalknowledge

Fig.4.17:Transitionofntnessfunctionaboutunitwalk

以上により生成された単位歩行動作を示す･以下に目標位置(X,y)=(115,85)への動作を示す･Fig.4.18

に階層型知識表現を用いた場合の,Fig.4.20に階層型知識表現を用いない場合の,各軌道を表す.ま

た,Fig.4.18,Fig.4.20において,脚の軌道を(a)に示し,△形フレームに対するY形フレームの相対位

置の推移,重心位置の推移を(b)示す.なお,Yl,Y2,Y3,Dl,D2,D3は脚の番号を示す.また,

Fig･4･19に階層型知識表現を用いた場合の六脚歩行移動型ロボットの位置を示し,Fig.4.21に階層型知
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識表現を用いない場合の六脚歩行移動型ロボットの位置を示す.ここで,Fig.18(b)はフレーム間の相

対移動を表している･Fig.18(a)で示されるように,Yフレームが着地した△フレームの移動から歩行

が始まっているため,Fig.18(b)のようにYフレームの重心位置の推移は,目標位置と逆方向への移動

となる.

これより提案する手法を用いた場合には六脚歩行移動型ロボットが単位歩行を行っており,階層型

知識表現を用いていない場合は,各脚が同期していない事が分かる■六脚歩行移動型ロボットは各フ

レームの相対移動により歩行を行う.そのため,△形フレームの脚とY形フレームの脚が同時に着地

している場合には歩行を行うことができない.Fig.4.20に見られるように,同一フレームの各脚が同

期していない場合はフレームの相対移動を行うことができず,歩行を行うことができない･そのため,

階層型知識表現を用いない場合では,Fig.4.21に示すように歩行を行うことが出来ていない･

以上により階層型知識表現を用いることにより,単位歩行動作を生成することができた･ここで生

成された単位歩行動作を繰り返し用いる事により歩行を行う事が出来る･

また,Fig.4.22に単位歩行動作獲得による階層型知識の構造の概要を示す･
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4.4 まとめ

4.4 まとめ

本章において,階層型知識を用いた六脚移動機構の行動計画を行った.行動の再利用を実現するた

めに,階層型知識を提案した.階層型知識の知識単位である行動を,木構造を用いて表し,学習法と

して遺伝的プログラミングを用いて行動計画システムを提案した.

学習したタスクを知識として保持し,知識の拡張を行う事により,より複雑なタスクを達成する事

が出来る事を示すために,上下移動･一歩行動作･単位歩行動作について行動計画を行った･また,

階層型知識を用いない場合についても行動計画を行った結果,行動計画システムの持つ初期知識のみ

では一歩行動作･単位歩行動作の実現が困難であることを示した.本章で与えた上下移動･一歩行動

作･単位歩行動作は,それぞれ実現するための行動が,順に複雑となっている.このことから階層型

知識を用いない場合との比較を行うことで,階層型知識による行動の再利用に伴って対応できるタス

クが増大していることを示し,提案するシステムの有効性を示した.

しかし,行動の分割はタスク･評価関数という形でオペレ一夕によって与えられる･獲得した行動

の中で,更に有用な行動を抽出し,他の行動に用いることは考えていない.これは,行動の意味を学

習することが難しいためである.

ここで,行動の意味を学習するとは何かと考えると,行動による外界の変化を学習することと考え

られる.学習した外界の変化の中で,いかに有効な情報を得るかという問題は大変難しい･これまで

のロボットの行動生成では,評価関数という形でオペレ一夕によって定義されていた.評価関数によ

り,考慮する情報を定義し,その情報の中で有用な状態を定義し,目的となる状態になるために,行

動の生成が行われていた.そこで,次章以降で評価関数の自己獲得について言及する.
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第5章モチベーションモデルの提案

これまでにロボットの行動生成に関する研究は盛んに行われている.しかし,ロボットが環境に応

じて行動を生成するのではなく,人間が環境に応じた行動を生成させるシステムに関する研究であっ

た.限られた環境で人間の望む仕事を行わせるには良いが,ロボットが人間の生活空間で用いられる

ためには不十分である.生活空間において必要となる行動は非常に多く,且つ意識されない類いの行

動が多いためである.そこで,これまでの知能とは教えられたことを忠実にこなす知能であると考え

ると,これから求められる知能は学ぶ対象の発見･学習を行う知能と考えることが出来る･

本章では,行動学的見地から次世代に求められる知能の考察を行い,これを実現するための概念と

してモチベーションモデルを提案する.まず,これまで求められた知能との違いを述べ,次世代に求

められる知能を実現するための行動原理について考察を行う.次に心理学的知見から生物における行

動原理について述べる.そして生物における行動原理を基にしてロボットの行動原理であるモチベー

ションモデルを提案する.

5.1行動の設計から創発へ

5.1.1意味の獲得

これまで行われてきたロボット研究では,制御･知識獲得･行動生成･認知などのシステムは人間

がロボットの視点に立ち,構築したものである.例えば,実機を用いた研究では,センサー入力のノ

イズや妥当性のない信号は除去され,基本的に同一の機械であれば同じ内部状態となるように設定さ

れる.ワイヤー駆動のロボットなどは,ワイヤー自身の弾性が引き起こす微少なノイズが生じ,通常

は無視されるかモデル化されることで扱われる.しかし,長期間使用することで徐々に劣化を起こし,

ノイズが大きくなり,結果的にロボットに悪影響を及ぼす.また,扱われる問題･ロボットが置かれ

る作業空間などもモデル化が行われロボットの認知･プランニング･行動生成が行われる･しかし,

モデル化とは余分な情報を除去し,本質が失われない程度に状態を簡易化することである･そして,

除去すべき情報の決定は人間によって行われる.そのため,人間が予期しなかった環境･重要な情報

の欠落によって,ロボットは簡単に行動不能となり,人間による試行錯誤が必要となる･認知におい

ても,人間がロボットの持つセンサーの使用法を予測して,認知機構が構築される.しかし,人間の

想像力･予測は,自身の持つ感覚器に強く依存しており,人間とかけ離れたセンサーであるほど有効

に活用することは難しくなる.

このことから,ロボットが学習･適応能力を備えていても,そのメカニズムを人間の視点から構築

する限り学習･適応できる範囲は人間が予想している範囲を超えることは難しい.そこで,ロボット

自身がその身体を通して環境の認知の仕方を獲得し,独自の認知を基に環境と自身の行動との相互関

係を学習することが必要となる.近年では,このような身体の必要性は｢身体性｣[10]というキーワ

ードを基に認識されており,研究が進んでいる.

本章では,特に環境と行動との相互作用に注目し,自身が行った行動が環境に与える影響について
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注目する･従来では行動と環境とは分けたシステムであり,行動は人間により定義されていたが,実

際には環境との相互作用を考えない行動というものは存在しないと考えられる.例えば,歩くという

行動は,大地があり,摩擦があるために,行える行動であり,その行動によって変化する環境を観測

することで｢歩く｣という行動が認識される.そこで,行動を行い,それにより変化する環境変化に

よって行動を意味付けることを考える.そして,行動による環境変化を学習することで,自身の行動

の意味を学習することを考える.

5.1.2主体性知能
身体を通じた環境と行動との相互作用を考えると,同一機構のロボットにおいても個体差が生じる.

一つは,質量･寸法など,身体を完全に同一に作成することは不可能であるためである.もう一つは,

環境との相互作用による学習は,経験を基にした学習であり,必然的に個体差が生じる.そこで,対

象ロボットのモデル化･知覚情報(環境)のモデル化･規格化を行う"ロボットの視点"で考えるのでは

なく,ロボット間の個体差を認めた"ロボット個体の視点"において考える.また,行為主体であるロ

ボットに対して環境が存在するものとして扱われるが,ロボット環境の境界を明確にすることはでき

ない･なぜならロボットはセンサーを通して環境を認識するが,同時に自身の身体に関する情報も認

識している･そのため行為主体の認識する情報の集合として環境を考えると,行為主体の身体も環境

の一部であると考えられる.

このように考える知能は,その器となる身体に拘束を受けることはもちろん,環境にも拘束を受け

ながら,身体を通して環境に影響を与えようとする機構と考える.また,知能は具体的な機構をもつ

ものではなく,認知･推論･プランニング･学習･知識などの機能が有機的に結合することにより創

発されるものと考える(Fig.5.1).このような知能を主体性知能と名付ける.主体とは,行為を行う個

人を指し,客体に対して用いられる.簡単に主体･客体について以下に示す.

･主体:認識･行為･評価する我.主観を主として認識主観の意味に用い,個人性･実践性･

身体性を協調する語として主体を用いる.

･客体(=客観):主観の作用とは独立に存在すると考えられたもの

･主観/客観:カントに始まる認識論上の用語.カントによれば,認識対象は,主観が感覚与

件を己の認識形式に従って整理し構成した客観であるとした.既にデカルトにより,

世界に何が存在し,何が存在しないかを決定するのは人間の理性だという体制を準備

していたが,カントの下で人間の認識能力が世界を成立させる主観となり,世界はこ

の主観によって支配される客観とみなされるという,主観一客観の構図が完成した.

bowledge plannlng

Fig･5･1:S叫ectiveintelligence
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5.1.3行動原理

ロボットの存在理由は,人間により与えられたタスクを遂行することである･その為,''タスク''の

存在は非常に重要である.なにもタスクを遂行せず,目的をもたないロボットには存在意義を見出す

ことはできない.

しかし,従来の行動生成においてはタスクの遂行を問題の中心におき,対象とするロボットの構造･

環境のモデル化,問題解決･推論のための知識･演算の想定といったことが行われる･その結果,難

しく労力を必要とする機能のアルゴリズム化･モデル化を人間が行う必要があった(Fig.5.2(a))･それ

に対し,人間とのコミュニケーションによってタスクを伝え,必要となる知識･思考の構築の自動化

を通して目標タスクの遂行を行うことが理想である(Fig.5.2(b)).

そこで,本章では主体性知能を視野に入れ,環境との相互作用によって行動を獲得するモデルを提

案する.特に行動に駆り立てる生物の欲求を規範に,欲求から行動が導き出される行動原理モデルを

考える.また生得的に持つ欲求(本能)から環境に応じた欲求を獲得するモデルを提案することで,タ

スク遂行に必要となる知識･思考の構築の自動化を試みる.単体のロボットにおいては,生得的に持

つ欲求(本能)を定義することで,獲得する欲求の方向性を与える･この欲求から行動が導き出される

行動原理モデルと欲求の獲得モデルを合わせて,個体におけるモチベーションモデルとする･

このようにタスクを中心とする行動原理ではなく,環境との相互作用によって欲求を生成し,行動

を行うことを考える.また,環境に応じた欲求の獲得を考えることで,環境変化への対処･予期しな

い環境への適応など,柔軟な知能の実現を試みる.

disturbance

randomrrx)VementS

(a)Traditionalsystemfbcusingonatask (b)Intelligencewithinternalinfbrmationprocessing

Fig.5.2:Intelligentsystem

5.2生物における欲求と行動

生物は,環境などの影響から何らかの欲求が喚起された時,これを満たすために行動を選択する･

一般に欲求を満たすことのできる行動は多く存在し,それらの行動の中から一つが選択される･その

行動を選択させた,あるいは,その行動を取らざるを得なくさせたものを動機(motive),あるいは動因

(drive)という･そして適切な行動をとることができれば,欲求･動機が低減される(Fig･5･3)[110]･本章

では,生物における欲求一動機から行動が生成される仕組みに基づいて,ロボットの行動を生成する欲

need+drive一･→incentive一→goal-directedbehavior

reduction

Fig.5.3:Drivereductiontheory[110]
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求モデルを提案する.本節では,生物,特に人間における行動生成までの流れについて述べる.

5.2.1動機(動因)

心理学において,行動の原因となって行動を始動させ,目標に向かわせる力を動機(motive)と呼ぶ

[111]･また,動機にはそれを満たす対象があり,目標と呼ばれる.この動機と目標の橋渡しをするの

が行動である･動機には様々な種類があるが,基本的動機(basicmotive)と派生的動機(derivedmotive)

に大別される･基本的動機に対応する欲求は一次的欲求と呼ばれ,生得的に持ち,正常に生きていく

ために充足されなければならない欲求･動機として知られている.また派生的動機に対応する欲求は

二次的欲求と呼ばれる･二次的欲求･派生的動機は一次的欲求･基本的動機を土台にして,経験を通

して獲得されるものであり,個体差があり多様である.

基本的動機としては生物的動機がある.生物的動機は,生命を維持し,種を保存させるために満た

さなければならない生得的･原始的ないくつかの基本的な動機である.特に生物的動機を指す時には

動機は動因(drive)とも呼ばれる･また動因に対して目標は誘因(incentive)と呼ばれ,動因を充足させる

行動を完了的行動(COnSummatOrybehavior)と呼ぶ.他に基本的動機として,感性動機･好奇動機･操作

動機･認知動機などの内発的動機が知られている.

派生的動機は,社会的動機･情緒的動機に分類され,基本的動機を土台にして,経験を通して獲得

されるものである･ただし,その獲得メカニズムについては分かっていない.本章で提案するモチベ

ーションモデルでは･後述する欲求不満状態を基に生得的に持つ欲求(一次的欲求)から環境に応じた

欲求(二次的欲求)を獲得するメカニズムを考える.

このような欲求･動機には次の3機能がある.まず行動賦括機能であり,一般活動性が高くなる.

これは,適応という観点から見ると道理にかなっており,活動すればするほど動機を満たす対象に行

き当たる確率が高くなる.次に方向付け機能があり,目的に向かって行動を行う.そして,強化機能

により何かを行って報酬を受けるとその行動を繰り返すようになる.これらの機能により,行動が行

われると考えられている.

5.2.2誘因

動乱行動一誘因という動機付けの系列図式を見る場合,生物的動機の多くでは動因に重きが置かれ

ており,誘因による行動選択は重要視されていなかった.1950年代に入ると,行動を外から誘う動機

付けの問題が見直されるようになり,誘因による行動選択を支持する事実が多く現れるようになった

[111]･例えば,性衝動の場合,高等動物では下等動物のように性ホルモンに支配されることはまれで,

雌の姿･フェロモンなどの外的対象(誘因)によって性的興奮が喚起される.これは接触行動などにも

見られ,誘発性の生物的動機として知られている.

現在では,動因の3機能のみで行動が行われることに対して疑問視される見方も出ており,動因(生

理的必要に呼応する内的条件)と誘因(外的刺激)が相互に作用しあい,中枢的動機状態(centralmotive

State)という状態が作り出されると考えられている.一般には,原始的な生物的動機の場合ほど行動は

主体の内的状態に強く依存し,高次の動機になると,外的目標や対象の規制を受けやすくなると考え

られる･環境との相互作用という点からみると,基本的動機の場合ほど環境情報に非依存であり,派

生的動機であるほど環境に依存して喚起される欲求･動機であると考えられる.
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5.2.3欲求の不足

欲求に刺激され,欲求を満足させるべく,動機一行動一目標という単位で行動が行われる･しかし,

必ずしも行動が円滑に行われるわけではなく,目標が阻害される場合がある･この原因には,動機の

葛藤と欲求阻止と呼ばれるものがある(Fig.5･4)[111]･

動機の葛藤

単一の動機付けをFig.5･4(a)一a),b)に示す･Fig･5･4(a)-a)は接近行動と呼ばれ･空腹であるから食物に

接近するといった正の誘意性を持つ･それに対して嫌悪的な負の誘意性を持つものも世の中にはある･

ぅまく環境に適応するためには,正の誘因と同様,負の誘因を避けるためにも動機付けられなければ

ならない.これが回避行動と呼ばれるもので,Fig.5.4(a)-b)で表される･現実世界ではこれらの接近･

回避の傾向が複雑に絡み合って必ずしも行動は円滑に遂行されない･このように両立しにくい動機が

同時に喚起された状態は動機の葛藤(COnnictofmotive)と呼ばれる･動機の葛藤状態としては,接近一

接近葛藤(Fig.5.4(a)-C))･回避一回避葛藤(Fig･5･4(a)-d))･接近周避葛藤(Fig･5･4(a)-e))･2重接近一回避葛藤

(Fig.5.4(a)一り)が知られている･動機の葛藤によって行動の流れが一時的に阻害される･接近一接近葛藤

などは動機の強さをもとに比較的簡単に解決されるが,それでも一方のプラスを得ることが他方のプ

ラスを永久に失う場合,行動の停滞は著しい.

欲求阻止による欲求不満状態

動機の葛藤は,生物の持つ動機間の競合によって生じる･つまり内的要因により目標行動が阻害さ

れる.それに対して外的要因によって目標行動が阻害された状態を欲求阻止と言う･欲求阻止によっ

て欲求･動機が不足し,不快な心的状態になる.この不快な心的状態を欲求不満という(Fig･5･4(b))･

一般に目標に方向付けられた行動を阻む条件のことを障害と呼ぶ･

欲求不満が生じた時,これを解消するためになんらかの反応が示される･この反応は･目標を積極

的に追及するか(積極的反応),目標に背を向けるか(消極的反応)によって分けられ･回避行動

(Fig.5.4(b)-C))･攻撃反応(Fig･5･4(b)-d))･退却反応(Fig･5･4(b)-e))･代償的反応(Fig･5･4(b)-f))･自我防衛的

反応(Fig.5･4(b)-g))などが知られている･ただし,回避行動は･欲求不満を合理的な方法で目標達成を

図ろうとするものであり,欲求阻止に対する反応といえても欲求不満に対する反応と見られない意見

もある.

nomulstates
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Fig.5.4:Hindrancetobehavior[111】

ー73-



第5章モチベーションモデルの提案

欲求不満に対する反応として非常によく見られる反応は攻撃反応である.しかしながら,攻撃反応

は社会的に禁止されることが多く,社会で容認される範囲での攻撃は学習されることもある.これに

対して消極的反応としては目標追求を止める･目標追求に消極的になるなどがあり退却反応と呼ばれ

る.退却反応は,そもそも欲求が存在することから欲求不満が起こると考え,もとの欲求をなくした

り,小さくしたりすることからくる.攻撃反応と退却反応の中間にあると思われるのが代償的反応で

ある.代償的反応は障害を克服できない場合に本来の目標達成をあきらめ,代わりとなる目標を達成

し,部分的にもとの欲求を充足させる場合である.また自我防衛的反応はフロイトにより主張された

反応として知られている.欲求不満は不快な緊張状態であるため,長い期間続くと精神的苦痛が大き

く,自己の内的破壊をきたして異常行動へ発展しかねない.そこで,そのような不安を緩和させ,自

我を破局から救うための無意識的な適応の仕組みであると考えられている.

5.3 ロボットにおける欲求の発生

これまで生物における欲求･動機について述べた.本節では,この生物における欲求･動機のメカ

ニズムを規範にしてロボットの欲求に基づく行動原理を提案する.また,本能にあたる一次的欲求を

定義することによって環境に応じて必要な欲求(二次的欲求)を獲得するモデルを提案する.生物にお

ける二次的欲求の獲得メカニズムについては,未だ分かっていない.そこで本節では,欲求不満状態

を基に二次的欲求の獲得を考える.本節では欲求に基づく行動原理と欲求の獲得モデルを合わせ,個

体におけるモチベーションモデルを提案する.

本節では,まず欲求に基づく行動原理について述べ,欲求不満状態による新たな欲求の獲得モデル

について述べる.またモチベーションモデルにおける動機の葛藤について述べる.

5.3.1欲求に基づく行動原理

本節では,生物の欲求から行動を生み出すメカニズムを基に行動生成を行うアーキテクチャを提案

する･行動に駆り立てる欲求･動機をモチベーション(motivation)と定義し,モチベーションの充足･

不足を考える.環境の影響から欲求の不足が生じた時に,それを満たすように学習により行動生成を

行う(Fig.5.5).従来では,目標タスクを表す評価関数の作成によりタスクの想定を行い,設計された

評価関数を満たすように行動性成が行われていた(Fig.5.2).欲求に基づく行動生成のモデルと比較す

ると,従来における評価関数などの作成をモチベーションの生成と考えることができる.

次章において,欲求の不足･充足の一例として環境に基づいた定義を行う.欲求として評価,動機

として評価を元にした評価空間と考え,環境に対して欲求の不足･充足を定義し,行動生成アルゴリ

ズムの構築を行う.本論文では,ロボットの行動と,行動による環境変化に注目して行動生成アルゴ

リズムの構築を行うが,行動として推論など内的なものも考えられ,その場合には行動の結果は内的

なロボットの状態変化などが考えられる.

Fig.5.5:Motivation-Actionmodel
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5.3.2欲求不満によるモチベーションの発生モデル
障害がなく,行動が円滑に行われる場合,行動を行うことによって欲求が満たされる･この場合,

いかに行動の学習を行うかという行動生成問題となる.これに対して外的要因(欲求の阻止による欲求

不満)･内的要因(動機の葛藤)から障害が生じることを考える･内的要因(動機の葛藤)については次で

述べるとし,ここでは外的要因による目標行動の阻害について述べる･

外的要因により目標行動の阻害が生じると欲求不満状態となる.言い換えると欲求不満状態とは外

的要因(環境)により自身の行動では欲求の充足が出来ない状態である･そこで欲求不満を行動によっ

て解消するのではなく,欲求不満状態を解消するための新たなモチベーションを生成し,新しいモチ

ベーションに対応する行動によって元となるモチベーションの欲求不満を解消することを考える･例

えば人間社会においては様々な理由により遠隔地への移動が行われる.しかし人間の能力の限界によ

って徒歩での遠隔地への移動は非常に時間･労力が掛かる.そこで労力の軽減･時間の短縮などから

新たな移動手段(自転車･車･新幹線･etC･)の開発･実現という欲求が起こる･その欲求に従って開発･

生産の行動が実現され,遠隔地への移動のための膨大な労力･時間といった欲求不満状態が解消され

る.そして一度新しい欲求が生まれると元となる欲求と独立し,人々を対応する行動に向かわせると

考える.このようにモチベーションモデルでは,欲求不満状態を新しいモチベーション(欲求･動機)

の生成に用いる(Fig.5.6(a))･

個体におけるモデルでは動機として基本的動機と派生的動機を考える.基本的動機は,環境に拠ら

ない動機として人間により定義を行う.このような基本的動機としてはロボットの存在意義等が考え

(a)generationofmotivation

(b)basicmotivationandderivedmotivation

Fig･5･6:Motivationmodelonanindividual
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られタスク情報を環境に拠らない一般的な形で記述するのが好ましい.それに対して派生的動機は,

基本的動機を土台として環境に応じて獲得する.特に,ある欲求･動機に対応する行動によって欲求

が満たされない場合に,その欲求を満たそうとする新しい欲求･動機を生成し,新しい行動の生成を

行う.

5.3.3モチベーションモデルにおける動機間の関係

人は食物を食べないでも何週間も生きられるが,水を飲まないと数日も生きられない.このは,渇

きが上よりも強い動機であることを示唆している.また,いくつかの基本的動機の相対強度を測定す

る研究も行われており,動機間で異なる強さを持つことが知られている[111].動機の強さは,その動

機を満たすために支払う代償とも考えられる.前節で取り上げた動機の葛藤は,この動機の強さの違

いを基に解消される.動機の強さの違いが大きいほど葛藤は起き難く,小さいほど葛藤により行動が

停滞すると考えられている.そこでモチベーションモデルではモチベーションの強さに応じて行動の

選択を行うことにより動機の葛藤を考える(Fig.5.7).競合しない複数のモチベーションが喚起された

時には,複数の行動が選択される.ここで選択された行動間で競合がみられると,元となるモチベー

ション間の競合として扱う(Fig.5.7).行動の競合は,単体で用いられた場合と比較して期待する行動

が行えなかった場合に認識される.

また,生物における動機間の関係には機能的自律性がある.機能的自律性とは,生物的動機から多

くの動機が発生しているが,ひとたびそれが独立してしまうと生物的動機とのつながりは単に歴史的

なものとなり,機能の面ではそれ自体が自律性を備えてくるという考え方である.それに対して還元

主義があり,全ての行動は最終的には生物的動機に還元されるという考え方である.生物的には機能

的自律性の存在は多く観察されている.しかしロボットに適応した場合には予測不可能な結果となり,

時に危険な結果となる.そのため,次章における行動生成アルゴリズムの構築においては,還元主義

の立場をとり,派生的動機は基本的動機より強くならないように設定する.

Fig.5.7:Competitionbetweenmotivations

5.4群におけるロボットの欲求

生命体は,遺伝子(gene)により自身の情報を残してきた.その基本原理は,より多くの自身の遺伝

子を残すことである.そして環境に適応できない遺伝子が自然選択により淘汰され,進化が生じたと

考えられている.

また,近年ではミーム(meme)のリチャード･ドーキンスにより提唱されている【112].ミームとは人

間のコミュニケーションにより発生する文化の情報単位である.そして自然淘汰などの進化と同様な
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メカニズムによって有用な情報が残っていくと考えられている.

本節では,このような遺伝子･ミームに基づいて,ロボット群における欲求の発生について考察を

行う.

5.4.1遺伝学に基づく基本的動機の発生

基本的動機は生得的に持つ動機として知られている.このことから生得的にもつ欲求(本能)は遺伝

情報として組み込まれ,後世に伝えられていると思われる.そして遺伝的情報として持つ基本的動機

は,進化における遺伝的操作(突然変異･交叉･自然選択など)を通して後世に伝えられると思われる･

そこでロボット個体における欲求･動機を,遺伝的アルゴリズム等で遺伝的操作を行える形態で定

義することを考える.そして遺伝子に類する形態として定義することで,進化に基づく一次的欲求･

基本的動機の発生を考える(Fig.5.8)･

ここで基本的動機としてタスク情報などを用い,ロボットの行動に方向性を持たせた場合,ロボッ

ト群に対する適応度を評価関数などで表す必要がある.なぜならば適応度はタスクに基づく良否とな

るため,タスクに応じて変化するためである.これに対して,生物的動機を参考にして生命を維持す

る欲求･動機を基本的動機として用い,個体の死を定義する.そしてタスク達成の報酬として生命維

持に必要な報酬(エネルギーなど)を与えることで,ロボット群に対する適応度が自律的に形成される

ことが期待される.

matlng

Fig･5･8:Generationofbasicmotivationongroups

5.4.2 ミーム学に基づく動機の進化

ミームとは,コミュニケーション等によって人々の脳から脳へ複製される文化的伝達情報の単位で

あり,｢文化的遺伝子｣ともいわれている.ここでの文化的伝達情報は人間に依存するのではなく,む

しろ人間を単なる情報の器･情報が存在するための環境として扱い,人間と独立したものと考える･

そして生物における進化に類したメカニズムによって,有用な文化的伝達情報が後世に伝えられると

考える.

現在では,ミームを対象とする科学はミーム学(Memetics)として知られている･そして進化論に基

づいて,生物学･心理学･認知科学といった領域とミーム学との統合が試みられている･ただし文化

的伝達情報とは遺伝によらず伝達される行動や行動様式･技術などのことである･これは言語や宗教･

芸術に始まり,服装などの一時的な流行に至るまであらゆる無形の所産を指す･このようにミームは

｢概念｣を持つものを情報の適応進化という形でまとめて議論できるため,非常に便利な概念である･

以下にその定義を示す.
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･ミームの定義

生物学的な定義(ドーキンス):ミームは文化の伝達や複製の基本単位である

心理学的な定義(プロトキン):ミームは文化の遺伝単位であり,遺伝子のようなものである.

また,知識の内部表現である

認知学的な定義(デネット):ミームは一つの考え方である.しかも,それ自身が形を作り上げ,

記憶に残る個別の単位となるような,複雑なある種の考えを指す.

そしてミームの物理的現れである媒介物によって広まってゆく.

ミーム学の定義(リチャード･ブロディ):ミームとは心の中の情報単位であり,その複製が

他の心の中にも作られるように様々な出来事に影響を及ぼす.

また,ミームの種類としてブロディは次の三つに分類している[113].

識別ミーム:物事を区別するための識別は一つのミームである.例えば,地球･土地･コカコ

ーラなどは,それぞれを識別するためのミームである,全ての識別は人間が創作し

たものであって,現実ではない.

戦略ミーム:これは流動的な経験則である.例えば,運転に関する識別ミームは,信号･制限

速度･車線などであり,戦略ミームは運転行為である.

関連づけミーム:ミーム同士を関連づけるミーム.例えば,野球とホットドッグなど.

ここでロボットを群と考え,コミュニケーションが存在すると,群の中に情報場が形成される.こ

のような情報をロボットにおけるミームとして考え,進化論に基づいた情報の操作を考える.例えば

交配としてコミュニケーションによる情報の伝播を考え,自然淘汰として伝播された情報の取捨選択･

Fig･5･9:Innuenceonbasic&derivedmotivationongroups
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ロボットの持つ情報の忘却などを考える.またコミュニケーションの為の情報の圧縮･縮退などは情

報の不十分･不正確性を生み,ミームにおける突然変異の役割を果たすと考える.更に,コミュニケ

ーションによって得られる他のロボットの解釈と自身の解釈の融合を,交叉にあたる遺伝的操作とし

て捉えることができる.それぞれの遺伝的操作を定式化し,表現型が欲求･動機となるように遺伝子

型を定義することで,群における二次的欲求･派生的動機の進化を考えることができる･これにより,

有効な情報ほど群に伝播し,例え情報発信もとのロボットが消滅しても,有効な情報として群に残さ

れる(Fig.5.9).

このような情報場は派生的動機のみに影響を及ぼすのではなく,基本的動機にも影響を及ぼす.遺

伝学ではボールドウイン効果として知られており,嗜好･流行等の文化的伝達情報が先天的形質(肌の

色･体の構造など)に影響を及ぼすことがある.これは,ある集団の文化的伝達情報場がその集団の適

応度に影響を与え,それに基づいて選択･淘汰が行われることにより実現される･

工学における遺伝的アルゴリズムでは集団の適応度は設計されるため,ロボットにおけるミームが

集団の適応度に影響を与えることは難しい.またロボットにおけるミームの進化は,設計された適応

度に沿う形となるが,ミームを考慮に入れた適応度の設計は非常に困難となる.そのため,ミーム学

に基づく動機の進化を行うためには,ロボット群による適応度の自律的形成に関する考察が必要であ

る.

5.5 まとめ

本章では,生物の行動に駆り立てる欲求を規範に,行動生成のためのロボットの欲求･動機につい

て考察を行い,モチベーションモデルを提案した.ロボットの欲求･動機を合わせてモチベーション

とし,モチベーションの発生とモチベーションを用いた行動生成について述べ,個体におけるモデル

を提案した.ただし,生物における新たな欲求･動機のメカニズムについては未だ分かっていない･

そこで本章では,欲求不満状態を基にしたモチベーションの生成について述べた･またモチベーショ

ンを用いた行動生成としては,欲求に基づく行動原理と動機の葛藤による行動選択について述べた･

個体におけるモチベーションモデルでは,本能として人間が設計する一次的欲求(基本的動機)があ

り,一次的欲求(基本的動機)を基に環境に応じた二次的欲求(派生的動機)の生成が行われる･特に設計

を行う一次的欲求(基本的動機)としては,環境に依存しないタスク情報として設計を行うか,生物的

動機を参考にした生命を維持する欲求として定義する.従来における行動生成の為の評価設計では,

タスク情報に加えて環境情報･ロボットの構造などを考慮に入れて設計を行う必要があり非常に困難

であった.それに対してモチベーションモデルでは,設計を行う一次的欲求は環境情報･ロボットの

構造などを考慮に入れない,汎用的なものである方が好ましい.

また,ロボットにおける個体と群のモチベーションの関係について考察し,遺伝学的･ミーム学的

観点からモチベーションの生成について述べた.遺伝学的観点からは,モチベーションを遺伝子型に

符号化することを考え,遺伝的操作によるモチベーションの発生について考察を行った･また,コミ

ュニケーションによるモチベーションの伝達を考え,ミーム学的観点に立ったモチベーションの生成

について述べた.ただし,ロボット群の適応度の自律的形成が必要であり,より深い考察が必要とな

る.

次章では,欲求･動機を行動生成のための評価･評価場と考え,個体に対するモチベーションモデ

ルを用いた評価の自動生成アルゴリズムの構築を行う.
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第6章環境に基づく評価の自動生成

従来の行動生成の主体は行動であり,目標行動に対する評価はオペレ一夕によって設計される･生

成される行動の質は,オペレ一夕による設計に左右される.このように,非常に重要でありながら,

不確実性を含む環境において評価を設計することは一般に大変難しい.更に,ロボットが人間の生活

空間で用いられることを考えると,人間がもつ多大な常識を,評価という形でロボットに教示するこ

とは現実的ではない.そこで,近年では評価を自己獲得する研究に注目が集まっている･しかし,い

ずれも評価を学習･生成するための評価を必要としている[114][115]･

本章では,評価のための評価を設計することなく,環境に応じて評価を生成するアルゴリズムにつ

いて考察を行う.ロボットにより評価を自己獲得することで,不確実性を含む環境下における評価の

設計の負担が軽くなる.加えて,タスクや環境が大きく変化した時に,評価を再設計することなく新

たな行動を獲得することができると期待される.本章では,モチベーションモデルを用いて,ロボッ

ト個体に対する,環境に基づいた評価生成アルゴリズムを示す.また,提案するアルゴt｣ズムを荷物

搬送タスクに適用し,シミュレーションを用いてその有効性を示す･

6.1モチベーションモデルの適用

`.1.1個体における評価発生モデル
提案したモチベーションモデルをロボット個体に適用する.前章において述べたように,モチベー

ションモデルにおける欲求･行為を次のように定義する

欲求:不足を感じ,これを満たそうとする衝動

行為:欲求を満たすための行為主体の物理的･精神的活動

モチベーションモデルでは,_不足を感じたときにそれを満たそうとする欲求が起こり,欲求を満た

す行動の模索が行われ,対応付けられる.以後,ある欲求が生じると対応する行動が行われる･ここ

て,何らかの外的要因･内的要因によって必ずしも欲求が満たされない場合,その満たされない欲求

を不足とする新たな欲求を生成し,行為の模索が行われる.そして,新たな欲求に対応した行為によ

って,もととなる欲求の充足が試みられる.

ここでは,欲求を評価と考え,欲求の不足･充足を環境に基づいて定義する.そして,欲求が生じ

ることを,評価を良くしようとする衝動とする.行為はこの衝動より生じた行動であり,学習などに

ょって評価を向上させる行動を獲得する.概念図をFig.6.1に示す.環境に対する評価をもとに,選択

した行動と環境が評価され,評価空間が形成される.この評価空間をもとに現在の環境に対する行動

が決定される.この繰り返しにより形成された評価空間は,過去の行動結果の記憶であり,経験から

構築された知識である.形成された評価空間から環境に対する不足･充足を見つける･この不足を回

避するように(または,充足を促進するように)新しい評価を生成し,対応する行動の獲得を行う･

ここで,個体におけるモチベーションモデルでは,先天的に持つ欲求(本能)を満たすように,後天

的に欲求を獲得する.そのために,個体における評価発生モデルでは,本能にあたる初期評価が必要
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となる･しかし,環境を考慮した複雑な評価である必要はなく,むしろ目的とする行動を表した単純

で汎用的な評価が望ましい.

以下では,離散行動･離散環境に対して評価発生アルゴリズムを構築する.

envlrOnment

(a)Generationofnewmotivation

envlrOnment5

(b)Adaptationfbrarobot

Fig･6.1:Contrastadaptationfbrarobotwithmotivationmodel

ん1.2評価空間と評価の生成

環境に基づいて評価を生成するために,評価空間と評価の生成について詳しく述べる.

評価空間は,ある評価を元にした環境と選択した行動の評価からなり(Fig･6･2),Mi:〟iX(s,a)で表す.

ここでiは評価を識別する数字である･この評価空間を元にして,ロボットは行動選択を行い,環境

に応じて新しい評価の生成を行う･また,ロボットは与えられた環境下で行動することで,評価を得,

評価空間を形成する.ロボットの行動選択に関しては次で述べるとして,ここでは評価空間をもとに

した新しい評価の生成について述べる.新しい評価の生成は,ある評価において環境に対する不足･

充足を見つけることで行う.そこで,まず環境に対する不足･充足を定義する.

環境に対する不足･充足を定義するために,まず評価空間の種類について考察を行う.評価空間の

種類は大別すると3つに分けられる(Fig.6.3).これらの評価空間での行動と環境との相互関係につい

て考える･Fig.6.3(a)は環境によって行動の評価が異なり,また行動によっても環境の評価が異なる.
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Fig･6･2:Evaluationspace

∴ご∴→三
a

(a)Strongrelationship

+■▲三
(C)InsensibilitytoenvlrOnment

(b)Insensibilitytoaction

(d)Insensibilitytoenvironmentandaction

Fig･6･3:Typesofevaluationspace

このような評価空間は,最も行動と環境との相互関係が強い･それに対して,Fig･6･1(b)および(C)は

Fig.6.1(a)と比べて相互関係が弱い･Fig･6･1(b)は行動に関係なく環境のみによって評価され(行動に鈍

感),Fig.6.1(c)では環境に関係なく行動のみによって評価される(環境に鈍感)･この他に,評価空間の

特別な状態として,行動と環境の両方に関係なく評価される状態がある(完全な鈍感)･本章では,こ

の状態を環境に鈍感な状態の一つとして扱う.

ここで,環境に鈍感な状態ではロボットの行動によって評価が決定されるので,行動の選択は一意

に決定される(完全な鈍感状態ではランダム行動となる)･これを環境に対する充足と定義する･しか

し,行動と環境との相互関係が強い状態と行動に鈍感な状態では,行動の選択は環境に依存する･そ

こで,このような状態を環境に対する不足として定義する･行動一環境に応じて良い評価が得られる機

会が少ない場合には,良い評価を得る機会が増えるように新しい評価(促進欲求)の生成を考える･ま

た,行動一環境に応じて悪い評価となる機会が少ない場合には,悪い評価を回避するように新しい評価

(回避欲求)の生成を考える･

このような評価発生のタイミングは色々と考えられる.例えば評価空間が十分に形成され,得られ
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(a)Newevaluationbasedonsensorspace

Pi.1:Pi.1=E(pi)｡ Pi十l‥eValuation

(b)Calculationofevaluationvalue

Fig.6.4:Generationofnewevaluation

た評価場から,行動と環境の相互作用が強い状態･行動に鈍感な状態を観測し,著しい程度の差を観

測することで新しい評価の生成をすることが考えられる.これは,人間では熟考にあたり,どの時点

で十分な観測とするかが問題となる.これに対して本章では,行動の際に得られた評価値から,行動

と環境の相互作用が強い状態･行動に鈍感な状態の判断を行う.つまり,存在する評価空間を用いて,

行動を行うことによって得た評価の存在確率を求め,その存在確率を用いて新しい評価を生成する確

具体的には,評価空削iのもと,環境∫において行動αを選択した回数と得られた評価値㌦(∫,α)か

ら評価空間弼が求まり,評価空間弼から存在確率分布ち九,∫,β)が求まる･これより,環境∫の周辺
確率分布が次のように求まる.

g(㌦`,d)=∑㌔(㌦′,∫,d)
(6･1)

これを用いて･環境∫′において行動α′を選択した時に得られた評価㌦(∫′,α′)の存在確率クを次のよ
うに定義する.

ク=g(㌦一=㌦(∫′,α′),〟=α′)
(6.2)

存在確率βを用いて,(1rp)を新しい評価を生成する確率とする.

新しい評価〟ノは,環境に対するものであり･ロボットが選択した行動によって遷移した環境に対し

て与えられる･評価値は,そのもととなる評価仏から計算され過去に行動した経験(評価空間)から,

その環境であることによって期待される評価値として定義する･評価〟ノを次式で定義する･

〟ノ(∫)=g(〟′(∫)】｡

=∑㌦(∫,α)･軋(∫,わ,α)(J

(6.3)

6.1.3知覚･行動と評価空間

従来の行動生成アルゴリズムはFig.6.5(a)のように逐次処理であった.逐次処理はコンピュータの処

理方法と親和性が強く実装しやすい反面,一部のボトルネックによって処理速度が低下すると,全体

のパフォーマンスが著しく低下する[3].しかし,危険回避などの状況下においては,パフォーマンス

の低下による行動停止は致命的である.特に行動計画を行うためには多大な時間を必要とする傾向が

あり,多くの行動計画手法はオフラインにより行われている.しかし,オフラインによる行動生成で
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Fig･6･5:Processofmotionplannlng

は,おこりうる全ての状況を予想することは困難である.

そこで,知覚と行動決定を分離し,並列に処理することを考える(Fig.6.5(b))･特に,知覚によって

行動計画を行うための補助を行い,行動決定において用いる.評価発生モデルによる行動生成におい

て最も処理能力を必要とするのは,評価発生アルゴリズムである.そこで,知覚による評価空間の形

成と,評価空間による評価の発生を,行動決定と分離し,並列に行うアーキテクチャを考える･その

構成図をFig.6.6に示す･

この時の行動決定は,形成された評価空間を用いて行う.環境∫において評価iの最大評価値を〟f椚瓜,

その時の行動をαよ所以とすると,行動α∫椚以の選択確率を次のように定義する･

曾(qmaxt∫)鍔
(6.4)

この選択確率に基づいて,確率的な選択を行う.

また,環境∫と選択した行動αからそれぞれの評価に基づいた評価値を得ることができる･得た評

価値をもとに,評価空間の更新を行う･特にここでは,凡(㌦一,∫,α)の更新を考える･

S:SenSOrSPaCe

a:aCtionspace

actionselectbasedonMi

Fig･6･6:Architectureoftheproposedsystem
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ん1.4探索のトレードオフ

探索のトレードオフは,強化学習における重要なトピックの一つとして知られており,[5]において

はn-ArmedBandit問題として紹介されている.これは,eXplorationとexploitationとの間のトレードオ

フをいかに扱うかという問題である.多くの報酬を得るためには,現在の価値関数の下で最適な行動

を優先的に選択しなければいけない･この場合,行動価値に関する現在の知識をexploitしているとい

う･しかし,現在の価値関数に基づく最適ポリシーが真に最適ポリシーであるとは限らない.より良

いポリシーを発見するためには,現在の価値関数に基づく最適性から外れる行動も選択してみなけれ

ばならない.特に,確率的な環境では,価値関数の精度を上げるために,各行動は何度か試される必

要がある･また,変動する環境では,新しい環境に対する知識を得るために以前は良くなかった行動

も試みる必要がある･より良いポリシーを見つけるために新しい行動を試すことを,環境をexplore

しているという･eXPloitationとexplorationは同時に実行することができないので,この間のバランス

が問題とされる[116].

提案する手法では,この間題はランダム行動を取り入れることのみで対応する.ランダム行動は,

生体の変化欲求に対応する評価から生じる行動である.厳密には,変化欲求は｢新しいことを好み,

好奇心が強く,流行に敏感な改革志向の欲求｣であるため[117],変化欲求から生じる行動は未知への

探索行動となる.ここでは,単に無秩序な行動を生成するものとする.この行動により,初期の獲得

した評価が存在しない場合では,ランダム行動の要素が強くなる.

一方,獲得評価が増えると評価にしたがって行動が選択され,ランダム行動の影響が弱くなる.し

かし,強化学習と異なり,行動の基となる評価が複数存在する.そのため,ある環境下において選択

された行動に対応する評価ではexploitationとなるが,その他の評価にとっては求める行動ではないた

めexplorationとなり,最適性から外れる行動,または未知の行動となる.

このように,提案する手法では!探索におけるトレードオフの問題は強化学習に比べてそれほど重

要ではない･しかし,評価間で評価値の差があまりなく,それぞれの行動の選択確率が近い場合には,

ランダム行動の影響が強くなる.そのため,ランダム行動をとる確率の強さによって選択のトレード

オフの調整を行うことが出来る.また,各評価に対応する行動の選択確率と合わせて,過去に行動し

た回数を重みとして用いることで,行動の習慣性を用いることができる.行動の習慣性を用いること

で,eXPloitationの影響を強めることができる.

Fig.6.7:Actionselectionaddedtorandomaction
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6.1モチベーションモデルの適用

6.1.5行動生成アルゴリズム

以上をまとめて,提案する評価生成アルゴリズムを用いた行動生成アルゴリズムを示す･ここで,

知覚と行動の並列化を行っているために,行動生成アルゴリズムは知覚による評価発生と,行動選択

に分けられる.

∫:状態空間(センサー空間)

〟:行動空間

〃i:環境に基づく評価i

弼:評価iに基づく評価空間

行動選択アルゴリズム

2･〟血瓜=讐X桓fいとなる〟血狐の計算

3.〟血弧となる勘について選択確率曾を計算

す(αfm狐l∫′)鍔
4.選択確率qにしたがって確率的選択(probabilisticselection)を行い,行動を決定

評価生成アルゴリズム

1.環境∫′において選択した行動〟′を観測

2･∀‖こついて･評価値㌦(∫′,α′)を計算

3.評価空間弼の更新

4･評価空間弼より環境∫の周辺確率分布g(㌦一,α)の計算

g(㌦,,α)=∑凡丸,∫,α)

5･環境∫′において行動α′を選択した時に得られた評価小川)の存在確率pを計算

ク=g(㌦=㌦(∫′,〟′),α=α′)
6.(1rp)の確率で新しい評価の生成

7.新しい評価が生成された時,以下を実行

(a)環境∫に対して新しい評価〟ノを生成･

(b)評価〟ノ(∫)を計算

〟ノ(∫)=g(A(∫)】｡

=∑㌦(∫,α)･P(㌦(∫,わα)(フ
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6.2 シミュレーション

提案した行動生成アルゴt｣ズムを荷物搬送タスクヘ適用する.荷物搬送タスクは,環境内をどのよ

うに移動するかという経路計画と,決められた場所において行動を決定する行動計画が必要となるタ

スクである･本節では,まず荷物搬送タスクについて説明し,計算機シミュレーションを用いて検証

する.

6.2.1荷物搬送タスク

本章で扱う荷物搬送タスクについて説明する･想定する環境をFig.6.8に示す.想定するタスクは,

荷物の搬送である･ロボットは,荷物受け取り場所(Loading Station)で荷物を受け取ることができる.

また,荷物受け渡し場所(UnloadingStation)で積載した荷物を渡すことができ,成功報酬としてエネル

ギーβを受け取ることができる.また,環境内には障害物が存在する.障害物の種類は,壁･搬送可

能な障害物･荷物がある.搬送可能な障害物とは,ロボットが荷物と同様に積載可能であり,搬送可

能である物体である.ただし,荷物受け渡し場所に障害物を渡しても報酬は受け取ることができない.

また,ロボットが荷物受け取り場所で積載した荷物を,荷物受け渡し場所以外の場所でおろすことで,

荷物も障害物となりうる.

ロボットは環境内でLoad･Unload･Forward･Left･Right･Stopの行動を行うことができる.各行

動を行うためには,エネルギーが必要となる.また,条件によって行えない行動が存在するが,ロボ

ットは試みることはでき,エネルギーを消費する.例えば,前方に障害物が存在する時には,ロボッ

トは前進することができないが,試みることはできる.

次に,各行動の説明を行う.Loadは荷物を受け取る動作で,前方が荷物受け渡し場所であれば荷物

を積載することができる.また,環境内に存在する荷物･搬送可能な障害物を積載することができる.

ただし,ロボットの積載量には限界があり,合計でγ個の荷物･搬送可能な障害物を積載することが

できる･Unloadは前方に積載した荷物･搬送可能な障害物を降ろす動作である.降ろせる順番は積載

した逆順である▲ ただし,積載していない場合･前方に障害物が存在する場合には,この動作を行う

ことはできない･Forwardは前進行動であり,前方に障害物が存在しなければ前進することができる.

Left･Rightは,それぞれ左900･右900の回転である.Stopは何も動作を行わないことを示すが,

UnbadingStation:Ul.

△
･~焉
=き三 ロ

･~く8~

●
Obstacle

LoadingStation:L

UnbadingSt且tk)n:UL

LoadingStatk)n:L

(a)simulationenvironment

Fig.6.8:Transportationtask

ー88-

(b)expectedmovement



6.2 シミュレーション

他と同様にエネルギーを消費する.またロボットの知覚は,前後左右の環境の知覚･降ろせる荷物･

エネルギー変化量･現在の位置･方向である.

この環境におけるロボットに対してエネルギーに関する初期評価を考え,エネルギー変化量を観測

し,獲得するエネルギーに比例した評価を定義する･これは,生理的欲求の食欲に相当する欲求とし

て設定する.この評価から,荷物受け渡し場所で荷物を渡す行動の獲得を試みる･荷物を受け渡す欲

求を満たすために,荷物の探索に関する評価を獲得し,環境内に存在する荷物の積載･荷物受け取り

場所での荷物の受け取り行動の獲得を考える.

評価

初期評価:エネルギー変化量

evαJ〟βfわ〃=△e〃eⅦ′〈
-α戸 Spendenergybyaction

β-ai-aCquireenergybydoingtask

(6.5)

エネルギー

αi｣:行動iによるエネルギー消削=1‥行動成功,j=0:行動失敗)

β:成功報酬

ロボットの行動

Load:前方の荷物を積む

Unload:荷物を前方へ降ろす

Forward:前進

Le氏:左900 回転

Right:右900回転

Stop:停止

ロボットの知覚

statedi,eCti｡n:前後左右の状態(壁･荷物･障害物･荷物受け取り場所･荷物受け渡し場所･

なし)

(ズ,弟d血c如〃):現在の位置･方向

dg〃gⅦ′:エネルギー変化量

burden:現在降ろせる荷物

`.2.2 シミュレーション結果

Table6.1に計算機シミュレーションで用いたパラメータを示す･ここで,ロボットの最大積載量は荷

物γ個とし,ロボットのエネルギーが0となり動けなくなった時に人間によってXのエネルギーが与

えられるとする.ここで,行動間の差異をなくし,目標タスクに対して評価が作成されやすいように,

行動による消費エネルギーは成功/失敗に関係なく,全て同一にした･また,ここでは搬送可能な障害

物は存在しないものとした.

この時のロボットの獲得したエネルギー(報酬)の推移をFig･6･9に示す･また,評価数の推移を

Fig.6.10に,500ステップ中のエネルギー獲得確率をFig･6･11に示す･ここで,エネルギーを獲得する

ために必要なステップについて考察する.

荷物受け取り場所と荷物受け渡し場所の距離の往復距離を卵油,荷物受け取り動作数をαCr∫叫伽J,

荷物受け渡し動作数をβC如〃王一〃加dとするとエネルギーを得るために必要な移動ステップクerわdは
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Table6.1:SimulationParameters

(a) (b)

Initialenergy 100

αi｣ 円

β 100 150

γ 10

X 10

クerわd=クαJ力+αC血〃′｡｡｡+αC血〃血｡ (6･6)

となる一
一度に運んだ荷物の数を占とすると,単位ステップあたりのエネルギー獲得確率∫は次式で

表される.

ズ=占/perわd (6.7)

この時,障害物のない理想環境での最適エネルギー確率を考えると,往復の最短距離卯叫㍉18で

ある･また,荷物受け取り動作･荷物受け渡し動作は,ロボットの最大積載量と等しい.この時のエ

ネルギー獲得確率∬1は

エl=10/(18+10+10)=0.263 (6.8)

となる･ここで,ロボットは記憶を持たず,現在の状態･環境から行動を決定するため,最大積載量

まで荷物を積載するとは限らない･そこで,荷物を1つ搬送する時のエネルギー獲得確率ユニを考える

と,

J2=1/(18+1十1)=0.05 (6.9)

となる･ただし,ロボットはランダム行動を含み,確率的に行動選択を行うので必ずしも最適を選択

するとは限らない.更に,外部の影響によって環境が変化することはないが,ロボットが環境に荷物

を置くことによって障害物が増えるため,静的環境ではない.

これらを踏まえて結果の考察を行う.ランダム行動の強い初期の20000ステップまでは,エネルギ

ー獲得確率が低いことが分かる.また,20000-30000ステップにおいて,一時的にエネルギー獲得確

率が高くなっている■ これは,ランダム行動の結果,ロボットが環境に荷物を落としており,その状

態に適応したためである.その後,環境内の荷物をほぼ荷物受け渡し場所に渡した結果,環境が変わ

り,エネルギー獲得確率が低くなっている.40000ステップ以降は評価の増加と共に,環境内に荷物

を落とすことが少なくり,パフォーマンスがあがっている.

また,β=100とβ=150とを比べると,エネルギー総量の推移ではβ=150の場合の方が良い結果と

なっている･これは同じ仕事を行ったとしても報酬が多く得られる場合の方がエネルギー総量は増大

するためと考えられるt しかし,初期のランダム行動から荷物の存在する環境への適応,その後荷物

のない環境への適応という傾向は同様である.このことは評価獲得についても同様であり,βの値に

依存せず,評価獲得が行えていることが分かる.しかしエネルギー獲得率を見ると,最大ピークはβ

=100の場合の方が良いが,β=150の場合の方が安定していることが分かる.この理由として,ロボ

ットの行動が確率的に決定されていることが挙げられる.つまり,報酬が大きければ大きいはど与え

られたタスクを実現するための行動を選択する確率が高くなり,決定論的な行動に近づくためと考え

られる･また,エネルギー総量の推移についてもβ=150の場合の方が,β=100の場合よりも環境へ

の適応の速度が速いことが分かる.これも,報酬の違いによってβの値が高い方が決定論的に行動し,

評価の高い行動を発見した後はランダム性が弱くなるためであると考えられる.しかしながら,今回
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6.2 シミュレーション

は比較的静的な環境であったためにβの値が高い方が良い結果となったが,より動的な環境下ではラ

ンダム行動による未知環境への探索が有効である.このことからβの値によって探索のトレードオフ

を考慮することができると考えられる.
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第6章環境に基づく評価の自動生成

6.3 まとめ

モチベーションモデルを用いて行動生成を行うアルゴリズムを提案し,欲求として評価を考え,行

動を生み出す評価の自動生成を示した.提案したアルゴリズムをロボット個体に適用するためには,

本能である初期評価を設計する必要がある.初期評価として目標タスクを表す評価を用いることで,

ロボットの行動に方向性を持たせることができ,環境に応じた評価の生成から,目標タスクを表す行

動の生成が行われることを示した.

本章では,探索のトレードオフの問題を考え,先天的な行動としてランダム行動を導入し,評価に

応じた確率的な選択を行った.その為,必ずしも最適な行動が行えるとは限らない.しかし,より良

い行動を発見するためには,現在の最適な評価から外れる行動も選択する必要がある.特に,変動す

る環境では,新しい環境に対する知識を得るために,最適ではない行動の選択が必要である.本シミ

ュレーションでは,外部から環境に働きかけることはないが,環境内に存在するロボットの行動によ

って環境が変化することがある.本手法では,そのような環境変化にも対応できることを示した.
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第7章結論

7.1本論文のまとめ

本論文では,ロボットの行動学的見地に立った知能について考察を行い,学習による行動の生成に

加え,行動を生み出す評価の生成について研究を行った･

第3章では,巧みな運動の実現を目的に,異なる意味を持つ行動間の協調動作の実現を行った･従

来の行動生成では,主に行動計画問題と軌道生成問題が知られていた･行動計画問題は一連の定義さ

れた行動の組み合わせ問題であり,比較的大規模なタスクを実行できる反面,細かな行動の調整は難

しく,異なる行動間の融合などは困難であった･それに対して軌道生成問題は,ロボットの各関節角

ベースで行動を生成するため,理論的にはどのような行動も生成が可能であるが,実際には探索空間

が広大となり,複雑な行動の生成は難しい･そこで,行動計画問題として問題を扱いながら,プラン

ニングの基本単位である行動としてパラメータ化した行動を掟案することで,細かな行動の調整･行

動間の融合を実現し,異なる行動間による協調動作の実現を計算機シミュレーションで示した･

また人間の行動を観察すると,一つの動作を深く習熟し,巧みな運動として行動を獲得する他に,

獲得した様々な行動を他の行動に応用することで,より複雑なタスクを実現し,新しい行動の発見が

行われている.この獲得行動の再利用性は,ロボットの行動生成においても非常に有用である･特に,

従来の行動生成では目標とするタスクが一つであり,獲得行動の再利用性は考えられていなかった･

そのため異なるタスクが与えられると,いかに過去に学習した行動と関連があろうとも,評価の再設

計が行われ,再プランニングが必要であった･そこで第4章では,行動の再利用性を考慮した知識構

造を考え,階層型知識表現を提案した.階層型知識表現によって,ロボットは簡単な行動を学習し,

他の行動に適用することで,より複雑な行動の生成が行えることを示した･提案する手法では,初期

の簡単な行動の学習は各関節角ベースの学習であり,獲得した行動を用いて複雑な行動の生成を行う

ことは,細かな行動の調整･行動間の融合を許容した行動のスケジューリングを行うこととなる･本

手法は,軌道計画から行動計画へ発展していくシステムであり,領域間を融合する意味でも非常に重

要な位置付けとなる.

第3章･第4章において,行動生成の知能化という側面から研究を行ってきたが,従来研究を含め,

これらは教えられたことを忠実に学ぶ知能といえる.しかし,ロボットが人間の生活空間で用いられ

るためには不十分である.なぜなら,人間社会には膨大な知識が常識という形で存在しており,その

全てを教示することは不可能であるからである.更に,環境は時々刻々と変化するため,教示したこ

とが意味を失うこともある.そこで本研究では,学ぶ対象を発見し,学習していくことで必要な知識

を得ることを目標に研究を行った.まず,第5章で人間の行動に駆り立てる欲求をモデルにしたモチ

ベーションモデルを提案した.提案するモデルについて,ロボット個体における欲求の成長と,群と

個の欲求との関係の両側面から述べた.第6章では,ロボット個体におけるモチベーションモデルを

用い,行動生成アルゴリズムを提案した･モチベーションモデルにおける欲求として行動に対する評

価を用い,本能(先天的欲求)として目標タスクを期待する評価を定義した･モチベーションモデルを
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第7章結論

元にした評価発生アルゴリズムによって,初期評価から環境に応じた評価の生成が行われ,行動が生

成されることを計算機シミュレーションにより示した.提案するモデルにより,これまでの評価設計

による人間主体の行動生成から,行為主体による行動生成への実現を示し,新しい知能への重要な役

割を果たすと考えられる.

7.2今後の課題

現在のハードウェアの進歩を見ると,ロボットが限られた空間から人間の生活空間へ用いられるよ

うになるのにそれほど時間がかからないように思える.しかし,ハードウェアの進歩に比べてソフト

ウェアの現状は多くの課題を残している.人間社会は,柔軟で適応能力があり,客観的に見ると矛盾

さえ含んだ,人間の持つ知能に依るところが大きく,刻々と変化していく膨大な情報に満ちている.

本研究では,ロボットの行動生成に関する研究から現在求められている知能について考え,このよう

な人間社会でロボットが有効に活動するために必要な知能について考察を行った.そこで,モチベー

ションモデルを提案し,ロボット個体に対する行動生成アルゴリズムを構築したが,まだ多くの課題

を残している.

まず,重要であるのが評価の消滅についての検証である.人間は忘却能力があり,古い知識を捨て,

新しい知識を獲得することで刻々と変化していく環境に適応していく.第6章において評価の生成に

よる行動生成アルゴt｣ズムを構築したが,評価の生成と消滅が組み合わさることで,より有効に機能

すると思われる.

また,そのモデルの基となる人間が1個体として存在すると同時に社会の一員として機能するよう

に,提案するモデルを用いたロボットが群として社会を形成し,人間社会の一部として用いられるこ

とで,より有効に機能し,欠かせないものとなる.提案したモデルでは,進化学的な側面と社会学的

な側面について言及した.進化学的な側面は,個体の本能を形成する社会に関するもので,ロボット

全体の行動原理･存在意義を述べることで個々の行動原理の発生を促すものである.また社会学的な

側面は,ロボット間･ロボット人間のコミュニケーションにより,個々の行動原理を規定し,絶えず

変容していく人間社会に適応していく知能の実現を目標とする.

知能は,知能単体として存在することはなく,身体を通して環境と相互作用することで初めて意味

を持つ･身体であるロボットのハードウェアに関する研究のみを見渡しても,実に多くの研究が行わ

れているが,知能ロボットの研究を行うためには,これまで以上に多くの研究分野との交流が不可欠

となるであろう･その為にも,これまで以上に,自身の研究領域を明確にし,研究目標を明確に持つ

ことが重要である.
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