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概要：ロボットが実空間で，言語を用いながら適応的に人間と共同作業を行うためには，単に言語と行動の多対

多的意味関係を獲得するだけでなく，自律的に認識・生成・待機といったフェイズを切り替えながら，適切な文

脈でその意味関係を運用する必要がある．本研究は，この課題を解決する言語と行動の新しい統合方法を提案す

る．具体的には，再帰結合型神経回路 (RNN)の隠れ層の内部ダイナミクスにインタラクションを表現する状態遷
移を自己組織化させる．評価実験として，人間の言語指示を受けてロボットが行動を生成するタスクを設定した．

学習後の RNNが指示入力を受けると，隠れ層の内部状態が連続的に遷移し，その意味に対応する状態に到達する．
すると直ちに，その状態を元に適切な行動を生成しながら引き続き遷移し，再度初期状態に収束することでまた

次の指示まで待機する．以上の RNNの作動により，ロボットは，自律的に認識・生成・待機のフェイズを切り替
えながら，汎化能力を備えた形でオンラインに指示を行動に変換し，インタラクションを続けることに成功した． 
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１．はじめに	 

ロボットが変動的な人間の生活空間の中で，

人間と言語コミュニケーションをとりつつ共同

作業を行うためには，(1)言語と行動時系列の意
味的マッピングを，未経験な状況へ対応する汎

化能力を備えた形で，体系的に獲得しなければ

ならない[1]．この問題意識から言語と行動の統
合学習を行った従来の研究において，上記の問

題は予め措定されたシーケンス認識・生成・変

換問題の枠組みの中で扱われてきた．しかしな

がら現実のタスクにおいては，認識と生成のフ

ェイズ切替えのサインは明示的には与えられな

い．そのためロボットは，(2)インタラクション
の文脈から自律的に認識，生成，さらには待機

といったフェイズを切り替え，獲得したマッピ

ングを適切なタイミングで運用する能力も獲得

するのが望ましい． 
本研究では，インタラクションタスクの一例

として，「人間の言語指示にロボットが行動で応

答する」という場面を考え，そのタスクにおい

て上記の課題を解決する手法を提案する．	 
	 

２．提案手法	 

上記の課題を解決するために，再帰結合型ニ

ューラルネットワーク(RNN)[2]の隠れ層の内部
状態遷移に，指示認識-行動応答の一連の時系列
を表現する固有のダイナミクスを自己組織化さ

せ，その分岐構造に言語と行動のマッピングを

埋め込むことで，(1), (2)の能力をまとめて獲得
させるという手法を提案する(図 1)．ここで
RNNの隠れ層は，現在までの入力履歴を現在の
内部状態（固定次元ベクトル）として表現する．

例えば，異なる文章が時系列入力として与えら

れると，一般に内部状態は異なる遷移を辿り，

異なるベクトルとして圧縮表現する．また RNN
の出力は，現在の隠れ層の内部状態を非線形に

写像することで得られる．例えば，異なる内部

状態の遷移は，一般に異なる関節角運動の時系

列として出力される．これらの①入力層から隠

れ層，②隠れ層から出力層への変換は，学習で

更新可能な結合重みにより決定する．そこで隠

れ層内部状態の遷移ダイナミクスが，実インタ

ラクションの時系列パターンを対応表現するよ

う結合重みを 適化することで，実インタラク

ションと同期した形での認識生成が実現する． 
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図 1 RNNの隠れ層内部状態の遷移による 
インタラクションの同期的表現 
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またこのようなダイナミクスを獲得させる技術

として，言語と対応行動のシーケンスを予め分

離して与えるのではなく，一連のインタラクシ

ョンのデータを直接教示シーケンスとして用い

た学習を行う．	 	 

３．実験	 

	 評価実験として，以下のタスクを設定した．①

ロボットの前に 2つの色付きベルを置く．②人間
が“Hit left slowly. ”, “Point red fast.”など，“動
詞+目的語+副詞”の 3語文指示を与える．③ロボ
ットがその意味に従った行動を関節角時系列と

して生成する(図 2)． 
	 以上のエピソードにおいて，行動対象のベルが

“red”などの色語で示された場合，そのベルが左
右どちらかにあるかによって，ロボットの生成す

べき行動は変わる．すなわち，RNNは指示文の
意味の状況依存性という問題を，視覚情報を用い

て解消しなければならない．また，指示・行動・

待機のフェイズの切替えサインも明示的には与

えられない．RNNは教示データとして与えられ
る一連のインタラクション時系列に暗黙的に含

まれるこれらの構造を，誤差逆伝播アルゴリズム

によって求められる勾配を元に学習する[3]．  
４．結果	 

	 学習の結果，ロボットは上記のタスクを実行す

る能力を獲得した．すなわち，人間の指示を受け

適切な行動を生成し，また次の指示を待つという

一連のエピソードを反復的に行うことができた．

テスト中の隠れ層内部状態の遷移を主成分分析

によって可視化したところ，このタスクの遂行を

実現する周回的ダイナミクスが自己組織化され

ていることが明らかになった(図 3)．まず，ロボ
ットが指示を受けると，内部状態は，順次入力さ

れる単語の意味に従い分岐しながら遷移する．こ

こで“red”の単語が入力された時，赤いベルが左
右どちらにあるかで異なる遷移を正しく選んだ．

指示が終わると，内部状態はその意味に対応した

状態に到達する．するとただちに，正しいロボッ

トの行動を生成しながら周回構造の後半を遷移

し，再度初期点に収束していく．そして，次の指 

 
 
 
 
 
 
示が入力されるまで，安定点として自己組織化さ

れた初期点にとどまり，待機する．	 

	 以上の内部状態遷移のダイナミクスによって

ロボットは，(2)RNNの計算アルゴリズムを実行
し続けるだけで，自律的にフェイズを切り替えな

がら柔軟にインタラクションを反復した．また色

単語と視覚情報の関係性を体系的に学習したた

め，(1)未経験な状況でも汎化的に正しい遷移を
選択し，正しい行動を生成することができた． 
	 
５．考察	 

	 本研究が提案した言語と行動の統合方法の長

所は，実行させたいタスクのデータを一定量，生

のインタラクションシーケンスのまま用意する

ことができれば，あとは誤差逆伝播法による学習

で自己組織化的に，(1)汎化性のある意味マッピ
ングだけでなく，(2)インタラクションパターン
まで獲得し，インタラクションタスクに適用でき

る点である．学習後の実働時には，計算コストの

小さい順伝播計算を回し続けるだけでよく，オン

ラインに作業を行うことができる． 
	 
６．まとめと展望	 	 

	 本研究では，実インタラクションに応用可能な

形式の，新しい言語と行動の統合方法を提案した．

本研究では，シンプルな指示認識-行動生成タス

クに限定して評価を行ったが，今後の研究計画と

して，逆に文章の生成が求められるタスクや，双

方向変換を要するタスクへの応用を考えている．	 
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図 3 学習によって自己組織化されたインタラクションの表現． 
X印は指示入力が終わり，意味が確定した時間を示す． 
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図 2 ロボットの行動 


