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概要： 人間の生活環境で自律移動を行うロボットは，深層学習の手法により，人間による設計を必要とせずに
画像やその他のデータから特徴量を抽出し，入力として扱うことができるようになった．深層学習を用いた自律
移動の研究の中には，学習器が有用な表現を獲得するのを促すために補助タスクを設定しているものがある．本
研究では，補助タスクとしての予測学習に焦点を置く．従来研究において，補助タスクは時刻 t の情報から時刻
t+1 の情報を予測するものであった，この予測スケールが最も妥当なものなのかという課題がある．本研究で
は，ニューラルネットワークを用い，時刻 t のセンサー情報から時刻 t+1 の移動コマンドを生成するモデルに時
刻 t+n のセンサー情報を予測する補助タスクを設定する．この n の値を変え，適切な予測スケールを検証する．
実際に検証するための環境をシミュレータ上に作り，評価実験を行った．学習後のモデルは予測スケールにより
異なる性能を示し，これにより適切な予測スケールを設定する必要性が示唆された．
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１．はじめに
近年，人間の生活環境で自律移動を行うロ
ボットは，深層学習の手法により，人間によ
る設計を必要とせずに画像から特徴量を抽出
し，入力として扱うことができるようになっ
た．深層学習を用いた自律移動の研究 [1]は
増え，それらの研究ではロボットに有用な表
現の獲得を促す補助タスクを設定しているも
のがある．補助タスクは，その内容が最適で
あるかどうかは十分検証されていない．
補助タスクを設定した自律移動の先行研究
として，Hermann の研究 [2]がある．この研
究は，言語で指示したオブジェクトへの自律
移動を目的としている．この研究には，時刻
t に生成された行動と入力された画像より時
刻 t+1 の画像情報を予測する補助タスクが設
定されている．この予測はより良い学習結果
をもたらしたが，この+１というスケールの
予測が適切であるのかという課題がある．
そこで，本研究では予測の補助タスクに焦
点を当てる．現在時刻の情報から数時刻先を
予測する補助タスクを設定し，その予測スケ
ールを適宜変更することで，適切な予測スケ
ールの検討を行うことを目的とする．

２．提案モデルと補助タスクの設定
上述の課題を検証するため，本研究では図
1 のニューラルネットワーク, Vision
encoder，Vision decoder と Recurrent
neural network (RNN) [2]を組み合わせたも
のを提案する．Vision encoder は画像の特徴
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図 １
提案モデル
量を抽出するため，Vision decoder は特徴量
から画像を復元するために使用する．RNN
は目的タスクとして時刻 t における Vision
encoder で取り出した画像特徴量，モーター
情報 (ロボット本体の角速度，両車輪の角速
度)，RNN 自身が出力した，時刻 t のコマン
ド（直進，回転）の情報を入力として，時刻
t+1 のコマンドを生成する．また補助タスク
として時刻 t+n の画像特徴量，モーター情報
を生成する．RNN は再帰結合を持つため，
時刻 t の内部状態は過去の履歴を反映したも
のとなる．そのため，時刻 1 から t までの情
報を時刻 t において参照することが出来る．
今回のモデルでは，画像特徴量とモーター
情報の予測スケールを 1, 3, 5, 7, 10 に変更し
て学習を行うことで，予測スケールの違いが
コマンドの生成にどのような影響を与えるか
を評価する．

３．実験
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図 3

実験環境

今回適切な予測スケールの検証のため，図 2
のテレビとソファを設置した部屋を 5 つ，シ
ミュレータ上で設定した．目的地をテレビと
ソファからなる区画とした．データの取得に
はシミュレータの自動で目的地まで移動する
ナビゲーション機能を用いた．各部屋 25 点
の異なる始点から合計 125 本のテレビまでの
移動過程の画像とモーター情報，教師データ
としてのコマンドを収集した．

予測スケールと接近距離の分散

５． おわりに
本研究では，ロボットの自律移動における
予測補助タスクの予測スケールの検討に取り
組んだ．予測スケールを変えたことで性能が
が変化し，補助タスクの予測スケールの変更
は有効であることがわかった．
また，今後の展望としては,各予測スケール
のネットワークを並列に置き，必要に応じ
て，各ネットワークを使い分ける Mixture of
Experts [4]モデルを作成する予定である．ま
た，言語指示からロボットのモーター制御が
出来るモデルを作る予定である．

４． 実験結果
上述の各部屋で取得したデータをもとに学
習を行い，提案モデルの評価を行った．学習
済みの提案モデルを用いて，各部屋で自律移
動を実行した．ロボットがテレビを視界に捉
えた場合を成功とし，自律移動の実行を繰り
返した．補助タスク無しが 23％, delay1 が
16％, delay3 が 28％, delay5 が 41％,
delay7 が 28％, delay10 が 23％という成功
率となった．図３は設定した予測スケール
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予測スケールと接近距離の平均
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n (1, 3, 5, 7, 10) とテレビへ接近した距離の対
応表である．n=5 の時が最も高い接近距離を
示している．接近距離と成功率において，本
実験の予測において適したスケールは n=5 で
あることがわかる．また，図４の分散 n=5 の
際に安定して接近していることがわかった．
以上のことから，学習後のモデルは予測ス
ケールにより異なる性能を示し，これにより
適切な予測スケールを設定する必要性が示唆
された．
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