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概要： 近年，人間の言語指示に従い働くロボットが増えている．ロボットが言語指示から行動生成を行う際の課題とし

て，言語指示自体に含まれる曖昧性がある．この曖昧性を扱うため，本研究ではニューラルネットワークを用いて言語指

示を埋め込む際の表現形式に着目した．埋め込み表現として一般に使用される 1 つの点に加えて，1 つのガウス，複数

の点，複数のガウスという 4 種の埋め込み表現形式についての比較実験を，積木の数値実験を用いて行った．結果とし

て，1 つのガウス，複数のガウスへの埋め込み表現を用いた行動生成のタスク達成率は， 1 つの点への埋め込み表現を

用いた行動生成のタスク達成率より有意に高くなった．また曖昧性の埋め込み表現における構造化の確認結果について

解析を行った結果，曖昧性は埋め込み表現ではなく，出力層の確率分布に埋め込まれていることが分かった． 
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１．はじめに 
 近年，⾔語指⽰に従い働くロボットが必要とさ
れている．ロボットが⾔語指⽰から⾏動⽣成をす
る際，指⽰に (1)連続的曖昧性と (2)離散的曖昧
性があるという課題がある．例えば， “箱を取っ
て”と指⽰を受けた場合，様々な軌道で箱を取る
ことが出来る (連続的曖昧性)．また⾚と⻘の箱
がある環境で，⾊に関する指⽰がない場合，どち
らを取っても正しい (離散的曖昧性)．この両⽅
の曖昧性を含む指⽰に対して⾏動⽣成をできる必
要がある． 
 ⾔語指⽰から⾏動⽣成する際には，近年深層学
習が良く⽤いられている [1,2]．⼀般に⾔語指⽰
を固定次元のベクトル表現，すなわち 1 点に埋め
込む⼿法が使われるため，曖昧性を明⽰的にモデ
ル化していない．また指⽰をガウス分布に埋め込
む⼿法もある [3]．ガウス分布の分散として連続
的曖昧性を扱うことが可能となる． 

本研究では曖昧性を扱うために 1 つの点，1 つ
のガウスに，複数の点，複数のガウスを加えた 4
つの表現形式 (図 1)を考えた．本研究ではこの４
つの表現形式を使⽤した深層学習モデルを実装
し，学習実験を⾏いその性能や性質を調査した． 

 

２．使用した深層学習モデル 
 4 つの表現形式を⽐較するにあたり，⾔語指⽰
をエンコードする instruction encoder network 
(IEN)と IEN の出⼒を⾏動系列にデコードする
action generator network (AGN)を組み合わせ
た，図２の深層学習モデルを使⽤した．IEN と
AGN には時系列データを扱える recurrent 
neural network (RNN)を使⽤した．まず IEN に
おいて，⾔語指⽰と初期画像を⼊⼒として埋め込
み表現を得た後，そこからサンプリングを⾏い，
AGN への定常⼊⼒を得る．その後 AGN によ
り，定常⼊⼒と画像の系列情報を⼊⼒として⾏動
系列を⽣成する． 

 
３．実験 
 埋め込み表現⽐較のため，積⽊の数値実験を⾏
った．指⽰は３⾊ [“red”， “green”， “blue”]，
×動詞 2 種 [“break”， “build”]の形式とし，1 ⽂
指⽰と “and”で繋いだ 2 ⽂指⽰を⽤意した．初期
画像は３⾊を左 /真ん中 /右とランダムに対応さ
せ，更に 1~5 段の⾼さをランダムに積んだ．⾏
動系列⽣成については，“build”の場合，指定⾊の

図 2 深層学習モデル 

図 １  4 種の埋め込み表現 
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積⽊を 1 ステップに 1 つ積み，6 個積み上げたら
タスク完了とした．“break”の場合，指定⾊の積
⽊を１ステップに 1 つ消し，積⽊がなくなったら
タスク完了とした．また２⽂指⽰の場合，結果が
正しければ過程は問わないとした．例として，指
⽰が “break red and build green.” (図 3)の場
合，⾚の積⽊を消す /緑の積⽊を積むどちらから
⾏動しても，⾏動終了時に⾚の積⽊がなく，緑の
積⽊が 6 個積まれたら正解，とした．1 つの 2 ⽂
指⽰に対して 2 つの異なる正解⾏動系列を設定し
たため，離散的曖昧性が含まれたタスクとなって
いる．実験⽤に⾔語指⽰ 30 種，初期画像 750 種
における全ての組み合わせのデータ 40500 本を
⽤意した．学習⽤のデータとして，(i)40500 本か
ら 20%をランダムに選んだ 8100 本のデータセッ
ト， (ii) 40500 本から“break red and build 
green.”の指⽰ 1500 本を抜いた 39000 本のデータ
セットを⽤意した．  

 
４． 実験結果 
 (i)の学習⽤データセットで⾏った 4 つの表現
形式の評価では，いずれを使った場合もほぼ
100%のタスク達成率を得た．(ii)のデータセット
で⾏った学習の結果を図４に⽰す．1 つの点への
埋め込みとその他の埋め込みを t 検定で⽐較した
ところ，1 つのガウス，2 つのガウスへの埋め込
み表現を使⽤した時のタスク達成率が，1 つの点
への埋め込み表現を使⽤した際のタスク達成率に
対して有意に⾼いことが分かった． 

 
５．解析 

続いて埋め込み表現内での構造化を確認するた
め， “break”， “build”， “red”， “green”，
“and”を組み合わせた 4 つの指⽰それぞれを 2 つ
の点へ埋め込んだ際の埋め込み表現を主成分分析
した (図 5)．この主成分分析で ①順番のみ異な
る同じ意味の指⽰が近傍に埋め込まれているか，
②同じ指⽰が 2 つの異なる正解⾏動系列として埋
め込まれているか確認を⾏った．①については， 
図 5 より，順番のみ異なる同じ意味の⾔語指⽰で
ある “break red and build green.”と “build 
green and break red.”が近傍に埋め込まれている
ことが確認出来た．②については，同じ指⽰から
埋め込まれた 2 つの点が，寄与率 0.4%である

PC2 ⽅向にしか離れていないことから，ほぼ近
傍に埋め込まれているため，1 つの指⽰から埋め
込まれた 2 点は，同じ正解⾏動系列として埋め込
まれていると考えられる． 

同じ指⽰の出⼒が近傍に埋め込まれた原因とし
て，曖昧性が埋め込み表現ではなく，出⼒層の確
率分布で表現されているという可能性を考えた．
この仮説に基づき，⾏動系列の出⼒⽅法を出⼒層
の確率分布の最⼤値を取る⼿法から，出⼒層の多
項分布に基づきサンプリングする⼿法に変更し
た．その結果，1 つの２⽂指⽰から，異なる 2 種
の⾏動系列を⽣成する正答率が，3%から 49%に
上昇した．また出⼒層の確率分布を確認すると図
6 のようになった．これらの結果により，曖昧性
は埋め込み表現ではなく，出⼒する際の確率分布
に埋め込まれていたことが分かった． 

6．おわりに 
 本研究では，⾔語指⽰から⾏動⽣成をする際の
埋め込み表現の⽐較を⾏った．埋め込み表現とし
て 1 つの点への埋め込みをした際の⽣成結果に対
して，1 つのガウス，複数のガウスを埋め込み表
現とした際の⽣成結果は有意に⾼かった．また，
離散的曖昧性に関しては，同じ意味を表す異なる
⾔語指⽰が，近傍に埋め込まれている確認が取れ
た．加えて，同じ指⽰が 2 つの正解⾏動系列とし
て埋め込まれた結果の解析から，曖昧性が埋め込
み表現ではなく，出⼒する際の確率分布に埋め込
まれていたことが分かった． 
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図 3  “break red and build green.”の行動例 
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図 4  (ii)のデータにおける正答率の比較 

図 6． 出力層の確率分布 

図 5  主成分分析 
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