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概要：双腕ロボットは人間と機構が類似しているため, 環境作り込むことなく人の労働力を代替することが容易である. し

かし, 双腕ロボットは単腕ロボットに比べ自由度が高いため (1) 高自由度に伴う制御計算コストが増加する. また, (2)状

況に応じて腕同士の協調性を考慮した動作が困難である. (1)の課題に対して, 従来研究では認識から制御を一貫した

深層学習を用いることで, 設計コストの削減が達成されてきた. 対して, (2)の課題に対する研究は十分に行われていな

い. 本研究では, (1)(2)の課題を解決するために, 片腕の動作学習を行なった二つの深層学習モデルを上位結合ニュー

ロンにより共有することで双腕協調動作を学習する新しい手法を提案した. 提案手法の有用性を検証するため, 本研究

で定義したドラミングタスクを数値実験と実機による実験を行った. 検証の結果から, 本提案手法が双腕動作を学習する

手法として従来手法より優位であることを示した. 

キーワード：双腕ロボット,再帰型神経回路モデル,上位結合ニューロン 

Keywords: Dual Armed Robots, Recurrent Neural Networks, High Level Connection 

１.はじめに 

双腕ロボットは人間と機構が類似しているため, 

環境作り込むことなく人の労働力を代替するこ

とが容易である.しかし, 双腕ロボットは単腕ロ

ボットに比較して二つの異なる特徴を有する. 

(a)自由度が高い. (b)二つのアクチュエータが

作業空間・対象物を共有する場合としない場合が

ある. (a)から(1)双腕ロボットは単腕と比べて

大きな制御計算コストが必要となる. また, (b)

から(2)作業目的や環境に応じた腕同士の協調を

考慮した作業が必要である. (1)に関しては,認

識から制御を一貫して行う End-to-End な深層学

習を用いた制御手法により計算コストを削減す

ることに成功し,また,深層学習のもう一つの特

徴である未学習な環境や対象物に対する頑健さ

も先行研究で示された[1].一方(2)の課題に関し

ては,特定のタスクを腕ごとに分析することで複

雑な双腕協調動作を達成する制御方法が提案さ

れた[2]が,この分析手法は人間が設計した動作

なしでは機能しないため,新たな対象物や環境へ

の適応性がないという課題がある. 上記の背景

から我々は深層学習の特徴を保持しつつ, 腕ご

との動作を分析することで(1)(2)の二つの課題

を解決できないかと考えた. そこで本研究では,

腕別に動作を学習する２つの深層学習モデルを

第３の上位に結合される深層学習が双腕作業に

向けて統合的に学習することで,(1)(2)の課題を

解決する新しい手法を提示する.本研究では, 深

層学習の中でも時刻 t から次の時刻 t+1 を予測

する Recurrent Neural Network(RNN)を用いる. 

２.提案手法 

 二つの RNN を結合する形で, より上位な層と

して新たなニューロン群を加えた Higher Level 

Connected RNNs (HLC-RNN)を提案する.また,そ

の概要を図 1 に示す. HLC-RNN は学習過程に二つ

の段階を有する.第一に各腕に対応した RNN がそ

の腕の動作を学習する(これを RNN①,RNN②とす

る).次に,上位結合ニューロンが RNN①と RNN②

を新しい重みによって結合し,双腕の動作を事後

学習する.腕別に必要とされる複数動作を事前に

個々の RNN が学習し,双腕動作に応じて協調的な

動作の学習を上位結合ニューロンが行うことで,

双腕動作の組み合わせごとに各腕の動作を再学

習する必要がなくなるため,計算コストが低く抑

えられる効果が得られる. 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 1 Higher Level Connected RNNs の構成 

３.実験設定 

本研究では,外部入力として与えられたガイド

テンポに合わせて左右の腕が異なるドラムをパ
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ターンとして叩く「ドラミングタスク」を実験

として定義する.このタスクの流れはⅰ.決まっ

たテンポでビートを刻む(この音をガイドテンポ

とする),ⅱ.クラッシュ音が一度流れる, ⅲ.ガ

イドテンポに合わせて双腕によるベースとスネ

アの音を特定のパターンで叩く,の三段階で構成

される. このタスクの評価として未学習のガイ

ドテンポに合った双腕によるパターンを叩けて

いるかを検証する.実験に用いる学習モデルは, 
提案手法である HLC-RNN に Multiple 
Timescale Recurrent Neural Network
（MTRNN）[3]を RNN として用いた HLC-
MTRNN を設計し, この他に比較用の既存の学

習手法として MTRNN を用いた. 数値実験で

は,64種類用意したガイドテンポから,59 種類の

ガイドテンポを学習用とし、残りの 5種類を未

学習データとした.実機による実験では 19 種類

のガイドテンポを学習用とし,3 種類を未学習デ

ータとした.また, 数値実験における動作データ

は, 0 と１のバイナリとしてデータを作成した.

感覚入力の前処理や制御モデルの概要を図.２に

示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. 入出力データと制御モデルの概要図 

４.実験結果 

 図.3(1)に数値実験における HLC-MTRNN
を用いた双腕での組合せを未学習のガイドテ

ンポで生成した時の数値実験の結果を示す.赤
線は正しいパターンの数値であり, 青線は学

習モデルによる出力を表す. 上段から右腕の

出力, 左腕の出力, 出力による音声の生成結果

を示し, 正しい値の赤線と出力の赤線が重な

っており, 提案手法が未学習のガイドテンポ

に対応する汎化性のある双腕組合せタスクを

行えることを示した. また,各学習モデルが, 
(2)は数値実験において 5 つの未学習データを

出力した際, (3)は実機による実験で 6 つの未

学習データを出力した際の, 学習回数 1000 回

までの平均誤差の比較である. 二つの実験で

従来手法よりも, 本研究の提案手法である

HLC-MTRNN の方が誤差が有意に低いとい

う結果が得られた. 

 
図.3 数値実験と実機による実験の結果 

５.まとめ 

 本研究では, 各腕の学習を行なった 2 つの

RNN を上位結合ニューロンで共有することで,
双腕協調作業を獲得する新しい学習モデルを提

案し, 実験によりその性能を示した. 今後の展望

は３つ以上の腕による制御計算コストの高い協

調動作の学習を行なっていく. 
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