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 This paper describes our ongoing research towards realization of on-site action development system 
through human-robot interaction. Our approach is to construct complete task-oriented recognition-
action system, then evaluate developmental modules inside the system. In this paper, we describe the 
system to employ “bring the letter to an office on the 1st floor” demo. The key technology is a learning 
scheme to increase task success rates through real-world experience and a state-machine based task 
execution system that is capable of recovering from failure. as a on-site teaching system, we describe 
user interface system and recognition and manipulation planning system that convey simple human 
instruction to robot behaviors.

１．は　じ　め　に
　本研究は広く社会に普及する知能ロボットの実現のた
めに，ロボットと人が同じ環境に共存し，人からの意図
や指示を感じながら，ロボットがその場で行動を修正，
獲得するオンサイト行動発達のための要素技術の確立と
システム構成法を明かにすることを目的とする．
　その研究アプローチは第一段階としてトップダウンの
タスク志向研究を行い，その後，ここで開発されたシス
テムに対しボトムアップな発達指向研究に組み込む法式
を採用した．近年活発に開発されている再利用性の高い
知能ロボットコンポーネントと，筆者らがこれまでに開
発してきている知能ロボットのシステム統合ソフトウェ
ア環境の結びつきにより，従来は困難だった2つの方向
性の異なるアプローチの融合が可能となりつつある．
　本論文はタスク成功率向上学習機構と，失敗復帰状
態遷移タスク実現機構，ならびにユーザの簡易な指示
が可能なインターフェースと認識行動システムの構成
法を提案し，最後にエレベータを使った建物内のフロ
ア間移動のタスク実験を紹介し，来年度に向けた展望
を述べる．

２．	オフライン動作学習とオンラインの失敗復帰
を特徴とするタスク実現機構

2.1.	 タスク成功率向上のための経験に基づく学習機
構

　移動と操作を行うロボットにといって，あるタスクの
成功率を決める要因は多岐にわたる．従来研究ではこれ
ら不確実な事象を実世界の試行やシミュレーションによ
りモデル化し，これらの分析を通じてタスクの成功率を
上げようとするものが一般的だが，実際にはシミュレー
ションでは実世界の不確実性を正確に反映するのは困難
であり，また実世界の試行は時間がかかり現実的でない
という問題がある．
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３．	認識行動知能モジュールの支援に基づく	
簡易操作情報端末インターフェース

　本章は情報端末インターフェースによる簡潔な操作に
より，所望の行動を指示するための，環境の三次元点群
情報から人の指示が意味する対象を推論する機能と，人
の指示内容から動作を生成するための操作計画機能につ
いて述べる．
3.1.	 簡易操作情報端末インターフェース
　直感的に指示を行うためのインターフェースとして
タッチ型ディスプレイを搭載した携帯情報端末を用いた
インターフェースを構築した．このデバイスの画面には
ロボットの視野画像が映し出され，この中でユーザはポ
イントすることで操作対象を，ドラッグすることで操作
に関する知識（例えばドアなら，どの軸を中心に回転す
るか等）を教示する．また押す，引く，回転の基本動作
を実行するボタンを持っている．
3.2.	 三次元点群情報を用いた認識支援機能
　インターフェース上の視野画像で指示された画像座標
系上の点に対して，実際の環境で対応する対象の三次元
の位置を計算する．画像座標とカメラモデルから指示方
向を示す三次元直線を計算し，これとレーザスキャン
データ三次元点群との交点を指示対象とする．
3.3.	 操作計画機能による動作支援機能
　基本動作の汎用性の向上のために操作動作計画システ
ムを援用する．操作指示では操作対象の位置と，その対
象に応じた押し動作，引き動作，回転動作を指定する．
これらの動作は予めプログラムされたものであるが，操
作対象の位置にアームを運ぶ際には，環境に応じて障害
物を回避する必要がある．これらを環境毎に教示するの
ではなく，操作動作計画システムを援用し操作毎に自律
的に動作を生成するようにした．

４．	ロボット行動記述言語により分散コンポーネ
ントを統合する融合型ロボットシステムの構
成法

　実環境で活躍するロボット知能の向上を目的としトッ
プダウンのタスク志向研究とボトムアップな発達指向研
究を融合し，実タスクを実現する統合システムの中で適
応型の要素機能の評価と統合を行う．そのためのシステ
ム記述環境として，トップダウンの記述とシステム統合
に適しているロボット行動記述言語により，ネットワー
クのピアツーピア通信を基盤とした分散コンポーネント
を結合・制御させる方式を提案する．本章はその概要を
実例を交え紹介する．
4.1.	 ロボット行動記述プロトタイプ言語EusLisp
　EusLispはロボット研究用に開発されたプログラミン
グ言語であり，効率的な開発が容易なプロトタイピング
言語であるLispの特徴と，幾何モデラが提供する三次元

　そこで，個々の要素の不確実性をモデル化するのでは
なく，問題の本質はタスクの成功率を向上させるように
制御可能なパラメータを決定することであると考え，そ
のようなタスク成功の期待値が最大となるように各パラ
メータを決定する学習機構を提案する．
　具体的には，ある移動目標座標pRを与えたときのタス
クの成功確率をP（Success |pR）とすると，様々なpRを与
えて成功失敗を観測し，もっとも成功確率の高いPRを
発見するのではなく，同じpRを何回も与え，成功失敗を
観測した後に成功率を向上するpRの修正量dpRを計算す
る．ここでは，移動目標座標をpRとしたときの実際のロ
ボットの到達座標をp̂Rとしたときの確率分布P（p̂R |pR）
とロボットがp̂Rにいる際のタスクの成功を表す確率分布
P（Success | p̂R）を 用 い てP（Success |pR）=P（Success | p̂R）P
（p̂R |pR）とし，pRが二次元平面状の位置姿勢であることか
ら，P（p̂R +dpR |pR +dpR）を仮定し，P（Success |pR）の期待
値が最大となるpRの修正量dpRを探索し，これを新しい
目標位置とする．
　52回の試行を行い，そこでの成功・失敗の回数を観
測したところ，成功率は48%であった．そこでこの
データを利用して学習を行い新しい目標位置生成を獲得
した．この学習過程における，最大期待成功率は64.3%

となった．学習後25回の試行を行ったところ72%の成
功率となった．図2に学習前後の移動到達位置と，そこ
での成功・失敗を示した．学習を行うことで成功する試
行数が多くなっていることがわかる．
2.2.	 失敗復帰を特徴とするタスク実現機構
　タスクの実現は図3で示す階層型の状態遷移機構を用
いて記述・管理する．ここでは移動やボタンを押すとい
う行動レベルと，それぞれの行動に対してボタンをみ
て，押して，押されたかどうか確認するという，Look, 

action, Verifyの各動作からなる動作レベルの2階層で記
述がなされている．動作レベルは再利用可能な形で記述
がなされ，ここでは例えばエレベータの外のボタンと中
のボタンで同じ記述が利用されている．本機構の効果は
5章で紹介する．

図３　失敗復帰を含んだ状態遷移タスク実現機構
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的な空間情報の幾何学的な演算能力を援用することで，
環境の知覚を通じて得られる感覚情報処理と，環境情報
とロボットの身体情報に基づく作業計画を含む動作生成
処理の両面において効率的なプロトタイプ記述と実行が
可能となっている．
4.2.	 分散コンポーネント環境ROS
　ROS（RobotOperatingSystem）[1]は ヘ テ ロ な コ ン
ピュータネットワークを前提とした知能ロボットコン
ポーネントの管理，開発，通信を支援するフレームワー
クである．
　通信面では出版─購読型の非同期通信パラダイムを名
前解決モジュール機構を介したピアツーピア通信で実現
しており，そのデータ型は独自の IdL言語で定義され，
各プログラム記述言語に変換し利用する．
　現在ではナビゲーション，ステレオ視覚処理，視覚物
体認識，三次元点群処理に関して，それぞれ有力な研究
者がROSコミュニティに在籍していることもあり，高
性能・高信頼度のコンポーネントが活用できる状況にあ
る．
4.3.	 融合型ロボットシステム
　図4に提案する融合型ロボットシステムの実例を示
す．それぞれ四角で囲まれた部分が分散コンポーネント
にあたり，中央に環境地図の作成，ローカライゼーショ

ン，移動プランニングを行うナビゲーション部分が存在
し，左上には認識を行ういくつかのコンポーネント群を
紹介している．これらのコンポーネントは必要に応じそ
れぞれ通信経路が張られている．
　右下のsubmit_paper_demoと書かれている部分は
EusLispでかかれたロボットのタスク記述となってい
る．ここではロボットの幾何形状モデルを読み込み各コ
ンポーネントへ指令を送っており，分散コンポーネント
を結合するGlue（糊付け）言語としての役割をはたし
ている．この例では人から封筒を受け取る，あるいは背
中にしまわれた封筒を取り出し，窓口に提出する，と
いった動作がプロトタイピングされている．
　一方で，右上のelevator_move_baseという部分はここ
ではエレベータホールに向かい，ボタンを押し，エレ
ベータの中に入り，ボタンを押し，目標階に着いたら外
にでる，という一連の動作を状態遷移モデルを用いて記
述したコンポーネントとなっている．
　このように融合型のロボットシステムでは，芽生え期
はプロトタイプとして記述がなされ，実験を繰り返しな
がら修正が図られるが，その機能が確定するとコンポー
ネントとしてカプセル化されていくという，プロトタイ
プ記述言語と分散コンポーネントの両者の特徴を生かし
たシステム環境となっている．

図４．融合型ロボットシステム：エレベータを利用したフロア間移動タスクの例
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５．	PR2ロボットによる屋内サービスタスクの実
現

　PR2ロボットを用いた屋内サービスタスクの例を図6

に示した．これらは4章で示したシステムで記述され，
その移動目標座標は2.1節の手法で決定され，行動記述
は2.2節に示した記述モデルを利用している．図ではボ
タンを押すのに失敗したことを判断し，再度ボタンを押
している様子が見て取れる．また図5では3章で示した
操作インターフェースを用いてエレベータボタン押し，
並びに，戸棚の引き出しや冷蔵庫のドアを開けている様
子を示す．

６．	おわりに
　エレベータをつかった書類運びタスクを通じて，失敗
検知と復帰が可能な頑強な状態遷移型タスク実現機構
と，タスク成功率向上のための経験に基づく動作パラ
メータ学習機構の有効性を確認した．また，でエレベー

タのボタン押し教示が可能な携帯インターフェースの構
成法を明らかにした．今後は，対人対物のコンテキスト
行動認識による自然なタスクのオンサイト教示法の確立
と，より複雑な日常家事動作への展開を図る予定であ
る．
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図５．サービスタスクの例　上段：エレベータボタン押し、下段：左）戸棚引き，右）冷蔵庫開け

図６．サービスタスクの例（書類を受け取りエレベータにのり事務室に届ける）


