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This paper proposes an on-line, interactive approach for incremental learning and visualization
of full body motion primitives from observation of human motion. The human demonstrator motion
is captured in a motion capture studio. The continuous observation sequence is first partitioned into
motion segments, using stochastic segmentation. Motion segments are next incrementally clustered
and organized into a hierarchical tree structure representing the known motion primitives. At the
same time, the sequential relationship between motion primitives is learned, to enable the generation
of coherent sequences of motion primitives. A visualization system is also developed to allow the
demonstrator to visualize the motion database and the motion primitives learned by the system. An
online system and user interface for demonstrating and viewing motion primitives and their
relationship is developed and tested. ---------- ------------------------------ -------------------------------.
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1. 緒
言
観察とイミテーションを利用した学習は，人型ロボ

ータの分析アプローチを提案した．Calinonらは（6），
隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model – HMM)

ットにとって重要である．そして，ヒューマノイドロ

に基づくProgramming by Demonstration (PbD) のシステ

ボットと人間の身体構造の類似性の利用は，複雑なロ

ムを提案した．中岡らは(18），ダンス動作のプリミティ

ボット動作のプログラミングを不要にできる可能性が

ブの分析，生成と可視化システムを提案した．
しかし，

ある．また，オンライン観察中に動作プリミティブと

大部分のアプローチはオフラインの学習を前提として

その遷移を抽出するという重要問題は，学習システム

いる．データは予めデザイナーによって採取され，分

によって解決できるものと考える．自律的な動作文節

節化，類似する動作グループへの分類も，オフライン

化，既に学習した動作プリミティブの検知，自律的な

で学習過程に渡される．しかし，人間の環境で働くロ

新しい動作プリミティブのクラスタリングと学習，そ

ボットは，常に稼動中の連続学習を要求される．ロボ

して，各動作プリミティブをどのようにシーケンス結

ットは人間と共存，協調して動作しながら，オンライ

合し，新しい行動を生成するかの学習である．さらに，

ンで観察した行動を分節化し，分類，学習し，その知

デモンストレータは何がここまで学習されたかを視覚

識を自己組織化しなければならない．

的に確認することも，学習のためのデモンストレーシ

我々の研究のゴールは，人間の環境で働き，人間と

ョンにおいて重要である．

交流している間，観察から連続的に学ぶことができる

これまで多くの見まね学習のアルゴリズムが提案さ
れてきた

ロボットを開発することである．学習過程は教師にと

．Taylorらは（3），Conditional Restricted

(1-2)

って単純で直観的でなければならず，教師は手で動作

Boltzmann Machine（CRBM）を使って, 人間の動作を

プリミティブか動作構成要素であるかを示すことなし

モデル化するためのアプローチを提案した．学習した

に，ロボットはそれらを自動抽出できなければならな

モデルは連続動作シーケンスを生成でき，別の動作へ

い． Kulić ら

の遷移も学習できる．JenkinsとMataric
寸法縮小

(5)

(4)

は，ST-Isomap

(7-11)

は人間の全身動作プリミティブの

オンラインでの分節化，クラスタリング，およびプリ

に基づく人間のモーションキャプチャデ

ミティブ間の関係を漸次的に学習するアプローチを提
案してきた．観察した時系列データは最初に適切な長
さの時系列データに確率的に分節化される．分節化さ
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れた動作は，漸次的にクラスタリングされる．

*1
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Fig.1 - Overview of the integrated system. [x,y,z] marker position data is first converted to joint angle data for the humanoid kinematic model using on-line
inverse kinematics. The joint angle data is next segmented using on-line stochastic segmentation (Section 2.1). Segments are incrementally clustered and organized
in a tree-structure (Section 2.2). At the same time, the temporal relationships between segments are learned via the motion primitive graph (Section 2.3). Walks on
the motion primitive graph can be used to generate command trajectories for the humanoid robot.

Fig.2 - Overview of the Incremental Clustering Algorithm (A square represents a data sequence, and a circle represents a group). (a) a new observation sequence is
observed and encoded as an HMM; (b) the observation sequence is compared to existing groups via tree search; (c) the new sequence is placed in the closest
existing group; (d) local clustering is performed on the modified group (zoomed in view of modified group); (e) a new subgroup is formed from similar motions in
the modified group; (f) the subgroup is added to the tree as a child of the modified group.

のデータの密度分布が得られる．観察，蓄積された多

この間に学習した動作から木構造が形成され，おのお
のの動作タイプを生成できるモデルに抽象化する．こ

量のデータにより，連続したデータウインドウ間の距

れに並行して，動作プリティブの連続関係を表現する

離は既知確率密度関数の成分で表した二乗エラーとし

グラフモデルが構築される．グラフは学習した動作プ

て計算することができる．この距離は，混合ガウス型

リミティブとそれらの関係に基づいて，ロボットの新

確率密度関数の場合，
解析的に計算することができる．

しい動作シーケンスを生成するために使用される．全

解析計算はスライディングウインドウに関して隠れマ

ての手順を，図 1 に示す．これら漸次的学習と動作抽

ルコフモデルを定義することによって行われる．各々

象化に加え，トレーニング中，教師がシステムの学習

のウインドウは，HMM の状態と一致し，各々の状態

度に応じた教示を施すためには，それまでの学習の状

に対して観察確率分布は，状態と観察の間の距離を表

態を教師に示すための仕組みが必要である．本研究で

す．分節結果は，ヴィテルビアルゴリズムによって最

は，動作プリミティブのデータベースと動作プリミテ

適な状態遷移系列を計算することで得られる．全ての

ィブのグラフを可視化するためのシステムを提案する．

ヴィテルビアルゴリズムによって，同じ状態に属する

この可視化システムにより，人間のデモンストレータ，

と考えられるウインドウは，同じ部分に置かれる．し

またユーザーは，現状のロボットの知識に対するより

たがって，ウィンドウサイズ W は，分節化の最小単

良い洞察を得られるだろう．教示が対話的になること

位である．W が予想された最も短い動作プリミティブ

で，更なる学習の効率化が期待できる． 第 2 節は，

より小さくなるように，選ばれなければならない．十

文節化，クラスタリングと動作プリミティブグラフの

分に小さい W が選ばれる限り，
ヴィテルビアルゴリズ

構造プロセスを概説する

(7-11)

．第 3 節は，可視化アプ

ムで測定される部分が複数のウインドウを含むので，

ローチを述べる．第 4 節は実験の結果を示して，第 5

W のサイズが与えるアルゴリズムへの影響は小さい．

節で結論を述べる．

2・2 漸次的な
入力さ
漸次的な動作プリミティブ
動作プリミティブの
プリミティブの学習
れた時系列データがプリミティブに分節化されると，

2. 分節化，
分節化，動作プリミティブ
動作プリミティブの
プリミティブの学習と
学習と動作プリミティ
動作プリミティ
グラフの
ブグラフ
の構成

それらはクラスタリングモジュールに順番に渡される．

2・1 確率的な
Kohlmorgen と Lemm の
確率的な分節化
(12, 8)
分節化のアルゴリズム
は，同じ動作プリミティ

を用いて，ロボットが学習した動作を表現する階層的

これまでに提案されたクラスタリングアプローチ(7, 9)
な木構造が漸次的に作られる．木の各々のノードは動

ブに属するデータは，潜在的に共通する確率分布を持

作プリミティブを代表するので，似ている動作を認識

つという発想に基づいている．入力された時系列デー

でき，そのうえロボットのために対応する動作を生成

タは，まず，より高次元のスペースに格納される．次

するためにも利用できる．動作を表す空間の各々の領

に，多変量ガウスカーネルをもつ標準的な確率密度モ

域の中で，標準的なクラスタリング技術

デルを用いて，長さ W のスライディングウインドウ上
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(13)

を用いて，

動作プリミティブを再分割することができる．HMM

プリミティブのグラフノードは動作プリミティブを表

は観察系列を抽象化するために使われる．モデルのパ

し，それらの間のエッジは 2 つの動作プリミティブ間

ラメータは，データセットの特徴を形成する．これら

で観察された遷移を表している．

の特徴は，観察系列の間でクラスタリングに使う距離

最初は，動作プリミティブが存在しないため，グラ

を定義するのに用いられる．

フは空集合から始まる．新しい動作プリミティブが葉

アルゴリズムは，最初に 1 つのグループ（ルートノ

ノード（第 2.2 節で記述される）としてクラスタリン

ード）で始まる．教師の動作が観察されるたびに，そ

グ方法によって抽象化されるたびに，対応するノード

れを HMM に記号化し，木検索手法による既存のグル

は動作プリミティブのグラフに加えられる．漸次的な

ープと比較し，最も近いグループに入れられる．観察

クラスタリングは，動作認識の際にも実行される．新

された動作の HMM は単純な left-to-right タイプである，

しく観察された動作部分が木構造の既存の
（非ルート）

６ノードがあるモデルを使用する．グループの HMM

ノードに置かれるとき，ノードと一致した動作プリミ

( 9)

は単純なモデルか FactorialHMM が選択される ．

ティブとして認識されたことを示す．2 つの連続的な

HMM の学習は全てオンラインで行う． グループが修

動作プリミティブの移行が起こり，動作プリミティブ

正されるたびに，グループの例の中でローカルなクラ

の遷移モデルが次第に構築されてゆく．動作プリミテ

スタリングが実行される．クラスタリングの方法には

ィブへの移行が新たに起きる度に，
エッジは増加する．

complete link hierarchical clustering を使う( 13)．十分な数

このようにして，ロボットは漸次的に動作プリミティ

の類似なクラスタが見つかった場合には，子グループ

ブを増やし，それらがどのように結合できるかを学習

がデータサブセットとしてつくられる．このようにし

してゆく．

て，アルゴリズムはロボットの観察により，次第に動

構築したグラフは，エッジでつながったノードを連

作プリミティブのスペースを学んでゆき，知識として

結することによって動作プリミティブの系列を生成す

自己組織化する．アルゴリズムの木構造化プロセスを

るのに用いられる．グラフは，観察されたことのない

図 2 に示す．

新しい動作プリミティブのシーケンスを生成すること

この方法によって，ロボットは教師を連続観察する

もできる．このように，ロボットはその既知の動作プ

間，観察した動作を学び，分類する．学習した階層構

リミティブとそれらの関係に基づいて新しい動作を生

造から，類似性と履歴に基づいて簡単な検索を行うこ

成することができる．また，動作グラフは観察された

とで，自動的に動作を生成することができる．また，

人間行動の抽象化モデルを表現しているため，このシ

ロボットの知識は観察したトレーニングデータのタイ

ステムは人間の活動をモニターして，観察された人間

プに基づいて組織化されるため，ロボットの知識はデ

の将来の動作を予測するのにも用いることができる．

ータが多く観察された動作の領域でより詳細化される

提案したアプローチは，グラフィクスキャラクタア

特徴を持つ．

ニメーション

(15 – 16)

のために使用される動作グラフ

クラスタノードが形成されると，そのノードは動作

手法と類似している．しかし，動作グラフ手法との重

プリミティブを抽象化したものを表している．抽象化

要な違いは，グラフが個々の姿勢ではなく動作プリミ

されたノードからロボットの動作軌道を生成するには，

ティブから成るということである．これは，結果とし

(14)

決定論的な動作生成方法を採用した ．この方法では，

て生じるグラフが小さく，したがってより簡単に検索

各々の時刻で，一つの状態が担当する時間は状態遷移

でき，適当なシーケンスを生成するためにより少ない

モデルから最初に推定される．以降の状態はグリーデ

計算で実現できることを意味する．動作プリミティブ

イポリシーによって選ばれる．出力観察ベクトルは，

が一つの連続的な動作を記号として抽象化するため，

その後出力モデルからグリーデイポリシーによって生

動作プリミティブのグラフはより高い抽象化レベルに

成される．結果として軌道は不連続な変化をしがちに

あるといえる．

なるが，力学的な安定性を満たすようにローパスフィ

3. 可視化

ルターを通したのちに，コントローラに目標値として

デモンストレーションプロセス中（オフライン時も同様

与えられる．

に），システムがこれまで学習した内容の可視性は重要で

2・3 動作プリミティブ
動作プリミテ
動作プリミティブの
プリミティブのグラフ
ィブを表す階層木構造の構築と同時に，プリミティブ

ある．可視性があれば，教師は更なるデモンストレーショ
ンをシステムの現在の知識に合わせて与えることができる．

間で観察された動作の遷移を表すグラフを構築するこ

この目的のために，可視化システムを提案する． 開発し

とによって，プリミティブの関係性を学習する．動作
3

4. 実験

たシステムでは，デモンストレーション中常時，またはオ
フラインで，ここまで得られた動作プリミティブのアニメ

合同の文節化，クラスタリングと動作プリミティブのグラ

ーション，およびデータベースの現在の木構造図と動作プ

フ抽出化アルゴリズムを，オンラインデモンストレーショ

リミティブグラフの現状を，教師自身が視認できる．獲得

ンにより，可視化システムとモーションキャプチャシステ

プロセスの進行中に教師が与え続ける動作が，システムが

ムを使用しテストした．複合システムをテストするために，

獲得した既知の動作だと認識すると，画面の木構造図が直

モーションキャプチャスタジオにおいて様々な全体動作シ

ちに更新される．

ーケンスをキャプチャした．教師は34 個の反射マーカーを

この可視化システムは，モーションキャプチャシステム

装着している．サンプルレートは10ms で，各々のマーカー

から直接マーカーデータを受け取り，アニメーションキャ

［x,y,z］位置は，オンラインでモーションキャプチャシス

ラクタの運動学モデルに基づいて，オンライン逆運動学 (17)

テムによって検出する．マーカー位置と実験セットアップ

により関節角度データに変換される．使用するアニメーシ

を図 3，4 に示す．教師は，片手と両手の上げ下げ，前屈，

ョンキャラクタの体形と自由度数は目的によって選択でき

しゃがみ動作を実行した．教師は，各々の動作タイプを 6

る． 与える動作は人間動作の分析のために利用する場合，

回程度繰り返した．

タスクの必要条件に応じて設定するが，人型ロボットの動
作生成のために学習する場合は，ロボットの運動学構造に
応じて設定する．教師の現在の動作は，アニメーションキ
ャラクタにリアルタイムで反映される．この機能は，教師
にとって，逆運動学が適切に動作し，動作が正しくヒュー
マノイドロボットの関節角度に変換されているかを確かめ
るのに役に立つ．
関節角度データは，第 2 節で記述された文節化，ク
ラスタリング，動作プリミティブのグラフの学習アル
ゴリズムモジュールに渡される．新しい動作プリミテ
ィブが抽象化される度に，知識データベースの現在の

Figure 3 - Experimental Setup.

状態を表す木構造にノードが追加され，画面に表示さ
れる．これにより，教師はデモを完了するか，学ばせる次
のタスクに移るべきかを判断できる．またシステムは，学
習されたそれぞれのプリミティブを必要に応じて再生
する機能を持つ．これにより，教師は動作が正しく学ばれ
たかどうか，あるいは，更なるデモンストレーションが必
要かどうか決定できる．
二つの既知の動作のシーケンスが観察されるたびに，動
作プリミティブのグラフが更新される．同時に，動作
プリミティブのグラフは，可視化システムによって更
新され表示される．
現在のデモンストレーションの前に学習した動作プリ
ミティブが認識されると，視覚化システムは，実行され

Fig. 4 - Marker setup and positioning during the motion capture experiments.

た動作がシステムに機知であると教師に通知する．これは，
動作プリミティブのグラフの上で認められた動作プリミ

可視化システムはキャプチャーシステムから受け取った

ティブの色の変化で示される．このように，教師は個々の

マーカー位置データを，オンライン逆運動学によりアニメ

動作プリミティブと動作プリミティブのシーケンスがシス

ーションキャラクタに反映し，その動作を文節化およびク

テムによって正しく認められているかどうか追跡すること

ラスタリングと動作プリミティブの抽出化を行うモジュ
ールに渡す．分節化とクラスタリングに用いられたデータ

ができる．

ベクトルは関節角度である．図 5 に実行中のシステムス
クリーンショットを示す．

4

動作プリミティブが抽象化されると，動作プリミティブ

デモンストレーションの終了後，ユーザーは学習した動作

のグラフ画面に現れる（図 6）．さらに多くの動作が抽象

プリミティブを再生し，学習結果を確認することができる

化されると，それらの関係も同時に学習され，動作プリミ

（図9）．

ティブのグラフが漸次的に変化する（図 7）．動作が学習

デモンストレーション（約 2.5 分）の後，システムは

された後，それと同様の動作を認識すると，動作プリミテ

示された 10 の動作のうちの 8 つを学習した（図 10）．

ィブのグラフの上でハイライトされる（図8）．

5. 結

語

本論文は，人間の教師の観察から得られる全身動
作プリミティブを通じて生成された動作プリミティ
ブ，および，その構造化により，オンラインで連続
的に動作を学習するアプローチを提示した．また，
教示中，教師を支援するための可視化システムも提
示した．観察された人間の動作は，最初にオンライ
ン逆運動学 (17) を通してロボット関節角度データに
変換される．関節角度データは，確率論的な文節化
を使って，潜在的な動作プリミティブに自律的に分
節される(12, 8)．この文節化された動作プリミティブの

Fig.5 - Screen shot of the visualization system during on-line motion
playback.

候補は，漸次的にクラスタリングされ，動作プリミ
ティブを生成できるモデルに抽象化される (7,9,10) ．
各々の動作プリミティブが学習されると，それらは
動作プリミティブのグラフにも追加される．グラフ
は，動作プリミティブ群の関係を学習することによ
り徐々に更新されることも確認した(11)．

Figure 6 - Screen shot of the visualization system when the first motion
primitive is abstracted and placed in the motion primitive graph (shown on the
left hand side window).

Figure 8 - Screen shot of the visualization system when an existing motion is
recognized by the system during the performance of that motion (shown in
the left hand size window).

可視化システムにおいては，新しい動作の学習時，既知
の動作の認識時，および，動作の新しい関係の生成時にそ
れらを画面に表示することで，トレーニングプロセスの効
率化の可能性を確認した．また，デモンストレーション終
了後，ユーザーがシステムの学習を様々な可視化機能によ
り評価し，将来のデモンストレーションに生かすことがで

Figure 7 - Screen shot of the visualization system when a transition between
motion primitives is acquired and displayed on the motion primitive graph
(shown on the left hand size window).

きた．
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Figure 9 - Motions learned by the system can be uploaded and played back on
the visualization system to verify the learning process.
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Figure 10 - Final tree structure of the learned motions primitives. “BAR”= Both Arms
Raise, “BAL” = Both Arms Lower, “BOW” = Bow Motion, “SQD” = Squat down,
“SQU” = Squat Up, “LAR” = Left Arm Raise, “LAL” = Left Arm Lower, “RAL” =
Right Arm Lower. Note that the program does not know the motion name labeling, these
are assigned manually following inspection of the clustered motions.
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