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逐次記憶化および分類による全身運動知識の自己組織化
Incremental symbol-formation, clustering and self-organization of whole body motion
patterns
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This paper describes a novel approach for incremental symbolization and classification of observed human
motion. The acquired symbols can be used for both subsequent motion recognition and generation. The resulting
representation is a tree structure with the symbol at each node corresponding to its abstraction level.
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1. 緒言
人間と類似した身体構造を有したヒューマノイドロボッ
トにとって、人間の行動観察を通じた見まね学習は強力な枠
組みであり，これまでに多くの見まね学習モデルが提案され
てきた［3、14］。しかし、これら多くの見まね学習アプロー
チは設計者によって行動数の指定および学習データの分類作
業が必要である。また、学習は一回だけのオフライン処理に
よって行なわれる。あるいは、すべての動作データがオフラ
インで取得可能ならば、その動作データに対してクラスタリ
ングを適用することができ、運動プリミティブの最適な数を
求め、おのおのの動作データを教師信号として与えることが
できる。しかし、日常生活において人と共存するロボットは、
新たな環境下における未知の運動プリミティブの逐次学習が
できなければならない。ロボットは教師である人間と生活を
共にし，相互作用する間，提示された行動をオンラインで観
察し、分節化し、分類することができなければならない。こ
の学習過程において、運動プリミティブの数は予め決められ
たものでなく、ロボットは自律的に最適な数の運動プリミテ
ィブからなる知識構造を有する必要がある。さらに、観察さ
れた動作と学習した運動プリミティブの数が増加するにした
がって、獲得した知識を効率的かつ簡単に検索できる知識体
系を築く必要がある。
運動の分類精度と学習データ数にはトレードオフの関係が
ある．すなわち，分類精度を高めるためには，より多くの学
習データが必要である．ロボットが少数の運動観察を通じて
適切な運動プリミティブを抽出できる，その運動プリミティ
ブを用いて運動の認識・生成が可能となる．さらに，この運
動生成により、学習した運動は他の学習形態（例えば練習［1］
と教師からのフィードバック［11］）を通してさらに洗練する
ことができる。こうした学習手順は数多くの観察に基づく模
倣のみの見まね学習より効率的である。したがって，数少な
い運動データから正確にクラスタリングする情報処理は必要
である．クラスタリング精度は，分類すべきデータの類似度
や用いるモデルに依存する．大きく異なる動作の分類は、単
純なモデルを用いても可能である。一方、類似の運動を分類
するためには、表現力の高いモデルが要求される。しかし、
このような高い表現力を有するモデルは、より多くの記憶容
量および学習時間を必要とする。したがって、分類すべき動
作の類似度に応じたモデルが選択されるのが好ましい。
オンライン観察の間，運動プリミティブを抽出するためには、
自動的な運動の分節化、既学習運動の認識、自動的なクラス
タリング，未知の動作の学習，および簡単な検索が可能な記
憶装置への学習したデータの組織化の問題がある。本論文に

おいて，観察された運動プリミティブの逐次記憶・分類を通
じて自己組織的な全身運動の知識構造化を提案する。
BreazealとScasellati［3］とSchaalら[14]は模倣による運動
学習を総括している。BreazealとScasellatiによって論じられて
いる見まね学習の多くにおいて，学習動作が人間の手によっ
て予め分節化されており、学習はオフラインで実行されてい
る。たとえば、Billardら［2］は 運動認識および生成可能な
見まね学習モデルとして，隠れマルコブモデル（HMM) を適
用している。ベイズ情報量基準（Bayes Information Criterion
BIC）はHMMの状態の最適数を選ぶのに用いられている。し
かし，学習前に学習する運動データ全てを予め用意し，運動
データの分類される数を設計者が決める必要がある．
尾形ら［12］は、長期（漸次的学習）に適したニューラルネ
ットワークを構築した。この研究において、ニューラルネッ
トワークはパートナーである人間と協調作業における、ナビ
ゲーション作業を学ぶのに用いられる。しかし、彼らのシス
テムでは、ロボットは 1 つのタスクだけを学び、知識の階層
的な組織化は起こらない。
門根ら［6、7］は、非単調シグモイド関数を用いた連想
記憶ニューラルネットワークに基づく人間の動作の自律的な
分節化、抽象化および連続的な抽象度での認識が可能なシス
テムを提案している。しかし抽象化した運動表象は観察され
た運動の認識にのみ使うことができ、運動を生成することは
できない。
高野ら［15］は、ＨＭＭに基づいた人間の動作の自動的
な分節化、認識および生成ができるシステムを開発している。
このアプローチで、自動的に分節化されたデータに基づいて、
一組のHMMが逐次学習される競合学習法を適用している。
各々の新しい運動パターンは、その運動パターンに最も類似
したHMMの教師信号として用いられる。しかし、抽象度の異
なるレベル間における、階層化メカニズムは提案されない。
学習モデルのもう一つの重要な問題は、モデルサイズの
選択である。BIC［2］または赤池情報量基準[8]の使用は提案
されているが、両基準は学習データとの適合度とモデルのパ
ラメータ数のトレードオフに基づいたものであり、最適なモ
デルサイズの検索に膨大な時間が要する。運動認識に関して、
必要なモデルサイズは現在の観察のモデル性能のみならず知
識データベースその構造上にも依存する。多くの類似した運
動がデータベース中にある場合、運動を簡単に識別するには、
より的確なモデルが必要である。一方、運動が大きく異なる
場合は、非常に単純なモデルにより簡単に区別することがで
きる。
そこで，本論文では可変構造隠れマルコフモデルを用い
ることにより，全身運動の逐次分類および記号化を通じた知
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識構造化の枠組みを提案する。運動パターンを観察するにつ
れて、その運動パターンを抽象化する。個々の運動パターン
は距離測度を用いて逐次クラスタリングされる。形成された
クラスタは、運動生成に使われるグループモデルを構築する。
モデルサイズは各モデルが必要とする分離度に基づき、自動
的にオンラインで調整される。

似性および階層関係に基づいて、行動間の関係を自動的に生
成することができる。そのうえ、ロボットの知識は観察した
運動データに基づき組織化され、ロボットの知識は多くの運
動データが観察された行動空間の領域において詳細化される
であろう。

2. 漸次的な行動学習
本稿では、ロボットが学習した運動を表現するために, 運動
パターンの階層木構造を逐次的に構築する行動学習の枠組み
を提案する。各木構造ノードは、類似的な運動の認識および
生成ができる運動プリミティブを表現している。各運動空間
の局所で運動プリミティブを分別するために標準クラスタリ
ングが使われる。観察した時系列データを抽象化するために
HMMが使われる。モデルのパラメータはデータの特徴集合を
作成する。モデルの特徴はクラスタリングのために使用し、
観察した運動の間の距離を定義する。モデルの正確度は、予
め決められたサイズのモデルを使うのではなく、各運動空間
の領域に基づいて調整される。初期的には各運動例と運動グ
ループは簡単な状態数の少ないHMMによって記号化される。
要求されるモデルの複雑性が増えると、力学的なチェーンが
追加されたFactorial Hidden Markov Model (FHMM)[4]を採用す
る（図 1）
。 FHMMsはさらに正確な運動表現ができ、過学習
することなく多くの類似する運動間を識別することができる
[4、9]。 また，同じ運動に対応するFHMMとHMMは十分に
類似していることを示した。したがって，高い識別分解能が
必要な運動モデルの密集した領域にのみ，FHMMモデルを用
いることとする。図 2 はHMMとFHMMを併用したモデルの概
略図である。

Figure 2 : Schematic Comparing an HMM model space and a
hybrid HMM-FHMM model space

Figure 3 : Schematic Illustration of the Segmenting Algorithm. (a)
initial state, when only one group is present; (b) a child group forms
when enough similar examples are observed; (c) new observations
are located into the closest group based on the distance between the
new observation and the group model; (d) a higher order model is
used in dense areas of the motion space.

Figure 1: The evolution of a Hidden Markov Model. In a regular
HMM (solid lines), at each time step, the hidden state variable is in
state pt, governed by the state transition model, and outputs
observation yt, governed by the output distribution model. In a
Factorial HMM (dashed lines added), multiple hidden state
variables pt and qt evolve, each according to its own state transition
model. At each time step, the observation vectors from all states
are summed to form the observation yt.
上述の提案したモデルの構築手順を説明する．まず最初に 1
つの行動グループ（根ノード）から始まる。教師によって提
示された運動はHMMによって記号化され、木検索アルゴリズ
ムにより既存の行動グループと比較し、最も近いグループに
入れられる。グループが修正されるたびに、グループの中で
ローカルクラスタリングが行われている。十分に類似するデ
ータのあるクラスタが見つけられると、幼児グループは、こ
のデータ群で形成される。したがって、ロボットは生涯にわ
たり観察を通じて、漸次的に運動プリミティブの空間を学
習・自己組織化する。この手順に関する疑似コードは図 4 に
示し、記憶構造構築の概略図を図 3 に示す。
この情報処理の枠組みによって，ロボットは被験者を連続観
察する間、行動を漸次的に学び、分類する。学習した行動の
階層構造の生成により観察された運動を簡単に検索でき、類

Figure 4 : Segmenting Algorithm Pseudocode.
2.1観察シーケンスの記号化
各々の新しい観察シーケンスは、HMMに記号化される。
モデルを学習するために、HMMの構造（例えば状態数，ガウ
シアン数）決めなければならない。これまでの研究では、最
も合致したモデル［8］を選ぶために、Akaike Information
Criterion（AIC）を用いられていた。しかし、このアプローチ
は時間が掛かる問題がある。候補となる各々のモデルのパラ
メータを最適化することによって、最も合致するモデルをモ
デル空間上から探索する必要がある。さらに，多くの類似運
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動が識別される必要があるとき、AICの使用はより良いモデル
の必要性の有無を考慮していない。本論文においては、可変
サイズのモデルを提案する。観察された運動時系列データに
類似した既知運動データの数に基づいてFHMMのチェーンが
追加される。すなわち，類似した運動データが多く存在し，
それらの運動を分類する分解能を上げるために力学的なチェ
ーンを追加する．このアプローチで、各々の運動は、まず最
初に単純な単鎖、Left-to-Right HMMによって表現される。よ
り良いモデルが必要なら、さらなるチェーンが以下に記すよ
うに追加する。

Clustering［5］が使用される。クラスタ（子ノード）は、2 つ
の基準に基づいて作られる。すなわち、クラスタに含まれる
運動データ数とそのクラスタ内の最大距離である。最大距離
が最大距離基準Dcutoff 以下であり，クラスタに含まれる運動デ
ータ数が予め設定された数以上である場合，そのクラスタは
子ノードとなる．最大距離基準を計算するためにノードの運
動距離の平均と標準偏差を計算する：

Dcuttoff = K cutoff μ

(3)

μはノードに含まれる全運動パターン間の平均距離である。

2.2モデル間距離計算
新しく観察された行動がHMMとして記号化されると、既
存のグループ（もしあるなら）と比較することができる。こ
こでは、2 つのモデル間の距離は、式（1）によって計算する
ことができる［13］。

2.4新しい行動の例示
新しい子ノードがステップ 5 で生成されれば、その子ノ
ードを表現するモデルはその子ノードに含まれるすべての運
動時系列を使って求められる。新しく生成された子ノードに
相当するモデルの構造は、それに含まれる運転時系列から計
算できる最大観察距離（ＤＧmax）に基づいて決定される。構築
1
( 2)
( 2)
(1)
D(λ1 , λ2 ) = [log P(O | λ1 ) − log P(O | λ2 )
されたモデルは，ロボットの運動生成に用いることができる．
T
新しいクラスタに割り当てられる要素のうちの 1 つがすでに
λ1; λ2は 2 つのモデル(F)HMMを表し、O(λ2)はλ2によって生成
複数の運動時系列を記号化したモデルであれば、そのモデル
される運動時系列、Tは運動時系列の長さである。この距離測
に基づいて生成した運動時系列が学習データとして使われる。
度は対称形でないため、2 つの距離の平均を距離測度として用
この場合、通常のモデルパラメータの推定式に変更を加えた
いる。この測度は 2 つのモデル間のKullback-Leibler距離を表す。 もの［13］を用いる。変更を加えた推定式は、クラスタ要素
距離は尤度に基づいているため、修正されたForwardアルゴリ
に相当するモデルが複数の運動時系列を保存することに基づ
ズム［4］を用いた対数尤度を計算によりFHMMとHMMに適
いて修正される。すなわち要素モデルに重み付けすることに
用可能である。そして、この距離でFHMMとHMMを比較でき
よって修正する。したがって、個々の運動時系列と比較して、
る。
重みに応じた影響が子ノードのモデルは受けることとなる。
既知の運動に関する知識は木構造で組織されているので、
新しい観察された運動時系列はすべての既知の行動と比較さ
2.5運動の生成
れる必要はない。比較手順は、木検索として実装される。木
ノードの階層構造が形成されると、各ノードが運動パタ
の各々のノードで、新しい運動時系列はそのノードの子ノー
ーンの記号を表す。ノードに相当する(F)HMMからロボットの
ドと比較される。新しい運動時系列と子ノードのうちの 1 つ
運動軌道を生成するために、決定論的な運動生成方法が使わ
の間の距離が十分に小さければ（閾値以下）、最も類似した子
れる［9］。この方法では、各状態の滞在時間が状態遷移確率
ノードに対して同様の検索を繰り返す．十分類似した子ノー
から推定され、状態遷移系列が求められる。各状態から出力
ドが存在しない場合，新しい観察シーケンスは現在のノード
される運動ベクトルは、各状態の確率密度関数から計算でき
に加えられる。閾値を式（２）に示す．
る。このようにして求められた参照軌道は、ローパスフィル
G
Dthresh = K max GD Dmax

(2)

Dthreshは新しい運動時系列がノードに含まれるかどうかを示す
閾値、ＤＧmaxは各ノードに含まれる観察モデル間の最大距離，
KmaxGDは予め決められたゲイン定数である。新しい運動時系列
とノードの間の距離がDthreshより大きいならば、このノードは
新しい運動時系列に合致するとは考えられない。複数の候補
ノードがある場合は、新しい運動時系列に最も近いノードを
選択する。候補が存在しない場合、新しい運動時系列は現在
のノードに追加される。いかなる既存の運動パターンとも完
全に異なる新しい運動時系列が観察された場合、その運動時
系列は根ノードに追加される。
ＤＧmaxは、運動時系列を記号化するために必要なモデルの複雑
度合を決定する指標としても使用される。新しい運動と最も
類似したノードにおいてそのノードでのＤ Ｇmaxが閾値以下の
場合，モデルの識別・表現能力を改善するために，モデルに
チェーン構造を追加する．
2.3クラスタリングと新しいグループの形成
新しい運動時系列があるノードに加えられるとき、子ノ
ードが形成されるかどうか決定するために、クラスタリング
を適用する。運動時系列が加えられたノードの下位に階層的
な 木 構 造 を 生 成 す る た め に Complete Link Hierarchical

ターで処理され、安定化コントローラへ入力される。

3. 実験
モーションキャプチャシステム［10、6］よって計測された一
連の 9 つの異なる人間の運動の観察シーケンスからなるデー
タセットを用いて提案したモデルの有効性に関して検証した。
モーションキャプチャシステム［10］にて体に付けられたマ
ーカの位置を計測し、リアルタイムに逆運動学を通じてマー
カ位置情報から関節角情報を取得する。本稿では，20 自由度
ヒューマノイドロボットモデルを逆運動学計算に用いた。デ
ータセットは、歩く（WA - 28 の観察）、万歳（CH - 15 の
観察）、ダンス（DA - 7 つの観察）、キック（KI - 19 の観察）、
パンチ（PU - 14 の観察）、しこ（SL - 13 の観察）、しゃが
む（SQ - 13 の観察）、投げる（TH - 13 の観察）、前屈（BO
– 15 観察）の運動に関する関節角時系列から構成される。
運動シーケンスは、ランダムな順番で提示される。提示
された運動に対して、漸次的なクラスタリングを実行する。
結果として生じる葉ノードがオフラインの方法で得られたグ
ループを表すように、アルゴリズムは正しく行動を分類する。
実行された 100 のシミュレーションでは、誤った分類のケー
スが葉ノードにはなかった。これは、最終的な分節化が運動
データを提示する順番には関係ないことを示している。HMM
モデルだけを使った場合とHMMとFHMMを併用した場合の
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クラスタリングの性能比較を図 5 に示す。可変なモデルは類
似な運動THとPUを区別することができる。一方、通常のHMM
だけが使われると、それらの動作は同じ数の例を与えられた
場合、識別されることができない。ただし，階層構造は運動
の提示される順番によって異なる。

認識のため簡単に検索することができ、ロボットが学習した
動作を生成するために利用されることもできる。

Figure 7 : Generated Hybrid Punch/Throw Motion.
本研究は科学研究費補助金基盤研究 18.06754 と（S）「知能の
力学的情報処理モデルの展開、」代表者：中村仁彦）の支援を
受けた．
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