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報酬に基づく協調問題解決のための注目点の獲得に関する研究  

 

坂戸  達陽  

 

概要  

 

将来，各家庭にロボットが導入される日も遠くないと言われている．日常生活

の場において人の手助けを目的とするロボットには，日常生活における様々な場面

で起こる様々な状況に対応する能力が求められるが，起こり得るすべての状況を想

定してロボットの動作を予め組み込んでおくことは困難である．よって，日常生活

の場で活動するロボットには，インタラクションを通して，置かれている環境や他

者に適応する能力が必要である．しかし，ロボットが特定の課題を達成する際，実

世界の環境から得られる情報には，課題の達成とは関係のない情報も多い．また，

複雑な処理を行うロボットは，内部で扱う記号間の関係性や，記号自体の意味を，

環境に適した形で獲得する必要がある．さらに，様々な状況に対応するロボットは，

特定の状況に対応するロボットよりも多くの機能を持っていると考えられるが，特

定の課題を達成する際には必要とされない機能も多いはずである．よって，ロボッ

トが実世界で学習する際には，環境から得られる情報から必要な情報を選択するこ

と，そして，ロボットのもつ機能の中から，課題の達成に必要な機能を選択するこ

とが要求される．  

本論文では，ロボットなどの学習エージェントが獲得する報酬に着目し，学習

エージェントが課題の達成に必要な情報や機能などの要素を選択するための注目点

を獲得するモデルを，（i）外部情報，（ ii）内部表象，（ iii）内部処理の 3 つの観点

から提案する．課題はそれぞれ，模倣学習，見立て遊び，協調行動という課題を用

いる．課題には他者とのインタラクションを含め，協調問題解決のための注目点の

獲得モデルを提案する．外部情報の注目点の獲得では，模倣学習における注目対象

を獲得するモデルを提案する．ロボットなどの学習エージェントの学習手法の 1 つ

として，試行錯誤による学習が挙げられるが，探索空間の広い環境においては，試

行錯誤による学習のみでは，学習に多くの時間がかかり実用的ではない．そこで，



すでに達成すべきタスクに習熟している他者を模倣することで効率的に学習するこ

とが考えられるが，このような模倣学習における問題の 1 つとして，他者の行動の

どの要素に注目するかということが挙げられる．本論文では，模倣学習において観

測した他者の行動の何に注目するかという，模倣学習における注目対象を獲得する

モデルを提案する．シミュレーション環境でのタスクとしては食卓上でのインタラ

クションを扱い，実世界のロボットでのタスクとしては塗り動作を扱う．実験の結

果，提案モデルでの学習で，タスクに対して適切な注目対象を獲得することができ

た．  

内部表象の注目点の獲得では，見立て遊びにおける学習エージェントの内的表

象を獲得するモデルを提案する．知的エージェントのモデルの 1 つとして，認識，

計画，実行などの機能ごとのモジュールの組み合わせによって複雑な問題を解決し

ようとするモデルがある．このモデルでは，モジュールの組み合わせを変えること

で，異なる環境や状況に学習結果を再利用することができる．本論文では，インタ

ラクションとして学習エージェントと他者との見立てを含む真似遊びを扱い，イン

タラクションを通して物体間の関係性を学習し，他者に伝わる見立てを行うための

物体の表象を獲得するモデルおよび，各機能モジュール間の関係性を学習し，意図

の表象を獲得するモデルを提案する．タスクとしては，見立ての獲得，他者に伝わ

る見立ての獲得，見立てを含む真似遊びにおける意図の表象の獲得を扱う．実験の

結果，学習エージェントは，それぞれのタスクに対して提案したモデルで適切な学

習を行うことができた．  

内部処理の注目点の獲得では，他者意図の推定に基づく協調行動を獲得するモ

デルを提案する．ロボットが人の手助けを目的とする場合，人の意図を推測し，推

測した意図に基づいた協調行動を行う能力が必要である．本論文では，モジュール

型のモデルを用いた，他者意図の推定に基づく協調行動を獲得するモデルを提案す

る．タスクとしては積み木遊びを扱い，モジュールの組み合わせによって協調行動

を獲得するモデルを提案する．実験の結果，学習エージェントは与えられたタスク

における協調行動に必要なモジュールの組み合わせ方を学習し，他者と協力してタ

スクを達成することができた．  

 



Research on the Acquisition of Attention Points for Cooperative 

Problem Solving Based on Rewards 

 

SAKATO Tatsuya 

 

Abstract 

 

In the near future, robots are expected to be introduced to each home. In the 

field of daily life, the robots for helping people need to respond to various 

situations in daily life. However, it is virtually impossible to predict all possible 

situations and to preprogram the robot with all suitable behavioral patterns for 

each of the possible situations. Thus, the robot needs to learn suitable behavior 

through interaction. However, when the robot is to achieve a particular task, 

information obtained from the real world environment, there is much 

information unrelated to accomplish the task. Also, a robot which is able to 

adapt to various circumstances has many functions which are not needed for 

achieving a particular task. Thus, when the robot learns in the real world 

environment, it has to select necessary information from information obtained 

from the environment, and, necessary functions among the functions of the 

robot. 

This thesis focuses on acquisition of attention points for cooperative problem 

solving based on rewards received by a learning agent. Three key studies each of 

which focused on (i) external information, (ii) internal symbols, or (iii) internal 

processing are discussed. 

First, acquisition of attention points of observed actions in an imitation task 

is discussed as acquisition of attention points of external information. The 

experimental results indicate that the proposed model can acquire suitable 

attention points of external information through the task. Second, acquisition of 

symbols of intentions in pretend play is discussed as acquisition of attention 



points of internal symbols. The experimental results indicate that the proposed 

model can acquire suitable attention points of internal symbols through the task. 

Finally, achieving cooperative behavior based on intention estimation by 

learning combinations of modules is discussed as acquisition of attention points 

of internal processing. The experimental results indicate that the proposed 

model can acquire suitable attention points of internal processing through the 

task. 

Through those three key studies, acquisition of attention points for 

cooperative problem solving based on rewards is discussed. 
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