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概要: 他者の行為を観察・認識し，模倣する能力は，人間の重要な認知能力の一つである．これまでにも，認知発達ロボティクスの観
点から，模倣能力の獲得に関する研究が行なわれてきた．しかし，ロボットによる模倣学習に関する研究の多くに於いて，自己と他者
の位置関係により与えられる観察視点については設計者により呈示される関係であった．そこで，本研究では，与えた教示データから
他者行為の観察視点を獲得することを目的とする．自他の位置関係を獲得するため，それぞれの視点で内部状態の初期値領域を共有す
る構造を含む再帰結合型神経回路モデルをロボットに実装し，自己と他者の生成した運動時系列の学習に適用した．この学習により獲
得された内部状態の初期値空間を解析した結果，自己・他者の行為と位置関係が自己組織的に構造化していることが確認された．
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1 はじめに

　近年，人間の認知能力に対する研究アプローチの一つと
して，認知発達ロボティクスが注目されている．これは，
人の認知プロセスの原理をロボットを用いた仮説と検証の
繰り返しによって探求する構成論的アプローチに基づく手
法であり，ロボットのもつ身体による実環境との相互作用
とその経時的発展から認知に関する知見を得ようとするア
プローチである [1]．
本研究では，認知発達ロボティクスの観点から，人間の

認知能力の中でも，模倣能力の獲得について着目した．模
倣能力は行動観察から，他者と同じ行動をする能力であ
る．この能力は，行動学習の発達や自他認識の基盤となる
能力であると考えられているため，人間の認知プロセスを
探求する上で，模倣能力の解明は重要な役割を担う．
従来の模倣能力に関する研究において，自他の位置関係

は設計者により呈示されるものであった．その多くは，他
者行為の視点を自己の視点に切り替える座標変換を設計者
が与えるものである [3, 4]．また，横矢らは，他者行為の
位置関係について複数の変換モジュールを獲得させること
で，自己の行為との対応付けを行なった [2]．しかし，人間
が他者を模倣する際，その座標変換は外部によって与えら
れるものではなく，自他の位置関係ごとに動作を対応づけ
るモジュールを獲得する必要はない．自他の位置関係を自
己の内部状態中に獲得し，推定できる構造が求められる．
そこで本研究では，ロボットが他者の観察視点を教示

データから獲得することを目的とする．ここでは，再帰型
神経回路モデルの内部状態に，生成される運動と自他の観
察視点に関するニューロンを追加する．教示データを運動
や観察視点ごとにラベリングし，それぞれの内部状態にバ
インドすることで観察視点の構造を獲得可能であることを
示す．

2 提案手法

　ロボットが与えられる教示データから他者行為の観察
視点を獲得するため，再帰型神経回路モデル (Recurrent

Neural Network) を用いた．この神経回路モデルの内部
状態に対し，行為と自他の観察視点に関するニューロンを
与え，行為と視点の情報をそれぞれの内部状態に埋め込
む．行為と視点に関するニューロンを加えたモデルを図 1

に示す．

図 1 Recurrent Neural Network の構造．数字はそれ
ぞれのニューロン数を示す．内部状態 (Context) を 3

つの集合に分け，行為 (behavior) と自他の視点 (view-

point)のニューロンを与えた．

2.1 教示データへのラベリング

　図 1に示す神経回路モデルの内部状態に行為と視点の情
報を埋め込むため，すべての教示データに対して，その行
為と視点を事前にラベリングする．これにより，教示デー
タとして与える運動時系列を行為と観察視点によって分類
し，同じラベルの時系列に対し，内部状態の初期値を共有
する拘束を加えることが可能になる．拘束を加えた内部状
態の初期値の学習則を次節で述べる．
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2.2 内部状態の初期値へのバインドを考慮した学習

　時系列にラベル lが与えられているとする．ラベル集合
Lを考え，同じラベルの時系列について，内部状態の初期
値を共有するようバインドする．ラベル l ∈ Lである時系
列 sについて，初期値 u

(s,l)
0 のバインドを次式に定める．

u
(s,l)
0 → ρL u

(l)
0 + (1− ρL)u

(s,l)
0 (0 ≤ ρL ≤ 1) (2.1)

u
(l)
0 はラベル l ∈ Lであるすべての初期値の平均ベクトル
であり，ρL はバインド率である．式 (2.1) の第 1 項は同
じラベルの時系列で初期値を近づけ，第 2項は各時系列の
誤差を減らす役割をもつ．本研究では，各内部状態の集合
に対し，バインド率として，

ρshare = 1.0, ρbehavior = 0.7, ρviewpoint = 0.7 (2.2)

を与える．

3 実験

　本研究では教示データに，自他による物体操作運動の
時系列を与える．物体認識のため，操作する物体は青のブ
ロックとし，操作者は左手に赤の手袋，右手に緑の手袋を
つける．物体操作運動には (1)上下に動かす，(2)左右に
動かす，(3) 左手で触れる，(4) 右手で触れるのいずれか
を与え，他者の物体操作時，ロボットは他者の運動を観察
し，画像のセンサ入力と首の関節角度を記録する．

図 2 自他の運動例 (上下)．ロボットは NAOを用いた．

3.1 教示データ

　教示データはロボットの関節角度 10次元 (両腕 8次元，
首 2次元)と画像の色重心座標 6次元 (赤，緑，青の xy座
標) の 16 次元を記録する．また，他者の物体操作時，両
腕の関節角度は常に初期姿勢をとる．さらに，自他の位
置関係は，自己の行為を 0[deg]，正面から観察する他者
行為を 180[deg]として，反時計回りに，0[deg], 120[deg],

150[deg], 180[deg], 210[deg], 240[deg]を与える．

3.2 運動時系列の学習結果

　本研究では学習モデルに Stochastic Recurrent Neural

Networkを用いた [5]．神経回路モデルの次元を図 1のよ

うに定め，300,000回学習を実施したところ，得られたパ
ラメータによる教示データの再現を確認できた．また，視
点に関する内部状態の初期値について主成分分析を行い，
第 1主成分と第 2主成分をプロットすると，図 3を得た．
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図 3 コンテキスト viewpoint の内部状態の初期値
(PC1-PC2)

図 3 より，神経回路モデルの内部状態に視点に関する
ニューロンを与え，教示データのラベリングして学習させ
ることで，自他の区別と他者の観察視点が内部状態の初期
値空間中に自己組織的に獲得できたと言える．

4 まとめ

　本研究では，設計者による座標変換や自他行為の対応付
けを行なうモジュールの獲得によらず，ロボットが教示
データから他者の観察視点を獲得することを目的とした．
そのため，再帰型神経回路モデルの内部状態に，運動と視
点に関するニューロンを追加し，教示データを各運動・視
点ごとにラベリングすることで，それぞれの内部状態の初
期値に拘束を加える手法を用いた．学習により獲得された
内部状態のうち，視点に関する内部状態の初期値を解析し
たところ，自他と他者行為の観察視点の区別が自己組織的
に構造化していることが確認された．
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