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不確実性を予測可能な神経回路モデルを用いた自他分離機構の提案	 

Self-other separation mechanism based on neuro-dynamical model with prediction of 
uncertainty 
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概要：	 本研究では，ロボットが自己身体と外部物体とを区別するモデルを提案することを目的とする．ここで

は，神経回路モデル Recurrent Neural Network(RNN)の一種である Stochastic Continuous Time Recurrent 
Neural Network（S-CTRNN）を用いる． S-CTRNNは時系列変化の不確実性を分散として予測することができ
るように RNN を拡張したモデルである．この S-CTRNN をロボットに実装し，自己の感覚運動情報の学習に適
用した．学習を行った結果，自己身体と外部物体との分散の差異により，自他分離の可能性が示された． 
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１．はじめに	 

	 近年，人の認知プロセスを理解するために，ロ

ボットを利用する認知発達ロボティクスに注目

が集まっている．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，ロボットの持つ身体による環境との相

互作用の経時的発展から認知に関する理解を深

めようとすることを目的とする[1]．本研究では，

人の認知能力の中でも特に乳幼児の自他認知能

力に注目した．	 

	 乳幼児は環境中での行為経験を学習すること

で，様々な認知能力を発達的に獲得していく．特

に乳幼児期の運動学習においては，新生児の身体

を不規則に動かす運動[2]や，生後３ヶ月前後の

自分の手をじっと見つめるハンドリガードと呼

ばれる運動[3]，5,6 ヶ月頃の周囲の物体に手を

伸ばす運動[4]が挙げられる．この間，乳幼児の

学習対象は自己身体から外部環境へと変化して

いるように見えるが，自他分離のメカニズムにつ

いては明らかになっていない．	 

	 Nishide らは，自己身体と外部物体の運動にお
ける不確実性に着目し，学習時の予測誤差の減少

分から物体毎の学習係数を動的に調整した[5]．

しかし，その際，学習係数の更新に使われるパラ

メータの実験者による恣意的な設定，つまりは外

部からの指示が必要な点が課題であった．	 

	 そこで，それに対し本研究では，神経回路モデ

ルの一つである Stochastic Continuous Time 

Recurrent Neural Network(S-CTRNN)を用いて，自
他分離を行うメカニズムの一つの仮説となるモ

デルを提案する．	 

	 

２．提案手法	 

	 感覚運動情報から自己と外部の区別を行う際

には，実際に得られた感覚情報と，予測された感

覚情報とを比較することにより，その感覚情報が

自身による運動で引き起こされたものか，外部の

運動によって引き起こされたものかを区別する

ことができる．	 

	 そこで，本研究では，ロボットが与えられた教

師データから自己身体，外部物体を区別するため

S-CTRNN[6]を使用した．S-CTRNN は感覚運動
情報の時系列変化を学習することができる

Recurrent Neural Network(RNN)の一種である．さ
らに，S-CTRNN では時系列変化の不確実性を分
散として予測する．従来の RNN では，学習対象の

観測値のみを予測するため，自己とは関係ない外

部物体の不規則な動きのように，データに不確実

性が含まれていると，その部分の予測誤差が減ら

ず，学習が不安定になる問題がある．	 	 

	 本研究で用いる S-CTRNN(図 1)は，観測値の
平均と分散の予測学習を行う．出力，教師データ，

分散から算出した尤度関数が最大となるように

学習パラメータを更新する．分散により予測誤差

をスケーリングするため，予測不可能な部分の影

響が緩和され，安定的に学習することができるモ

デルである．この分散から運動の不確実性を比較
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し，その時系列変化が自己身体の運動によるもの

なのか，外部物体によるものなのか区別できると

期待される．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

３．実験と結果	 

3.1	 実験設定	 

	 実験では小型ヒューマノイドロボット NAO を

用いた．NAO は右手に緑色のアタッチメントを
付け，20 秒間右手をランダムに動かした(図 2)．

このとき，傾斜台に乗せた赤いボールと右手が衝

突する，という条件を設定した．このランダム運

動を 20 回繰り返し，その間の右腕関節角度 4 次

元，カメラ画像から取得される手先位置とボール

の色重心座標 4 次元(緑，赤の xy 座標)を教師デ
ータとして記録した．そして，S-CTRNN のコン
テキスト層のニューロン数を 35 個，学習回数を

1,000,000 回に設定し，学習を行った．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3.2	 実験結果	 

	 図 3 は，学習回数における各物体座標の予測分

散の全20回の運動の平均である．図3において，

学習初期では，まだボールと手先の判断がつかず

どちらの分散も大きな値を示している．それに対

し，学習が収束している後半では，関節角度，す

なわち運動指令との関連が高い NAO手先位置の

予測分散は小さく，運動指令との関連が低いボー

ルの位置の予測分散は大きくなっていることが

わかる．以上の結果より，S-CTRNN が予測する
分散を用いることによって，自己身体と外部物体

の運動の区別を行える可能性が示された．	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

４．結論	 

	 本研究では，ロボットが自己身体と外部物体の

運動を区別するモデルを提案することを目的と

した．そのため，S-CTRNN によって予測される
時系列変化の分散を利用した．実験結果から，視

野内の自己の運動に対応する分散予測は小さく，

外部の運動に対応する分散予測は小さくなるこ

とが確認された．ゆえに，S-CTRNN を用いて自
他分離を行える可能性が示されたと言える．	 
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	 	 図 1	 時系列変化の分散を予測可能な S-CTRNN	 

図２	 実験風景.(左)NAO のランダム運動．

(右)NAOのカメラ画像	 

図 3 学習回数における各物体座標の予測分散平均の変
化	 


