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1 はじめに

人間は複雑な実世界の環境の中で,非常に多くの自由度

と感覚器官をもつことによって多様な行動をすることが出

来る. 運動は複数の筋肉の動き,神経の働き,環境との相互

作用などによって成り立っており,様々な要因を考慮しな

いといけないため運動の解析は単純ではない.

1.1 グローバルダイナミクス

グローバルダイナミクス [1] という考え方があり, 人間

の情報は膨大ゆえに,運動をする際には情報の取捨選択を

して運動の生成をしていると考えられている.身体力学構

造を把握する上で, 細かな振る舞いは捨てて, 身体力学を

捉えるために, 一部の情報に着目することが重要である.

このことを踏まえ私は,人間の身体力学構造を実際に動か

し,解析することは人間の運動を理解する上で重要だと考

える.

1.2 赤ちゃんモデル

人間の身体力学構造をモデル化したものとして,全身筋

骨格モデルの赤ちゃんモデルがある.[2] この赤ちゃんモデ

ルは 198本の筋肉から構成されており,赤ちゃんのモデル

設定や神経系を任意で設定することが出来る. 子供の認知

発達の構成論的な研究に利用されており,人間の発達の根

本原理や神経系などの理解のために人間の身体構造に近い

モデルであるため使用されている.

1.3 運動プリミティブ獲得

赤ちゃんモデルの運動を解析したものとして運動プリミ

ティブ獲得シナリオを提案し,運動生成を行った研究があ

る.[3] この研究では, 遷移運動によって得られた運動指令

時系列データを運動成功不成功の判別分析によって解析し

ている. 解析結果から最も成功している値を, 運動をする

ときに必要な情報として取り出している. 運動指令の貢献

度によって, 遷移運動に必要のない筋情報を削除し, 運動

指令を要約し,運動プリミティブの獲得に成功している.

しかし, この先行研究は 2 つの問題点がある.1 つ目は,

遷移運動の成功パターンが一つであるという強い仮説を

もっており,線形な判別分析を用いている点である.2つ目

は,判別分析によって解析した結果から最も成功しやすい

運動パターンを抽出してしる点である. 本研究では, エー

ジェント自身が運動に必要な情報を出力する遷移運動の非

線形な解析手法を提案する. 目的は 3 つあり, 非線形な遷

移運動の解析,エージェント自身が運動に必要な情報を出

力,必要な情報だけでの運動パターンの獲得である.

2 簡易モデルと遷移運動

本研究では,赤ちゃんモデルは非常に大きな次元なモデ

ルとなっており, 解析手法の妥当性を確かめるために, 同

じ物理エンジンで筋肉の次元数を減らした簡易モデルを用

いる.このモデルは 2つのシリンダーとそれぞれをつなぐ

12 本の筋,4 つのドーム状の突起で身体構造を構成されて

いる.

本研究で扱う遷移運動は,簡易モデルの突起と突起の間

を安定状態とし, ある安定状態 A からある安定状態 B を

への運動とする. 成功は安定状態 A から安定状態 B への

遷移運動, 失敗は安定状態 A から安定状態 B に行こうと

トライしたが,安定状態 Aに戻った遷移運動とした.(図 1)

遷移運動のデータは不安定状態から過去 50ステップ分を

1seq として, 成功パターン 500seq, 失敗パターン 500seq

とした.1つの筋から 4種類のデータが取れるため 1seqあ

たり 2400次元のデータが存在する.

遷移運動成功 500seq を主成分分析で特徴量選択を

し,meanshift でクラスタリングによって解析をしてみ

ると 2つの運動パターンが確認できた.(図 2)
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図 1 (上)遷移運動成功 (下)遷移運動失敗
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図 2 運動成功の生データの PC1と PC2およびMean-

shiftの結果

3 解析手法

本研究では大きく 3つのフェーズに分けて実験をする.

3.1 遷移運動に必要な筋情報の獲得

初めに遷移運動に必要な筋情報の獲得という目的で遷移

運動が成功したか,失敗したかを TDNNで学習させる.[4]

TDNN は非線形な解析が可能であり, 時系列データの解

析に有効である.ネットワーク構造は図 3に示す.

入力層：2400				12×4×50(Step)	

隠れ層：10	

出力層：2　　　　　　　　	

活性化関数：tanh	
Dropout:0.5	

活性化関数：so:	max	

図 3 Time Delay Neural Networkの構造

3.2 遷移運動に貢献している情報の可視化

次にその学習モデルを用いて,遷移運動の成功に貢献を

している情報の可視化を Smoothgradによって行う.[5] こ

の手法は主に画像認識の分野で使用されているが,本実験

では推論時の出力に対して,入力の時系列データの中でど

の情報が遷移運動の成功に貢献したかを可視化するために

使用する.

3.3 貢献度の高い情報で運動パターンの獲得

最後に Smoothgrad によって貢献度の低いと判断され

た情報を削除し,遷移運動成功のパターンを 2つ獲得でき

るかを確認する. 500seq の遷移運動成功データを扱うた

め, 主成分分析によって累計寄与率が 80% まで次元を圧

縮をし,Meanshiftによってクラスタリングをする.

3.4 実験結果

TDNN での学習は, 学習データのロスが下がったがテ

ストデータのロスは下がらなかった. しかし, テストデー

タの正答率は一貫して 100%であったため,本研究の目的

である遷移運動の成功と失敗の判別は出来ていると考えら

れる.

Smoothgradの結果を用いて情報の要約をし,主成分分

析によって特徴量選択をした運動成功データをMeanshift

した結果, 全データの 35% の情報で 2 つの運動パターン

が獲得できた.(図 4)
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図 4 Smoothgrad により情報の要約をした運動成功

データの PC1と PC2およびMeanshiftの結果

4 まとめ

本研究では,エージェント自身が運動に必要な情報を出

力する非線形な解析手法を提案した. 結果として, 不必要

な情報を削除しても運動パターンを複数獲得することを確

認できた.

今後の研究計画として, 多次元なモデル (赤ちゃんモデ

ルなど)でも解析手法が適応できるか試す必要がある. ま

た,モーションキャプチャや筋電位センサーなど実世界で

も運動の情報を得ることは容易になっているため,リアル

な人間の運動にも応用出来るかを試していきたい.
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