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概要: 筋骨格ロボットの制御において，複雑な身体構造と多様な情報から効率よく行動を開発するためにニューラルネットワークが利用されてい

る．人間の運動には周期的運動と遷移的運動の二種類があるが，筋骨格モデルによる遷移的運動の獲得についてはダイナミクスの変化を考慮する

必要がある．本研究では，再帰的結合を有するリカレントニューラルネットワークを用いてシミュレータ上のモデルの遷移的運動を獲得し，学習

したネットワークを用いてその安定的生成を目指す．赤ちゃんを簡易化した 1 関節筋骨格モデルを用意し，モデルが転がりまわる動作を寝返り運

動と見立て，認知発達的知見に基づく運動プリミティブの獲得シナリオに従い運動探索・遷移運動の検出とネットワークの学習を行った．実験の

結果，シミュレータから得られるセンサ情報フィードバックと学習から得られた予測分散を利用することで，安定状態から別の安定状態への遷移

的運動の成功率が上昇することが確認できた．
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1 はじめに
人間の多様な運動を達成する能力や環境との相互作用を理解

するため，また高い柔軟性を持つロボットの作成を目指して，筋

骨格を模したロボットが研究されている．その実現は，多種多

様なセンサとアクチュエータによって脊椎を含め全身を再現し

たものや，空気圧による人工筋肉で駆動するロボットアームな

ど，実世界においても様々なものが存在するが，構造のみなら

ず原理的な面も含めてより忠実な身体として，神経科学や行動

観察によって得られた知見をもとに，シミュレータ上で脳機能

や神経系モデルも含めて筋骨格モデルを再現し，認知発達や運

動獲得についての構成論的な研究も行われている [3]．しかし，

筋骨格ロボットの制御は，多数の筋肉の複雑な連動や身体構造

の持つ冗長性などのために，従来ロボットのように動作や行動

の開発を行うことが難しい．そこで，脳神経回路を模した数理

モデルであるニューラルネットワーク (NN) を用いて動作を生

成するシステムが研究されている．

人間は多様な運動行為に際して，行為を分節化した運動プリ

ミティブを脳内に獲得しており，それらを組み合わせることで

様々な運動タスクを達成できるとの見方がある [1]．こうした運

動プリミティブのパターンには周期的運動と遷移的運動の 2種

類が存在し，そのうち周期的運動については，NN による上位

中枢と脊髄延髄系を組み合わせた神経回路モデルを用いて運動

プリミティブの獲得が試みられている [4]．遷移的運動の場合，

認知発達的知見から運動プリミティブの獲得シナリオを構成し，

赤ちゃんを模した筋骨格モデルによるシミュレーションと統計

的解析から，寝返り運動のプリミティブの存在が確認された [5]

が，モデルが学習を通じて自ら運動プリミティブを獲得・生成

したものではない．本研究では先行研究の運動プリミティブ獲

得シナリオに基づき，簡易モデルを用いて遷移的運動を検出し，

NN によってその運動を学習・生成するシステムを提案する．

また，予測分散に基づく出力への揺らぎを考慮することで，安

定的な遷移運動の生成を目指す．

2 遷移的運動の検出と学習
本研究で学習する遷移的運動は、森の提案した認知発達的運

動プリミティブ獲得シナリオ [5] に基づいて検出する。シナリ

オは以下の段階に分かれ，現実の赤ちゃんはそれぞれの過程を

順不同，並列的に繰り返していると考えられる．

1. 運動探索:自らの身体と環境の相互作用を探索する.

2. 安定的状態の記憶:感覚的・認知的状態の変化が少ない領

域を検出する.

3. 遷移動作の検出と記憶:ある安定的状態から別の安定状態

への遷移を記憶する.

4. 運動指令の要約:不必要な筋肉指令を削減し, 各遷移運動

に必要十分な運動指令を構成する.

本研究では提案シナリオを順に移行し，シミュレータ上での運

動探索結果から遷移動作の検出を行う．その後，NN を用いて

動作の記憶と学習を行う．

図 1 実験モデルと遷移運動．

シミュレーション環境には赤ちゃんの身体を模した 1関節筋

骨格モデルを利用した (図 1)．このモデルは二つの円柱型オブ

ジェクトが一つの球関節によって接続されている．関節の周囲

には 12本の筋肉が存在し，円柱同士を結んでいる．また，上半

身を模した円柱にはドーム状の突起物が等間隔に 4か所配置さ

れており，モデルが転がる際に安定状態と状態の遷移が分かれ

るようになっている。各筋肉の神経の発火に従い，筋肉の出力

が生み出されることで運動が生成される．

運動探索では，BVP 方程式に従う神経振動子と，脊髄延髄

系を模した神経回路モデルによる筋肉指令の生成を利用する

[6]．この運動指令により，モデルが横倒しになった状態から

5000秒動作させ，10ミリ秒ごとに記録した．動作結果について

meanshiftクラスタリングによって角度の分布を解析し，モデル

には 4 つの状態が存在することが確認できた (図 2)．今回は状

態間の境界線を越えて，分布における安定状態の極大点から隣

り合う極大点へ移る運動を遷移運動と規定した．探索したデー



タには 8種類の遷移運動が存在するが，今回はそのうちの 1パ

ターンについて 1秒間のシーケンスを 60本取得しデータセット

とした．学習データは 12本の筋肉について，各筋肉が生み出す

2種類の出力および，筋肉が外部環境から受け取るセンサ情報 2

種類を合わせた 48次元と，三半規管に相当する出力としてモデ

ルの角度を合わせた計 49次元となる． 遷移運動の学習と運動

図 2 5000秒間のモデルの角度分布．

生成には Stochastic-Recurrent Neural Network(S-RNN)[2]を

利用した．S-RNN は時系列データのダイナミクスを扱える予

測学習器で，ある時刻の入力に対して 1ステップ先の予測と予

測分散を出力する．このネットワークは内部に前ステップの情

報を引き継いで文脈を保持する再帰結合構造を有し，シーケン

スにおける過去の履歴を参照することが可能である．遷移運動

の学習後，SRNNモデルをシミュレータと結合し動作生成実験

を行う．モデルの初期姿勢にばらつきを持たせるため，最初の 5

秒間はベルヌーイ分布に従って各筋肉にランダムな指令を与え，

モデルの姿勢を変化させる．その後，初期姿勢を S-RNN の初

期値として与え，条件を変えて 100回ずつ動作生成を行い，遷移

運動の成功率を比較した．今回比較した条件は，(1)ネットワー

クの再帰結合構造の有無 (2) 動作生成時のセンサ情報フィード

バックの有無 (フィードバックなし，角度情報のみ，筋肉への入

力のみ，角度と筋肉の両方) である．

また，安定的な遷移動作を実現する手段として，予測分散に基

づき S-RNN の出力した筋肉指令に揺らぎを与える実験を行っ

た．これは，現実の身体で神経回路の出力にノイズが乗ること

を表現したものである．

3 実験結果と考察
図 3に再帰結合の有無および，センサ情報フィードバックの

有無による成功率の比較を表す．左図の再帰結合がないネット

ワークにおいては，学習の前半でモデルが転がる運動が現れる

ことはあったが，勢いをつけ過ぎて隣の安定状態を超えても回

転し続ける運動が多く，今回目標とする隣り合う状態への安定

的な遷移運動の成功率は総じて 30% より低いことが確認され

た．一方，再帰結合の存在するネットワークでは，学習が進むに

つれて安定的な遷移運動を獲得し，60%近い成功率を記録した．

また，どちらの場合においてもセンサ情報のフィードバックが

ない場合での成功率は低く，特に筋肉のセンサ情報の有無が成

功率に大きく関わっていることが確認できる．これは，ネット

ワークだけでは身体性を十分に表現することが難しいこと，ま

た，モデルの冗長性により同じ角度であっても複数の姿勢があ

り得ることが原因として考えられる．続いて，ネットワークの

出力した筋肉指令に対し，予測分散に基づく揺らぎを与えた結

果をグラフに示す．与えた揺らぎは，安定的な遷移運動実行中

の予測分散の値を基準に，そこから離れるにつれ揺らぎが大き

くなるよう設計されている．比較するモデルは，S-RNNで最も
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図 3 再帰結合なし (左図)と結合あり (右図)での各条件間の

成功率比較．

成功率が高い 22000epoch 時点のモデルを利用した．グラフよ

り，筋肉指令に揺らぎを与えることで成功率の上昇が確認でき

た．予測分散が小さすぎる時はモデルが安定状態以外の不安定

な平衡点に陥っているケースが多く，大きすぎる時はそもそも

運動が乱雑になってしまっていたが，筋肉指令への揺さぶりが

これらの解消に貢献したと考えられる．

図 4 生成指令への揺らぎあり (左図)となし (右図)での成功

率の比較．

4 まとめ
本研究では，S-RNNによる筋骨格ロボットの遷移的運動の獲

得と生成を行った．赤ちゃんを簡易化した 1関節筋骨格モデル

について，認知発達的知見に基づく運動プリミティブの獲得シ

ナリオに基づいて遷移運動データを探索・検出し，再帰的結合

を有するリカレントニューラルネットワークを用いて学習した．

学習済みネットワークによる動作生成実験の結果，シミュレー

タから得られるセンサ情報フィードバックと学習から得られた

予測分散を利用することで，安定状態から別の安定状態への遷

移的運動の成功率が上昇することが確認できた．今後の研究と

して，複数の遷移運動の獲得などより複雑なタスクへの挑戦や，

赤ちゃんの全身筋骨格モデルのようにより複雑な身体での動作

生成を検討したい．
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