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1. はじめに
自律ロボットの実現において，ロボットが経験から自
身の視覚運動系の学習を行う事が必要不可欠である．従
来の視覚運動系学習の研究では視野内のどの物体が身体
であるかを既知として運動指令と身体や物体の予測モデ
ルの学習を行ってきた [1][2]．我々はこれに対し，視野
内の身体領域が未知という条件下で予測可能性に基いて
身体・非身体を識別するモデルを提案した [3]．本稿では
P.Y.Oudeyer らの提案する内発的動機づけモデル [4] を学
習対象（身体・非身体）選択に応用し，効率的な身体モ
デル学習について提案する．

2. 関連研究：内発的動機付けモデル

図 1: MTRNN のノード構成．括弧内はノード数を表
し，矢印は全結合を表す．Motor:運動指令入出力ノード，
Pos1,2:視覚座標入力ノード，Cf,Cs：コンテキストノード

幼児は周囲の環境を学習する際，単純なものに興味
を持ち，より複雑なものへと興味の対象を移していく．
White は探索的行動はそれ自体が報酬元となると説いた
[5]．探索行為のようにそれ自体が報酬元となるものは内
的動機付けと呼ばれる．
Oudeyer[4] らの内発的動機付けモデルは感覚運動を学
習する通常の予測器と，通常の予測器の予測誤差の遷移
を予測するメタ予測器の 2 つから成る．メタ予測器は次
に学習する行動と予測誤差減少の関係を予測する．予測
誤差が最も小さくなると期待される行動を選んでいくこ
とで，ロボットの学習対象が単純なものからより複雑な
ものに遷移していくことを示している．

3.3 物体係数付き学習モデル
本稿で提案する物体係数付き学習では，学習時に過去
の各物体の予測誤差の推移から，物体毎に学習係数（こ
れを物体係数と呼ぶ）を設定し，最も学習が進みそうな
物体を優先的に学習する．学習は以下のように行われる．

3. 提案モデル：物体係数付き学習モデル

ここで，3 の IO ノード毎の学習係数の決め方について
以下の２パターンを試すことにする．

3.1 システム入出力
本稿で提案する物体係数付き学習モデルでは，ロボッ
トが手先を動かし，その運動指令と視野内の複数の物体
の動きの関係について学習を行う．
システムの入出力は，運動指令（ロボットの関節角速
度３軸），視野情報（自身の手先（身体），外部の物体
のそれぞれの x,y 座標）の時系列である．
3.2 神経力学モデル MTRNN
本稿では視覚運動系の予測器として谷らによって提
案された Multiple Timescale Recurrent Neural Network
(MTRNN) [6] を用い，その学習には本稿で提案する物
体係数付き学習を用いる．MTRNN は各ノード群毎に時
定数を持つ RNN(Recurrent Neural Network) であり，現
在の状態を入力として次状態を出力する予測器として用
いられる. 各ノード毎の時定数が大きいノードほど内部
状態の更新が緩やかになる．本稿で使用する MTRNN の
各ノード群は図 1 のようになっている．本実験では時定
数を入出力ノード：2，Cf:5，Cs:70 と設定した．
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1. 教師データを基に ns ループの学習をおこなう．
2. ns ループ前に比べ各物体の動きを表す各 IO ノード
の予測誤差がどのように変化したかを計算する
3. 2 の変化に応じて各 IO ノード毎の学習係数を変更
する

1. 現在予測誤差が最も減っている 物体と運動指令の
関係を優先的に学習する
2. 現在予測誤差が最も変化している 物体と運動指令
の関係を優先的に学習する
3.4 各ニューロングループの学習
物体係数付き学習は BPTT (Back Propagation Through
Time [7] ) に物体毎の学習係数を付け加えたものである．
物体毎の学習係数は，学習時に用いられる物体毎の予
測誤差の大きさを見かけ上変化させる役割を負い，0.0〜
1.0 の値を持つ．物体係数が 1.0 の場合その物体は通常
の BPTT と同様の予測誤差を入力され学習を行う．物体
係数が小さくなると，学習に用いられるその物体の予測
誤差は見かけ上小さくなる．すなわち物体係数の大きさ
によって学習対象の優先度が決定される．
ここで物体 g の物体係数 βg は以下の式で計算される．
（ただし，βg の初期値は全て 1.0 としている．
）

Eg (n − ns )/Eg (n)



· · · 予測誤差の減少比を使う場合
dg =
(1)
max(Eg (n − ns )/Eg (n), Eg (n)/Eg (n − ns ))



· · · 予測誤差の変化比を使う場合
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βg = softmaxg∈IOGroup (γ dg )

(2)
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図 2: 物体係数付き学習（減少比によるもの）を行った
もの．上図：予測誤差，下図：IO 係数．mot は運動指令，
eye1 は自己身体の位置，eye2 は外部物体の位置を表す．
予測誤差は 10 を底とする対数グラフ．

図 3: 物体係数付き学習（変化比によるもの）を行った
もの．図の見方は前図と同様．

dg : ニューロングループ g の予測誤差の変化
n : 更新回数
ns : IO 係数更新の間隔
Eg (n) : n ループ学習した時点でのニューロングループ g
の平均予測誤差
IOGroup : 物体係数付き学習を行う IO グループ．
γ : 優先度に偏りを与える係数

図 4: 通常の BPTT 法による予測誤差の推移．

5. おわりに
4. 実験
視野内に自己の手先と他の移動物体が存在する状態で
ロボットに手先を動かさせ，物体係数の推移を観察した．
予測誤差の推移と IO 係数の推移を図 2(予測誤差の減
少比で物体係数を決めるもの)，図 3（同変化比によるも
の）に示す．各図内の上図は予測誤差であり，下図は物
体毎の係数である．共に 5000 ループまでは自己身体が
優先的に学習されており，5000 ループ時点で身体モデ
ルの学習が進まなくなったため外部物体に学習対象が移
る．本実験では外部物体は本質的に運動指令とは無関係
なもののため外部物体の学習に失敗し，減少比を用いる
モデルではその後自己身体のモデルが壊れてしまってい
る．これに対し変化比を用いるモデルでは，自己モデル
が壊れる際に自己モデルの予測誤差が急激に変化するた
め，自己モデルが再学習され自己モデルが再構築されて
いることが分かる．
また，通常の BPTT 法の学習による予測誤差の推移を
図 4 に示す．最終的な自己身体の予測誤差は通常の BPTT
では 10−2.4 ，変化比を用いる版の提案手法では 10−2.7 と
提案手法では 1/2 倍まで予測誤差が下がっている．また
学習の速度も速いことが分かる．予測不可能なものを含
む全体の予測誤差は大きくなっても，本来学習すべき予
測可能な自己身体の予測誤差は従来手法よりも下がる事
が確認された．
また，γ を小さくした場合には物体係数が物体間で極
端に偏りにくくなる．そのため自己モデルが壊れる事が
少なくなる代わりに，予測不可能な物体の係数も大きく
なるため予測可能な物体の最終的な予測誤差は大きくな
る事が観察された．

本稿では，予測誤差の推移から学習対象の優先度を決
定するモデルを提案した．提案手法によりロボットが優
先的に自己身体の予測モデルの学習を行う事によって従
来の学習モデルより効率のよい学習が行われた．また自
己身体の予測モデルの学習が進まなくなった場合には自
動的に外界の物体に学習対象を移行する現象が見られた．
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