Vol. 48

No. SIG 19(TOM 19)

Dec. 2007

情報処理学会論文誌：数理モデル化と応用

インターナルクロックモデルに基づくロボット制御法の実現
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現状では，人間が容易に行える歩行や跳躍などの多く動作を，ロボットが行うことは非常に困難で
ある．その原因としては，現行のロボットの制御法が，人間の脳が行う制御法とは大きく異なってい
ることがあげられる．もし，人間の脳で行われている制御法をロボット制御に適用できれば，ロボッ
トにより人間らしい動作をさせることが可能となる．これまでに，脳の機能モデルは数多く提案され
ており，それらを用いれば，脳における運動制御法をロボット上に実装できる可能性がある．そこで，
本論文では，機能モデルの 1 つで，時間経過を表現するインターナルクロックモデルを基にした学習
モデルを用いて，ロボットに人間の条件反射機能を実装する方法を示す．この実験により，条件反射
がロボット上で再現可能であることが示された．

A Study on Practical Applications of an Internal Clock Model
Hideaki Manabe,† Tetsuro Nishino,†† Tadashi Yamazaki†††
and Shigeru Tanaka†††
Current robots can’t walk or jump like a human. This is partly because the motion control
method for robots is not same as that of human. If we can apply the control method to the
robots, then robots may be able to walk like a human. Recently, a lot of function models of the
brain are proposed, and the motion control method in the brain can be applied to robots by
using them. In this paper, we adopt the learning model based on an internal clock model that
represents the progress in time and can simulate human conditioned response using robots.
From this result, it is possible to implement the function of a human conditional response
using robots.

1. は じ め に

介護など数多くの目的で，一般家庭の中で使用されは
じめている．しかしながら，その動作はぎこちなく，

近年，人間の脳に関する研究がさかんに行われてい

十分な機能を有したものとはいえない．このような家

る．以前までの脳研究は，医学，心理学，生理学など

庭用ロボットに対しては，人間との親和性や代理性が

が主であったが，現在では情報学，工学など様々な分

求められることが多いことから，人間のような振舞い

野の専門家たちも研究に加わっている．これらの研究

をロボットにさせる制御法の開発が望まれている．
脳の一部分である小脳は，わずか 5 種類の細胞での

によって，脳の様々な機能が判明してきたが，いまだ

み構成されていることなど，構造が比較的単純である

に多くの未解決問題が存在する．

ことから，他の分野に比べその研究は進んでいる1) ．

また，数年前までは研究室や工場のような一部の空
間で，一部の用途でのみ使用されていた自律型機械，

小脳は主に動物の運動をコントロールしていることが

すなわちロボットが，愛玩やホビー用，または家事や

知られている．そして，小脳の機能に対しては多くの
モデルが提案されている．著者らが提案したインター
ナルクロックモデル2) も，脳の機能モデルの 1 つで
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ある．
インターナルクロックは，人間の脳内に存在すると
いわれており，条件反射を行う場合などに，そのタイ
ミングを計る機能を有する．この機能によって制御さ
れる条件反射は，人間の多くの身体動作に対して，大
きな影響を及ぼすといわれている3) ．そのため，この
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機能をロボット制御に適用することができれば，ロボッ
トに対して人間のような動きを実現させることができ
るのではないかと考えられる．しかしながら，いまだ
脳の機能モデルを使用したロボット制御法は，実用化
されていない．
そこで本論文では，このインタークロックモデルに
基づいたロボット制御法を提案し，この制御法で，ロ

図 1 小脳皮質の構造
Fig. 1 Structure of the cerebellum.

ボットが人間の条件反射が模倣可能であることを示す．
本論文の具体的な構成は，以下のとおりである．2
章では，条件反射の 1 つである瞬目条件反射と，小脳

顆粒細胞に入力されるものである．入力 1 によって顆

との関連について述べ，次に 3 章では，著者らの提案

粒細胞が発火すると，その出力がプルキンエ細胞に入

したインターナルクロックモデルについて説明する．

力される．1 つのプルキンエ細胞には，800〜3,000 個

また，先行研究で提案された学習システムについても

の顆粒細胞が結合している．これら多数の顆粒細胞は，

述べる．4 章ではロボットにおけるインターナルクロッ

入力 1 に対して，それぞれ出力の仕方が異なることが

クモデルを基にした制御システムの実現法について述

知られている．これにより，多数の顆粒細胞は，何ら

べ，さらにロボットへの適用のために行った学習シス

かのタイミング情報をコードしていると考えられてい

テムの改良した点について述べる．5 章では実験の結

る．プルキンエ細胞は，多くの顆粒細胞から十分な興

果について述べ，最後に 6 章で結論を述べる．

奮性の出力を受けたとき，出力を行う．プルキンエ細

2. 小脳と瞬目条件反射
本章では，小脳と，条件反射の一種である瞬目条件
4)〜6)

胞は抑制性細胞であることから，その出力を受ける小
脳核の出力は，抑制される．
このとき，顆粒細胞から入力を受けた他の細胞も，

．小脳は，脳の部位の中でも

プルキンエ細胞と同様，抑制性の出力を行う．それら

比較的単純な構造であることから研究がさかんに進め

細胞の 1 つであるゴルジ細胞は，顆粒細胞に対して出

反射について述べる
7)

られている ．運動制御，運動のプランニング，そして

力を行うことが知られている．すなわち，顆粒細胞と

タイミング制御などは小脳が司っていることが知られ

ゴルジ細胞の間には，ネガティブフィードバックが存

ている．次に説明する瞬目条件反射も，小脳周辺組織

在している8) ．

を破壊すると，消失してしまうことから，小脳によっ
て実現されている動作の 1 つであるとされている．

小脳皮質へのもう 1 つの入力（以下，入力 2）は，下
オリーブ核を経由して，プルキンエ細胞に入力される

2.1 小 脳 皮 質

ものである．この経路からプルキンエ細胞へ入力が行

小脳は，小脳皮質と呼ばれる部位で学習が行われて

われたとき，同時刻にプルキンエ細胞へ出力している，

いると，広く信じられている．

いくつかの顆粒細胞との，伝達経路の伝達効率を，長

小脳皮質内は，わずか 5 種類の細胞で構成されてい

期的に減少させることが明らかになっている9) ．この

る．そのうち，顆粒細胞は興奮性細胞であるとされる．

現象を長期抑圧（Long-Term Depression: LTD）と

興奮性細胞の出力は，その出力を受ける細胞を活性化

いう．

させ，出力を促す．また，その他の細胞は抑制性細胞

図 1 に，小脳皮質および，その周辺のモデルを示す．

であり，その出力を受けた細胞は，出力が抑制される．

2.2 瞬目条件反射
ここでは，人間の生理現象の 1 つ，瞬目条件反射10)

小脳皮質の出力は，プルキンエ細胞が発火すること
によって生じる出力のみに限られ，その出力が軸索を

について説明する．

通じて小脳核へと伝達される．プルキンエ細胞は抑制

目に風（エアパフ）を吹き付けると，瞼は反射的に

性の細胞であるため，その出力は，小脳核の出力を抑

閉じられる．しかし，エアパフに少し先行して始ま

制することが分かっている．小脳核からの出力は，運

り，同時に終わるような音を聞かせるようにすると，

動中枢に影響を与え，該当する筋肉を動作させる．よっ

このような試行を繰り返した後，音を聞くだけで，風

て小脳皮質は，小脳核の出力を制御することで，運動

が目に当たる直前に瞬きが誘発されるようになる．こ

制御の一端を担っていると考えられている．

れを瞬目条件反射という．このとき，音を条件刺激

小脳皮質への入力は 2 系統存在する．その 1 つ（以

（Conditioned Stimulus: CS），風を無条件刺激（Un-

下，入力 1）は，脊髄や脳幹から苔状線維を経由して，

conditioned Stimulus: US），音によって引き起こさ
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れる瞬きを，条件反応（Condition Response: CR）と
いう．また，CS と US を 1 組として与え続け，CR を
学習させることを，条件付け（Conditioning）という．
前節での入力 1 を CS，入力 2 を US に対応付ける
ことで，瞬目条件反射を小脳皮質の動作で説明するこ
とができる．条件付けが行われる前は，CS によって
小脳皮質のプルキンエ細胞は発火し，その出力が小脳
核を抑制するため，CR は起こらない．しかし，US が
与えられると，瞬きを起こす反射の直接経路以外に下
オリーブ核が刺激され，登上線維信号が該当する小脳
皮質に到着するため，LTD が起こり，プルキンエ細

図 2 インターナルクロックモデル
Fig. 2 The internal clock model.

胞の，CS に対する感受性が減少する．よって，小脳
核への制御が落ちるため，学習が進むにつれ，CR が
起こるようになる．
瞬目条件反射は，条件反応習得後，US が吹き付け

興奮性ニューロン ECi は各細胞ごとに外部から受
ける入力と，1 対 1 対応で抑制性ニューロン ICi から

られない状態で音のみを与え続けると，条件反応が起

の抑制性の入力を受ける．抑制性ニューロン ICj は

きなくなることが知られている．この現象は長期増強

すべての興奮性ニューロン ECi から重み Wij をとも

（Long-Term Potentiation: LTP）と呼ばれる，LTD

なった入力を受ける．

と同じく，小脳の学習に関わるメカニズムによって引

すべての ECi の出力がこのネットワークの出力と

き起こされているといわれている．また，条件反応が

なる．よってこのモデルは N 入力，N 出力のネット

消失した後，消失後に改めて条件付けを行うと，はじ

ワークである．

めに CR を習得したときよりも，少ない学習回数で習

3.1.1 モデルの更新関数

得できることが確認されている，これにより小脳皮質

時刻 t における，ニューロン ECi の内部状態 ui (t)

では，1 度学習したことは記憶形跡として残っている
と考えられている．

と出力 zi (t) は式 (1)，(2) で表される．

ui (t)

• CS と US の連合性によって，CR の習得がなさ

I−

• CR の習得後，CS のみを与え続けると，CR が消
失する．
• 消失した CR は，少ない学習回数で再び再現で
きる．

3. インターナルクロックモデル
インターナルクロックモデルは著者らが提案した，
時間経過を扱うニューラルネットワークのモデルであ
2)



wij

j=1

れる．

• CR は適切なタイミングで起こる．

=
K

ここで，瞬目条件反射の特徴を以下にまとめる．

zi (t)

=

t



exp

−

s=1





t−s
zj (s − 1) (1)
τ

ui (t)

ui (t) > 0

0

otherwise

(2)

ここで，τ は時定数であり，過去の出力の影響を定め
る．I は外部からの入力値である．また，wij は j 番
目のニューロンから i 番目のニューロンへの再帰的な
結合の重みであり，次の確率分布の式で決定される．



P r(wij = 0) = P r wij =

2κ
N



(3)

このとき κ は結合の重みの平均を決定するパラメー

3.1 モデルの構造

タである．また，出力 zi (t) のベクトル（z1 (t), . . . ,
zN (t)）を出力パターンと呼ぶ．抑制性ニューロン ICi

インターナルクロックモデルの概念図を図 2 に示す．

の動作は式 (1)，(2) に組み込まれており，このモデル

る ．本章ではその概要について述べる．

図 2 において，ニューロン ECi は結合している細

の動作は式 (1)，(2) に支配される．図 3 に，ICi の

胞を興奮させるように働く興奮性細胞であり，ニュー

動作を ECi 内に ui (t) として組み込んだ状態の，イ

ロン ICi は抑制するように働く抑制性細胞である．

ンターナルクロックモデル図を示す．

インターナルクロックモデルは，興奮性ニューロン

ECi が N 個，抑制性ニューロン ICi が K 個，合計
N + K 個のニューロンから構成される．

3.1.2 時間経過の表現
インターナルクロックモデルでは，各興奮性ニュー
ロン ECi の出力を小脳の時間経過の表現に対応させ
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ui (t) を用いて表現したインターナルクロックモデル
Fig. 3 The internal clock model used ui (t).

ている．以下のシミュレーションでは，次のパラメー
タを用いた．

図 4 自己相関関数の可視化図
Fig. 4 Image figure of correlation function.

• 興奮性細胞数 N ：1,000 個
• ステップ数 T ：1,000 ステップ
• 外部入力 I ：1.0
• 抑制性細胞の遅延時間 τ ：100.0
• 抑制性細胞との結合重みの平均 κ：1.0 個
N は，小脳皮質内の，顆粒細胞の個数に対応させた．
T は，後述する，実験で使用するステップ数に対応さ
せた．I は実数値で定義できるが，ここでは単純に 1
とした．なお，I は電圧に対応しているが，明確な単
位は存在しない．τ もまた，単純かつ，区切りの良い

100 を選択した．τ は過去の履歴を何ステップ前まで
考慮するかを決定するものであり，時間に対応してい
るが，明確な単位は定義していない．また，決定した
τ は，1 ステップあたりの時間間隔に直接影響しない．

κ は，wij の出力する細胞の確率分布を決定するパラ
メータである．ここでは確率分布を，人為的な偏りを
持たないよう二項分布とするため，1.0 とした．

図 5 t = 40 における自己相関グラフ
Fig. 5 The auto-correlation of the output pattern with
forty times repetition.

図 4 では，相関が高いほど白く，相関が低いほど黒
く表示されている．この図で，t1 = t2 となる対角線

抑制性ニューロン ICi からのランダムな抑制性

上が白く，対角線上から離れるほど黒くなっていくこ

フィードバック入力により，ネットワークから得られ

とが確認できる．次に，図 5 は時刻 t1 = 40 の出力

る出力パターンは一定期間内でまったく同一のパター

パターンと，各時刻の出力パターンとの，自己相関の

ンは出力されない「非再帰性」の特性を持つ．この特

グラフである．相関値は t2 = 40 のときを最大値とし

性から，時刻 t における出力パターンを外部出力が入

て，そこから離れるにつれて徐々に低下していくこと

力された時刻からの時間経過に対応付けることができ

が確認できる．また，他の時刻に対しても，同様の結

る．また，時刻 t とその近傍とでは出力パターンが似

果を得た．これらの結果から，相関値が 1 となる時刻

通う「類似性」の特性を持つ．類似性は，学習結果に

が t1 = t2 のみであること，ある時刻から離れるにつ

重要な影響を与える．

れ，その時刻の相関値がゆるやかに低下していくこと

図 4 は出力パターンを時系列で以下に定義する自
己相関関数で計算し，可視化したものである．縦軸を

t1 ，横軸を t2 としている．

zi (t1 )zi (t2 )
 2
C(t1 , t2 ) =  i
2
z (t )
z (t )
i i 1
i i 2

から，出力パターンの非再帰性および類似性が存在す
ることを確認することができる．

3.2 インターナルクロックモデルを用いた学習
(4)

インターナルクロックモデルは，顆粒細胞とゴルジ
細胞で構成される，ネガティブフィードバックに対応
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ングと，その近傍のとき，閾値論理素子に入力される
値が減少する．学習を続け，学習が完了すると，学習
したタイミングはもちろん，その学習したタイミング
の近傍で，閾値論理素子に入力される重み付き入力値
が，定めた閾値を下回るようになる．すると，閾値論
理素子の出力が停止する．これが，学習部の基本的な
動作となる．
図 6 学習メカニズム
Fig. 6 Learning mechanism.

このような学習部を，前出したインターナルクロッ
クモデルに拡張することで，先行研究では，人間の小
脳内で行われている，タイミングの学習メカニズムに

付けることができる．よって，このモデルに学習，出

基づいた学習システムを作成した．

力の変更といった機能を拡張することで，瞬目条件反

3.2.2 先行研究で提案された学習アルゴリズム

射において，人間の小脳内で行われている，タイミン

先行研究11) において，学習は次の手順で行われた．

グの学習メカニズムを，ロボットに対して実現できる

(1)

と考えられる．ここでは，先行研究11) で提案された
学習システムと，その学習アルゴリズムの概要を説明

CS に対応する入力によって，インターナルク
ロックモデルを起動する．

(2)

US に対応する入力を受けたとき，次の処理を

する．

行う．

3.2.1 小脳との対応
小脳内での学習は，顆粒細胞とプルキンエ細胞との，
結合荷重が変化することによって，実現されている．

(a)

力パターンを確認する．

(b)

提案された学習部は，この LTD の現象を基に，実際
の小脳に対応付けて構築された．図 6 に，学習部の学

(3)

各興奮性細胞からの出力に，それに対応する荷
重を掛けた値の総和（重み付き出力値）が，設
定した閾値を下回ったときに学習を完了させる．

学習部の核となる部分は，プルキンエ細胞，顆粒細
る．まず，ある時刻に対して，多数の顆粒細胞からの

0 でない出力部分に対応する結合荷重を
一定の値だけ減少させる．

習メカニズムを示す．
胞，そしてそれらを結合している伝達経路に対応す

現在のインターナルクロックモデルの出

(4)

( 1 ) から ( 3 ) までを学習が完了するまで繰り
返す．

出力に対応する，インターナルクロックモデルの N

このとき，1 回の CS と US の一対の入力で，減少

個の出力が存在する．このときインターナルクロック

させる伝達経路の荷重量を，学習強度と呼ぶ．すべて

モデルの出力は，非再帰性から，時刻ごとに異なる出

の荷重の初期値は 1.0 とした．

力パターンとなる．インターナルクロックモデルから

先行研究11) では，この学習アルゴリズムにより，CS

の出力は，各興奮性細胞と 1 対 1 で対応する伝達経路

と US の一対が入力として与えられることで，CR が

を通って，プルキンエ細胞に対応する閾値論理素子に

習得できることが示された．しかし，この学習アルゴ

入力される．伝達経路には，それぞれ荷重が存在して

リズムでは，CR の消失とその再現については実現で

いる．

きていなかった．

よって，閾値論理素子には，各興奮性細胞の出力に，
1 対 1 で対応する伝達経路の荷重を乗じた値が，総和
した形で入力される．この値のことを，重み付き出力
値と呼ぶ．閾値論理素子は，定めた閾値以上の重み付

4. インターナルクロックモデルのロボットへ
の適用
本章ではインターナルクロックモデルを用いた，制

き出力値が入力され続ける限り，出力し続ける．伝達

御システムの構成方法について述べる．

経路の荷重を加減することで，学習が行われる．
動させると，つねに閾値を超える重み付き出力値が，

4.1 実験の設定
この制御システムの検証には，ftech 社のサッカー
競技用ロボットを使用した．図 7 にロボットの外形を

閾値論理素子に入力されている．ここで，あるタイミ

示す．このロボットは自律動作と同時に，無線によっ

ングで学習が行われると，そのタイミングの際に出力

てサーバからの指令を受けることもできる．今回の実

が伝達されている，伝達経路の荷重が減少していく．

験では，サーバ側に制御システムを構築し，ロボット

すると，類似性の影響により，学習したときのタイミ

を制御した．その際，テーブル化したモデルの出力パ

学習される前は，インターナルクロックモデルを作
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反射における CS の開始に相当する．ブロックに衝突
した際にロボットは自動的にブレーキをかけ，停止す
ることとする．ブロックへの衝突が，瞬目条件反射に
おける US に相当する．この CS と US の時間間隔を
インターナルクロックモデルを使用して学習すると，
白線を通過した後，ブロックに衝突する直前に，ロボッ
トが停止できるようになると考えられる．
次に，ロボットが白線を通過した後，ブロックの直
前で停止するとは，CS の後にエアパフ US が与えられ
ないことになる．したがって，学習後繰り返しブロッ
クの直前での停止動作を行わせると，CR が消失し，
図 7 サッカー競技用ロボット
Fig. 7 Soccer robot.

再び白線通過後にブロックに衝突するようになる．し
かし，消失した CR は，最初に学習したときよりも少
ない学習回数で再現され，再び白線通過後，ブロック
の直前で停止するようになる．
このような動作を行わせることができれば，ロボッ
トを用いて瞬目条件反射を模倣できたと考えられる．
しかし，上記の実験を行うためには，現行の学習シス
テムにおける，以下の問題点を解決しなければなら

図 8 白線通過イメージ図
Fig. 8 When the robot passes through the white line.

ない．

• CR の消失，および少ない学習回数での CR の再
現が実現できていない．
• 処理時間が長く，リアルタイムで動作させるのが
難しい．
• ロボットを 1,000 回以上動作させなければ，学習
が完了しない．
これら問題を解決することが本研究の課題である．

図 9 ブロック衝突イメージ図
Fig. 9 When the robot contacts the block.

本章では，これら問題を解決するための学習システ
ムの拡張，改良，それらのシミュレーションによる事
前実験を行い，それらの有効性を確認した．

4.2 学習時間の短縮
以下では，ロボットでの検証実験を行うために行っ
た，学習システムの改良について述べる．
先行研究で構築された学習システムは，あくまでイ
ンターナルクロックモデルの妥当性を，シミュレーショ
図 10 予想される学習後の動作
Fig. 10 The robot motion after the learning.

ン上で確認するために作成されたものである．そのた
め，リアルタイムでの学習を想定しておらず，処理に
時間がかかることから，実際にロボットの制御にリア

ターンを，モデルの代用として用いた．

ルタイムで用いるのは困難だった．そこで今回は，イ

具体的には，以下の実験を行った（図 8，図 9，図 10

ンターナルクロックモデルの出力を 1 ステップに対し

参照）．まず，実験フィールド上に白線とブロックを

て 1,000 個の 8 バイト倍精度実数として求めて，1,000

平行に設置する．ロボットを，ある一定の速度で白線

ステップ分に相当する合計 1,000,000 個の実数をテキ

を通過させた後，ブロックに向かうように走行させる．

ストファイル形式でサーバ上に保持しておき，適宜参

速度が一定であることから，ロボットは白線を通過し

照することで処理速度を向上させた．

た一定時間後に，ブロックに衝突する．
ロボットが白線を通過することが，人間の瞬目条件

次に，本研究では，学習時間を短縮するため，ロボッ
トの走行回数が 5 回以内で学習が完了することを目標
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とした．走行回数は次の 2 つのパラメータに大きな影
響を受ける．

• 閾値
重み付き出力値が閾値を下回ると，学習が完了す
るように構成されているため，閾値が高いほど学
習完了は早くなり，走行回数も削減される．
• 学習強度

1 回の CS と US 一対の入力で変更される重みの
値であり，これが大きいほど学習がより早く完了
する
しかし，これらの値の設定が不適切だと，正しく学
習を行えないことが分かっている．

図 11 シミュレーション結果（初期値）
Fig. 11 A simulation result with an initial value.

まず最初に，閾値の決定を行う．インターナルクロッ
クモデルの出力の総和は，各ステップごとに一定では
ない．特に起動直後は値が乱高下するため，閾値のと
り方によっては正しく学習が行えない．そこで，各閾
値ごとにシミュレーションを行い，その結果から閾値
の選定を行った．
図 11 はインターナルクロックモデルを，3.2 節で用
いたパラメータで動作させた際の，シミュレーション
結果である．この出力に対して，学習強度を仮に 0.01
としたうえで閾値ごとの学習完了時の結果を調べた．
このとき，CS が与えられてモデルが動作を開始し，
開始から 100 ステップ後に，US が与えられると仮定
した．

図 12 シミュレーション結果（閾値 10）
Fig. 12 A simulation result with threshold 10.

図 12 は閾値が 10 のときの学習結果である．学習は，
出力パターンの類似性と，学習のメカニズムから，正
しく学習が行われたとき，重み付き出力値は，学習し
たタイミングを最下点として，そのタイミングから離
れるにつれて，徐々に値が増加していく形状を示すが，
この図では，学習したタイミングが最下点でないこと
が確認できる．このことから，初期値の影響で，正し
く学習できていないことが分かる．閾値が小さくなる
ほど初期値の影響が少なくなり，閾値を 7 にまで下げ
たときに，その影響がほぼなくなることが分かった．
図 13 が閾値が 7 のときの学習結果である．この結
果から，閾値は 7 に決定した．
次に，学習強度を決定する．先行研究で実装された

図 13 シミュレーション結果（閾値 7）
Fig. 13 A simulation result with threshold 7.

学習システムでは，1 回の学習に対して毎回 CS と US
の入力が必要なため，実機を使用する場合には，学習

こととした．このとき，1 度の学習で減少させる荷重

のために 1,000 回以上動作を繰り返す必要があった．

量を，新たに内部学習強度と呼ぶ．内部学習強度を決

そこで，今回は 1 度の動作で得た入力を，繰り返し使

定するため，各内部学習強度で学習が完了した際の重

用することで，実際にロボットに走行させる回数を抑

み付き出力値をプロットした．このとき，US はすべ

えた．具体的には，学習強度は 0.1 とし，1 回の CS

て 500 ステップ時に与えた．

と US 一対の入力で荷重が 0.1 以上削減されるまで，
同一の入力を繰り返し利用し，学習を何度も学習する

図 14，図 15，図 16，図 17 より，内部学習強度が
小さいほど，学習したステップにより近いタイミング
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図 14 シミュレーション結果（内部学習強度 0.1）
Fig. 14 A simulation result with learning strength 0.1.

図 17 シミュレーション結果（内部学習強度 0.001）
Fig. 17 A simulation result with learning strength 0.001.

習は 1 度のロボットの走行に対して，最大 100 回行わ
れる．

4.3 LTP に基づく学習修正手順の導入
先行研究では実現できていなかった，誤ったタイミ
ングで行われた学習の修正を実現するため，学習の際
に，LTP に基づいて削減されなかった伝達経路の荷
重を増加させる手順を追加した．この手順により，先
行研究では考慮されていなかった CR の消失を再現す
ることも可能となった．
これらの考えを基に，前節で決定した閾値，学習強
図 15 シミュレーション結果（内部学習強度 0.05）
Fig. 15 A simulation result with learning strength 0.05.

度，内部学習強度を含め，以下の新たな学習アルゴリ
ズムを考案した．

(1)

CS に対応する入力によって，テーブルの最初
から時刻の逐次参照を開始する．

(2)

US に対応する入力を受けたとき，次の動作を
行う．

(a)

現在参照している時刻の出力パターンを
読み込む．

(b)

荷重から削減された値が学習強度 0.1 を
超えるまで，以下の i，ii を繰り返す．

(i)

( a ) で読み込んだ出力パターン中
の，0 でない出力部分に対応する
結合荷重を内部学習強度に基づい
て 0.001 減少させる．

図 16 シミュレーション結果（内部学習強度 0.01）
Fig. 16 A simulation result with learning strength 0.01.

( ii )

重み付き出力値を求め，その値が
閾値 7 を下回ったときに，学習を

で，重み付き出力値が，閾値を下回るようになること
が確認できる．学習完了時，閾値を下回るタイミング

完了させる．

(3)

は，内部学習強度 0.1 で 253 ステップ前，内部学習強
度 0.01 で 42 ステップ前，0.001 で 31 ステップ前と，

荷重が削減されず，かつ初期値より小さい結合
荷重を増加させる．

(4)

上記の ( 1 )，( 2 )，( 3 ) の動作を繰り返す．

内部学習強度の影響は収束していくことが分かる．今

今回新たに加えた上記 ( 3 ) で増加させる荷重量を

回，内部学習強度は 0.001 に決定した．このとき，学

修正学習強度と呼ぶ．このアルゴリズムは，インター
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ナルクロックモデルを用いて，小脳内の現象 LTD と

LTP を実現しているものである．
学習の修正ならびに CR の消失は，CS のみが与え
られることが，ある程度連続して起こったときに強い
影響を受けると考えられる．離散的に CS のみが与え
られる場合に，大きな影響を受けるのは不自然である．
これらのことから，修正学習強度は，0.0003 × ((CS
のみ与えられた回数 ) − 1)2 とした．

5. 実

験

本章では実験に使用した器材，プログラムならびに

図 18 実験手順のフローチャート
Fig. 18 The flow chart of the experiment procedure.

実験結果を説明する．

5.1 実験の詳細
まず，実験に使用したサーバの仕様は以下のとおり
である．
• OS: Microsoft Windows XP Professional
• CPU: Intel Pentium M processor 1.60 GHz
• MEMORY: 504 MB RAM
• HDD: 60 GB（Ultra ATA）
このサーバは RS-232C を備えており，ロボットとの
無線通信のためにサーキットデザイン社製 MU1-RS2
を接続した．

図 19 重み付き出力値の初期値
Fig. 19 The initial weighted output value.

学習プログラムの実現のために，Microsoft Visual

Studio .NET 2005 の Microsoft Visual C++ 2005

に移行する．CR フェーズではロボットは白線を通過

を使用した．プログラミング言語には C++を使用し

した後，ブロックに衝突する前に停止する．このとき，

た．また，ロボット動作プログラムの実現には High-

performance Embedded Workshop を用いた．プロ

CS のみで US が与えられないことから，CR フェー
ズでループを繰り返すと重み付き出力値は全体的に増

グラミング言語は PIC-C を使用した．

加し，最終的に CR が消失する．

インターナルクロックモデルのプログラムを，3.2

本実験で，ロボットを 280 [mm/s] で走行させた．ま

節で用いたパラメータ設定で実行し，得られた出力か

た，1 ステップは 4.5 [ms] で動作させた．これらは実

らテーブルを作成した．

装するサーバおよび，ロボットの性能に依存している．

今回，インターナルクロックモデルには 1,000 ステッ
プ分の出力パターンを生成させた．1 つの出力パター
ンには，1,000 個の実数値が対応する．この実数値を，
出力された順にテーブルに格納していく．最終的に，
テーブルには，1,000 個の実数値を 1,000 ステップ分，

ロボットへの通信は，テキストデータの送受信によっ
て行った．

5.2 実 験 結 果
本節では実験の経過とその結果を示す．実験では次
の 4 点を検証する必要がある．

合わせて 1,000,000 個の実数値が格納される．これら

• CS と US の連合性によって CR が習得されるか．

の中で，モデルの出力を初期化する手続きを示してい

• CR が適切なタイミングで起こるか．
• 習得後 US を与えず CS のみを与えると，CR が

る，時間経過の表現と関係のない最初の 2 ステップ分
の出力を除外した．

消失するか．

実験の手順を図 18 に示す．実験は，学習フェーズと
CR フェーズの 2 つに分けて行った．図中の『ロボット

• 1 度習得した CR は，少ない学習回数で再び再現
できるか．

による学習』とは，ロボットが白線を通過し，ブロック

これらが認められるなら，ロボットに瞬目条件反射

に衝突するまでの一連の処理を示す．学習フェーズで
は，前述の学習アルゴリズムに従って結合荷重の増減
が繰り返し行われる．学習が完了した後，CR フェーズ

の模倣を行わせることができたと考えられる．

5.2.1 CR の学習
図 19 は各ステップにおける学習前の重み付き出力
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図 21 学習 100 回目終了後の重み付き出力値
Fig. 21 The weighted output value after the 100th
learning.

図 20 1 回目のロボット動作
Fig. 20 The first robot movement.

値をプロットした図である．閾値は 7 である．これら
の値を初期値として学習を進める．
図 20 は 1 回目のロボット動作である．ロボットは
白線を通過後，ブロックに衝突している．白線を通過
した瞬間に学習が開始され，ブロックに衝突した時点
までのタイミングを学習する．ロボットを用いること
から，学習するタイミングには毎回ある程度の誤差が
含まれる．この場合には，CS 入力後，357 ステップ
で US が入力されたと学習した．この入力を基に，学
習は 100 回行われた．図 21 は各ステップにおける学

図 22 2 回目のロボット動作
Fig. 22 The second robot movement after the 100th
learning.
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図 23 学習 200 回目終了後の重み付き出力値
Fig. 23 The weighted output value after the 200th
learning.

図 25 学習 300 回目終了後の重み付き出力値
Fig. 25 The weighted output value after the 300th
learning.

図 24 3 回目のロボット動作
Fig. 24 The third robot movement.

図 26 4 回目のロボット動作
Fig. 26 The fourth robot movement.
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習 1 回目終了後の重み付き出力値のプロット図である．
このようにロボットがブロックに衝突すると，学習が
行われ，学習したステップ近辺で，重み付き出力値が
減少することが確認できる．
図 22 は 2 回目のロボットの動作であり，図 23 は
各ステップにおける学習 2 回目終了後の重み付き出力
値のプロット図である．学習 2 回目 2 回目のロボット
の動作では，タイミングは 369 ステップ後と学習して
いる．このときも学習は 100 回行われた．
同様に，図 24 および図 25 は，3 回目のロボット動
作，および終了後の重み付き出力値の図であり，この

図 27 学習完了後の重み付き出力値
Fig. 27 The weighted output value after the learning.

とき学習したタイミングは 377 ステップ後であった．
図 26 は 4 回目のロボット動作，図 27 は終了後の重
み付き出力値の図であり，学習したタイミングは 387
ステップ後であった．図 27 で，重み付き出力値が閾
値を下回るステップを確認できた．学習はこのとき完
了している．4 回目のロボット動作による入力で，学
習が完了したことから，このときの学習回数は 300 回
以上 400 回未満である．
図 28 は学習完了後に動作させたロボットの様子で
ある．この図から，白線を通過してからブロックの直
前で停止していることが確認できる．よって，CS と

US の連合性による CR の習得，および適切なタイミ
ングを学習できたことを確認した．
5.2.2 CR の消失
学習が完了すると，ロボットはブロックの直前で停
止する．このとき，ロボットはブロックに衝突してい
ないので，結合荷重は修正学習強度に基づいて増加す
る．図 29 は各ステップにおける学習完了後 1 回目の
動作終了後の重み付き出力値のプロット図である．
図 30 は学習完了後，2 回目に動作させたときのロ
ボットの様子である．1 回目と同様に，学習したタイ
ミングで停止しており，ブロックに衝突する直前に停
止している．図 31 は各ステップにおける CR 動作 2
回目終了後の重み付き出力値のプロット図である．
図 32 は学習完了後，3 回目に動作させたときのロ
ボットの様子である．このときもブロックに衝突する
直前で停止している．そして，CR 動作 3 回目終了後
の重み付き出力値（図 33）を見ると，すべてのステッ
プにおいて，重み付き出力値が閾値を上回っているこ
とが分かる．
図 34 は学習完了後，4 回目に動作させたときのロ
ボットの様子である．ブロックに衝突していることが
分かる．これにより，CR の消失が確認できた．

5.2.3 再 学 習
図 35 は再学習 1 回目のロボットの動作である．ロ

図 28 1 回目の CR 動作
Fig. 28 The first CR movement.
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図 29 CR 動作 1 回目終了後の PC の入力値
Fig. 29 The weighted output value after the first CR
movement.

図 31 CR 動作 2 回目終了後の重み付き出力値
Fig. 31 The weighted output value after the second CR
movement.

図 30 2 回目の CR 動作
Fig. 30 The second CR movement.

図 32 3 回目の CR 動作
Fig. 32 The third CR movement.
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図 33 CR 動作 3 回目終了後の重み付き出力値
Fig. 33 The weighted output value after the third CR
movement.

図 35 1 回目の再学習時のロボット動作
Fig. 35 The robot movement at the first relearning.

図 34 CR が消失した際のロボットの動作
Fig. 34 The robot movement when CR disappears.

図 36 再学習完了後の重み付き出力値
Fig. 36 The weighted output value after the relearning.
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様子であり，ブロックに衝突する直前で停止できてい
ることが分かる．つまり，消失した CR を，初めて学
習するときよりも，少ない学習回数で再現することが
できた．
以上の結果から，ロボットに瞬目条件反射を模倣さ
せることができたと考えられる．

6. お わ り に
本研究では，ロボットにおける瞬目条件反射の模倣
が可能であることを示した．制御には現行の手法と異
なり，脳機能モデルの 1 つであるインターナルクロッ
クモデルを用いた，小脳内の構造に基づく，タイミン
グ制御法を使用した．
現在，2 足歩行ロボットなど，人間により近い動作
を実現できるロボットの製作が試みられている．しか
し，いまだにロボットは，人間があたりまえのように
行っている歩行や跳躍などの，多く動作を行うことが
できない．本手法は，現在，一般的に使用されている
モデル予測制御など12) と比較して，少ないパラメー
タと，簡単な計算のみで制御を実現することができる．
また，実際の人間の脳の構造に基づいた制御法である
ことから，本制御法を用いることで，現在，困難であ
る人間らしい動作を実現できる可能性がある．
今回提案した制御法には，誤差の修正機能が付加さ
れていないという問題点がある．この問題を解決する
ために，人間の脳内で誤差の修正を行っているとされ
る星状細胞，バスケット細胞，下オリーブ核などをモ
デル化し，実装していく必要がある．また，本手法を
人工筋肉などの制御に応用することも今後の課題で
ある．
謝辞 本論文に対して貴重なコメントをくださった，
担当委員と査読者の方々に深謝いたします．
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