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ヒトの対象物保持タスクにおける指力と手指の姿勢を用いた
感覚運動統合及び視覚運動変換モデル
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A Computational Model of Sensorimotor Integration and Visuomotor
Transformation with Digit Force and Posture in Human Object Holding
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and Yoji UNO†††

あらまし ヒトの対象物保持タスクにおける指力と手指の姿勢を考慮した，感覚運動統合及び視覚運動変換の
計算モデルを提案する．心理物理実験では，様々な対象物の方位と指先位置の条件下で指力と手指の姿勢を計測
した．感覚運動統合モデルは，対象物の視覚情報，指力，姿勢を統合することで，中間層に対象物の方位とその
対象物を保持するための総指力と指先位置をコードした．学習後の感覚運動統合モデルは指関節トルクのノルム
を評価関数とした静力学的な最適化問題を解くことで，視覚入力に対応した自然な保持タスクにおける指力と手
指の姿勢を再現した．更に，この計算モデルとヒトの大脳皮質の頭頂連合野及び腹側運動前野の機能的対応を考
察した．
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1. ま え が き

に関する行動学的な研究は，ヒトが対象物をつかむ前

ヒトが手指を使って対象物を保持するタスク（以下，

拠を示している．

に，視覚情報から手指の姿勢を計画している重要な証

Holding を行うための指力と手指の姿勢を決定する

holding）では，holding に先行する対象物をつかむ動
作 (grasping) や持ち上げる動作 (lifting) に先立って，

問題はどちらも不良設定問題である．そのため，ヒト

タスクを遂行するための指力と手指の姿勢を計画する

は無数に存在する解の中から，何らかの運動規範に基

必要がある．このためには，ヒトの脳は対象物の視覚

づいて最適解を選択し，運動を実行していると考えら

情報だけから指力と手指の姿勢といった運動情報を計

れる．しかし，holding の運動規範は明らかになって

算しなければならない．Jeannerod [1] の pre-shaping

おらず，対象物の視覚情報を指力と手指の姿勢に変換
する脳計算メカニズムを説明するモデルは確立してい
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がら，これらの研究の多くは，手指の姿勢を決定する
問題，運動規範や計算モデルを扱っていない．

Zatsiorsky ら [6], [7] は，whole-hand grasping にお
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いて，対象物が受ける外部トルクの大きさに応じた指

を展開し，指力との姿勢の計算の流れを整理する．次

力生成の戦略を説明するために，異なる評価関数で定

に 3. では，対象物の視覚的特徴の一つである “方位”

義された五つの最適化モデルを比較した．その結果，

に着目し，指力及び姿勢との関係を心理物理実験に

神経指令ベクトルのノルムを評価関数としたモデルが

よって調べる．ここでは，tripod grasp による holding

実験結果を最もよく再現したと報告している．しかし

を採用した．その理由は，whole-hand grasping では，

ながら，外部トルクが零の場合に再現能力が悪くなっ

方位による運動の違いが主に手首の掌背屈だけに現

たため，自然な holding の運動戦略を説明するモデル

れるため，多次元情報を圧縮した情報表現を得るとい

とはいえない．更に，指力生成の問題だけを扱い，手

う本研究の意図から外れるからである．また，tripod

指の姿勢を決定する問題と対象物の視覚情報を考慮し

grasp を扱っている従来研究は少なく，感覚運動統合

ていない．

及び視覚運動変換モデルが適用された例はない．4. で

いくつかの研究は，運動計画が脳内に獲得されてい

は，上述した感覚運動統合及び視覚運動変換の計算過

る対象物の内部表現 (internal representation) に基づ

程を実現するニューラルネットワークモデルを説明す

いて行われているという仮説を主張している [8]〜[11]．

る．そして 5. において，本研究の計算モデルと霊長

片山と川人 [8] は，脳内では対象物の形状と機能を手

類の大脳皮質の関連領野の機能を比較する．

の形状に基づいて表現しているという仮説を立て，視
覚情報，体性感覚情報，運動指令を統合することで内

2. 計 算 理 論

部表現を獲得するモデルを提案した．福村ら [9] は，対

図 1 に本研究で提案する holding の計算スキームを

象物の視覚情報と指の姿勢を統合することで対象物の

示す．これは，我々の以前の研究 [11] で提案した計算

サイズと形に関する内部表現を獲得し，制約条件付き

スキームを，従来研究の提案と本研究の仮説に基づい

最適化問題を解くことで視覚情報を指の姿勢に変換す

て詳細化したものである．実線矢印は各モジュールの

るニューラルネットワークモデルを提案した．しかし，

入出力情報，破線矢印はパラメータとして受け渡され

これらの研究は指力生成の問題を扱っておらず，指力

る情報，点線矢印は学習とフィードバック制御に使わ

がどのように表現されているのかは議論されていない．

れる情報を表している．また，各モジュールの左肩の

Holding では指力と手指の姿勢を決定しなければな

数字は説明の便宜のために付けた番号である．

らないが，従来研究の多くはそれぞれの問題を単独で

この計算スキームは計画部と制御部に分かれる．

扱ってきた．指力の決定は静力学的な問題である一方，

計画部では，対象物の視覚情報から目標の指力と

姿勢の決定は運動学的な問題であるため両者は性質が

手指の姿勢を計算する．その計算と情報の流れを追っ

異なる．しかし，目標の指力を発揮しやすい手指の姿

ていく．Arbib ら [12] のモデルと同様に，対象物の

勢と発揮しがたい姿勢が存在するため，指力と姿勢を

視覚情報からサイズ，形状，テクスチャ，方位，位置

決定する問題は独立ではなく，互いに影響を受けて，

1 ）．それらの
といった特徴を抽出する（モジュール

同時に解かれていると考えられる．

特徴から，力学計算に必要なパラメータ（質量，慣

そこで本研究では，運動情報として指力と姿勢の両

性モーメント，質量中心位置，静摩擦係数）を計算す

者を扱い，感覚運動統合と視覚運動変換を実現する

2 ）．ニュートンの運動方程式とオイ
る（モジュール

計算モデルを提案する．ここで，対象物の視覚情報と

ラーの運動方程式で表される対象物の逆動力学モデル

holding 遂行時にフィードバックされる体性感覚情報

(IDM) は，それらのパラメータを用いて，対象物の
目標運動（holding では静止）を実現するための外力
3 ）．Flanagan
と外部トルクを計算する（モジュール

及び運動指令の遠心性コピーを統合し，対象物の内部
表現を獲得する過程を “感覚運動統合 (sensorimotor
integration，SMI)” と定義する．そして，ある運動

と Wing [13]， Davidson と Wolpert [14] などは，脳

規範に基づいて，対象物の視覚情報から指力と手指

内に対象物の IDM が存在することを示す心理物理実

の姿勢を計算する過程を “視覚運動変換 (visuomotor

験結果を報告している．また，対象物のサイズ，形状，

transformation，VMT)” と定義する．このとき，低

方位から指先位置の候補の集合としての対象物表面を

次元に圧縮された運動の特徴を決定することで，運動

4 ）．そして，外力と外部トル
計算する（モジュール

を生成すると仮定する．

クを実現するために，指先位置の候補の中からある指

本論文では，まず，2. において holding の計算理論

先位置を選択し，その位置に加えるべき指力を計算す
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Fig. 1

図 1 対象物保持タスクの計算スキーム
A computational scheme of object holding.

る．本研究では，この計算を担うものを力分配（force
5 ）としている．手指の逆
distribution，モジュール
6 ）は目標の指先位
運動学モデル（IKM，モジュール

対する運動の特徴が内部表現として獲得されていると

置を手指の姿勢に変換する．これは，対象物中心座標

運動が計画されていると考えている．

系 → 作業座標系 → 身体座標系の座標変換である．
計画部の各モジュールが独立に存在するかどうかは

仮定する．そして，本研究は，自然な holding では，
指関節トルクを最小にするという運動規範に基づいて
制御部は，Katayama [15] の内部モデル学習と柔ら
かさ調節の統合モデルを参考にしている．本研究のモ

明らかではない．本研究では，対象物の内部表現が計

7）
デルは，手指の逆静力学モデル（ISM，モジュール

画部の各モジュールの計算を担っていると仮定する．

が目標となる指力と手指の姿勢から指関節トルクを計

目標の外力と外部トルクを実現するための指力と対

算し，そのトルクが計画部での最適化計算に使われる

象物表面上の指先位置の組合せは無数に存在する．更
に，手指には少なくとも 22 の自由度があるので，あ
る指先位置を実現するための手指の姿勢は唯一ではな
い．ゆえに，これらの計算問題は不良設定性を有する．
ヒトの脳は，ある対象物に対して，一つの運動だけを
記憶するのではなく，様々な戦略のもとで経験した運

と仮定している．

4. では，ニューラルネットワークを用いて，計画部
の計算を実現する．

3. 心理物理実験
3. 1 実 験 装 置

動を記憶し，現在の戦略（運動規範）に基づいた運動

対象物を図 2 に示す．対象物は，真鍮製の正三角柱

パターンを生成することで，不良設定問題を解決して

で，厚さは 24 mm，底面の 1 辺の長さは 110.85 mm

いると考えられる．しかし，情報処理量やメモリ量の

である．対象物の側面には，母指，示指，中指の力を計

観点から，ヒトの脳が，対象物の視覚情報や指力，姿
勢といった高次元の運動情報を細部にわたって記憶し

測するために，三つの力覚センサ (PicoForce，Nitta
Corp.) を取り付けている．図 2 右上の円内に，対象

ているとは考えがたい．よって，対象物の視覚情報や

物の上面を外したときの力覚センサ取付部の構造を示

運動の情報を低次元に圧縮し，対象物の特徴とそれに

す．力覚センサは，側面に沿った溝に取り付けてあり，
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図 2 対象物の上面図（上）と正面図（下）
Fig. 2 Upper and frontal views of an object.

図 3 被験者から見た対象物の位置と方位（点線円内は指
先位置条件）
Fig. 3 Position and orientation of the object from the
subject. Five experimental conditions of digittip positions are shown in the dotted circle.

スライドすることができる．これにより，様々な指先
位置を設定できる．対象物の上面には，対象物の傾き
を被験者へ視覚的にフィードバックするために水準器

とする．対象物の方位の条件は，θ = −15◦ ，0◦ ，15◦ ，

を取り付けている．力覚センサと水準器を含めた対象

30◦ ，45◦ の五つとした．

物の重さは 4.2 N である．

各方位の条件について指先位置の条件を設定するた

力覚センサは，各指が発揮する力の，対象物の側面に

めに，図 2 と同形状・同質量・同材質の対象物を用い

対して法線方向の成分 (normal force，NF) を検出する．

て，被験者が最も持ちやすいと感じた指先位置を計測

指力データは A–D 変換ボード (AD12-16U(PCI)EH，

した．これを今後 “自然な指先位置” と呼ぶ．指先位

CONTEC CO., LTD) を用いて 1 ms のサンプリング

置の条件として，自然な指先位置から母指，示指，中

間隔で採取した．

指を −10，−5，0，5，10 mm シフトさせた指先位置

手指の姿勢は CyberGlove (Virtual Technologies,

を設定した．図 3 の点線円内に指先位置条件の一例を

Inc.) で計測した．計測したのは次の 13 自由度である．
母指（4 自由度）
：CM 関節の 2 自由度，MP，IP 関節

示す．対象物を表す太い実線の正三角形の辺に刻んだ

の屈曲．示指・中指（各 3 自由度）
：MP，PIP，DIP

指先位置を表し，そのときの母指，示指，中指の位置

関節の屈曲．中指と示指の間の外転（1 自由度）．手首

関係を細い実線の三角形で表している．破線と点線の

（2 自由度）
：掌背屈及び橈尺屈．

3. 2 実 験 方 法
被験者から見た対象物の位置と方位を図 3 に示す．

目盛は指先位置を表している．0 mm の目盛が自然な

三角形は，それぞれシフト量 −10 mm と 10 mm にお
ける，三指の位置関係を表している．
実験タスクの条件は，対象物の方位の 5 条件 (−15◦ ，

るように椅子に座る．対象物との位置関係を一定に保

0◦ ，15◦ ，30◦ ，45◦ ) と指先位置のシフト量の 5 条件
(−10，−5，0，5，10 mm) のすべてを組み合わせた

つために，被験者の頭部を顎台で固定する．手首関節

25 条件とした．

被験者は対象物の質量中心 O が正中矢状軸上にな

中心 W と肘関節中心 E を結ぶ線分 (W–E) と前額–水

指力の計測実験を次の手順で行った．実験者は 25

平軸との角度が 45◦ になるように，被験者の右前腕を

のタスク条件から無作為に 1 条件を選択する．そして，

テーブル上に固定する．

選択した条件の指先位置に力覚センサを固定する．被

対象物の頂点 A と質量中心 O を通る直線が線分
W–E と重なるときの対象物の方位を θ = 0◦ とする．
この方位を基準として，質量中心 O を通る垂直軸につ
いて，時計回りの回転を θ > 0◦ ，反時計回りを θ < 0◦

験者は，力覚センサに母指，示指，中指を配置し，対
象物を素手でつかむ．そして，テーブルから 5 mm 程
度持ち上げて 10 秒間水平に保持する．被験者はこの
タスクを 1 条件につき 10 トライアル行う．すべての
2637
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タスク条件で指力を計測した後，被験者は各方位の条

測データに近くなる姿勢を計算した．つまり，ほかの

件で最もタスクを遂行しやすかった指先位置の条件を

関節のデータをできるだけ保存して，母指の CM 関節

回答する．その後，被験者は右手に CyberGlove を装

角度を求めることになる．母指の CM 関節を除いた

着する．そして，すべてのタスク条件において，物体

ほかの関節の補正後の角度は，もとの計測データと数

をつかんだときの手指の姿勢を計測する．

deg 程度の誤差の範囲に収まっていた．よって，その

3. 3 データ処理
3. 3. 1 指

結果を解析に用いた．
力

指力の時系列データを遮断周波数 10 Hz の零位相

3. 4 データ解析
3. 4. 1 多変量分散分析 (MANOVA)

FIR フィルタで平滑化する．各トライアルの 10 秒間
のデータから lifting 期間を除き，残りの期間の中か
ら，指力の変動が最も少ない 3 秒間を抽出する．そし

かどうかを調べるために，各指の NF（3 変量），母指

て，その 3 秒間の平均値をトライアルの指力とする．

示指外転を含む 4 変量），手首姿勢（2 変量）を独立に

更に，各タスク条件で 10 トライアル分の指力を平均

二元配置 MANOVA（対象物の方位 × 指先位置のシ

し，そのタスク条件の指力とする．以降，タスク条件

フト量）で分析する．

の指力を解析する．

3. 3. 2 手指の姿勢

被験者がタスク条件に応じた指力や姿勢を生成した
姿勢（4 変量），示指姿勢（3 変量），中指姿勢（中指–

3. 4. 2 制約付き非線形主成分分析
指力や手指の姿勢といった多次元データの解釈を

本研究では，手指を図 4 のようにモデル化した．母

容易にするためには，データ変動の主な要因を抽出

指の CM 関節は，掌側外転位を基準の姿勢とし，尺側

することが重要となる．このような解析では一般的

過内転と掌側内・外転を関節自由度とする．各リンク

に主成分分析 (PCA) が使われるが，指力や姿勢デー

の長さは，被験者の関節中心間の距離とした．

タと内在している要因が線形関係にあるとは限らな

母指の CM 関節を計測するための CyberGlove の

い．このような場合，非線形主成分分析 (Nonlinear

二つのセンサは，これらの自由度と 1 対 1 に対応して

PCA，NLPCA) が有効である．NLPCA の手法とし

いない．また，そのほかのセンサの値も数 deg の計測

て，Kramer [16] は逐次型 NLPCA ニューラルネット

誤差を含んでいる．更に，リンクの長さにも数 mm の

ワークを提案している．

計測誤差が存在している可能性がある．このため，関

本実験では，実験条件として与えている対象物の方

節角度の計測値を順キネマティクスモデルに入力して，

位が要因となっている変動成分と，そのほかの内在す

指先位置を計算しても，目標としている指先位置（モ

る要因による変動成分を切り分けたい．しかしながら，

デル上のセンサ位置）との間に誤差が生じる．

データの主成分軸が必ずしも方位やほかの要因を単独

そこで，順キネマティクスモデルが出力する指先位

で表現しているとは限らない．実際，逐次型 NLPCA

置が目標の指先位置と一致するという制約のもと，モ

を行ったところ，それらの要因を明確に切り分けるこ

デルの母指の CM 関節を除いたほかの関節が，最も計

とができなかった．そこで，あらかじめ分かっている
外部データを制約条件として用いる，制約付き非線形
主成分分析 (Constrained NLPCA，CNLPCA) を適
用する．
図 5 に Kramer の逐次型 NLPCA ニューラルネット
ワークを応用した，CNLPCA ニューラルネットワー
クを示す．

Kramer の逐次型 NLPCA では以下の手順で主成分
を抽出する．まず，第 3 層にただ一つのユニットをも
つ 5 層の砂時計型ネットワークがデータセット X の
恒等写像を学習する．このときのネットワークの出力
値を X  とし，復元誤差を E1 = X − X  とする．次
Fig. 4
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図 4 手指のキネマティクスモデル
A kinematics model of a hand and digits.

に，同じ構造をもつ別のネットワークが復元誤差 E1
の恒等写像を学習する．更に，別のネットワークがそ
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phase (i = m + 1, · · · , n) では λ = 1 に固定する．
本研究では，外部データとして対象物の方位を利用
し (m = 1)，−15◦ ，0◦ ，15◦ ，30◦ ，45◦ のデータに
対して c1j をそれぞれ 2，4，6，8，10 に設定した．
それぞれのネットワークについて，各層のユニット
数は以下のように設定した．第 3 層のユニット数は
CNLPCA の原理に従って 1 とした．第 1 層と 5 層の
ユニット数は，指力の解析では NF のデータの次元と
同じ 3，姿勢の解析では姿勢データの次元と同じ 13 と
した．第 2 層と 4 層のユニット数は，指力の解析では
9，姿勢の解析では 13 とした．今回，第 2 層と第 4 層
のユニット数を経験的に設定したが，その数を第 1 層
と第 5 層のユニット数の 1 倍から 5 倍の間で変化させ
ても，定性的に等しい情報を抽出したことを確認して

図 5 制約付き非線形主成分分析
Fig. 5 Constrained NLPCA.

いる．

の復元誤差 E2 = E1 − E1 の恒等写像を学習する．こ
れを抽出したい主成分の数 n だけ繰り返す（n は学習
データの次元以下）．この結果，n 個のネットワークの
第 3 層のユニットが n 個の主成分を抽出する．

ら n 番目のネットワークを逐次型 NLPCA と同じ方法
で学習する (unconstrained phase)．この結果，n − m
個のネットワークの第 3 層のユニットが，外部データ
とは無関係な n − m 個の内在要因を抽出する．
ネットワークの誤差関数を式 (1) のように定義する．

ei =

λ  zj − zj 2 +(1 − λ)(cij − cij )

タがどのような情報を含んでいるのかを調べることが
目的であるため，すべてのタスク条件のデータを学習
データとし (N = 25)，その復元誤差を学習の終了判
定に用いた．学習に用いる指力と姿勢のデータは，そ

CNLPCA では，制約として用いる外部データの数
を m とすると，はじめの m 個のネットワークの学習
時に，第 3 層のユニットの出力値が外部データと同じ
値になるように拘束する (constrained phase)．それ以
降は，第 3 層のユニットの出力値を拘束せず，m + 1 か

N



学習は BP 法で行った．ここでの解析は，実験デー


2

j=1

(1)

れぞれ 0.1 ∼ 0.9 の間で正規化した．すべての学習に
おいて，結合荷重の初期値を −1.0 ∼ 1.0 の間で擬似
ランダムに設定した．

3. 5 実 験 結 果
図 6 に代表的な被験者の指力 NF の計測結果を示
す．縦軸は指力，横軸はタスク条件（対象物の方位 ×
指先位置のシフト量）を表す．濃灰色，淡灰色，白色
のバーはそれぞれ母指，示指，中指の NF の平均値を
表し，それらのスタックは総指力を表す．このデータ
を二次元配置 MANOVA で解析したところ，対象物
の方位による差 (p < 0.001) と指先位置のシフト量に
よる差 (p < 0.001) を検出した．隣り合う指先位置条
件間で Hotelling の T 2 検定を行ったところ，対象物
の方位 30◦ における自然な指先位置 (0) と指先位置

ここで，添字 i は図 5 に示 すネットワーク の番号

(5)，45◦ における指先位置 (−5) と指先位置 (0) の組

(i = 1, · · · , n)，N はデータ数，zj はデータセット

合せを除いて，指先位置の変更に応じて指力が有意に

X , E1 , · · · , En−1 のいずれかの j 番目の学習データ
ベクトル，zj はネットワークの出力値ベクトル，cij
は i 番目のネットワークの j 番目のデータセットに対
する拘束，cij は拘束ユニットの出力値を表す．Con-

変化していた (p < 0.05)．一部の組合せで有意差が見
られなかったが，すべての対象物の方位において，自
然な指先位置 (0) で NF の総和が小さくなった．五つ
の対象物の方位の間で自然な指先位置 (0) の指力を比

strained phase (i = 1, · · · , m) では，λ の初期値を
1 とし，学習が収束するごとに λ の値を小さくする．

較すると，−15◦ ，0◦ ，15◦ の間で指力の差は検出され

この結果，ネットワークは制約を満たし，かつ，復元

有意に異なっていた (p < 0.01)．

能力をある程度保持した状態になる．Unconstrained

なかった (p > 0.05) が，30◦ 及び 45◦ はほかの方位と
手指の姿勢は以下のような結果となった．五つの対
2639
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(a) Normal force

図 6 Normal force の計測結果（被験者 A）
Fig. 6 Measured normal force of subject A.

象物の方位の間で自然な指先位置 (0) の姿勢を比較し
たところ，対象物の方位に応じて，主に母指の CM 関
節，示指の PIP 関節，中指全体の屈曲，手首の橈尺骨
角度が変化した．すべての方位において，指先位置の
シフト量に応じて，主に母指の CM と IP 関節，示指
の PIP と DIP 関節，中指全体の屈曲，手首の橈尺屈
角度が変化した．母指，示指，中指と手首のそれぞれ
について二元配置 MANOVA で解析したところ，す
べてにおいて対象物の方位による差 (p < 0.001) と指

(b) Posture

先位置のシフト量による差 (p < 0.001) を検出した．

図 7 CNLPCA 結果
Fig. 7 Results of CNLPCA.

CNLPCA では，指力，姿勢ともに n = 2 で復元誤
差が十分に小さくなった．図 7 (a)，(b) にそれぞれ指
力，姿勢の CNLPCA の結果を示す．両グラフとも，

らの結果は，このユニット値と NF の総和が定性的に

横軸に constrained phase で得られた第 3 層のユニッ

ほぼ一致していることを示している．図 7 (b) の制約

トの出力値，縦軸に unconstrained phase で得られた

されていないユニットの値（縦軸）と指先位置のシフ

第 3 層のユニットの出力値をとっている．プロットに

ト量の順位相関係数を各方位ごとに求めたところ，す

用いたマーカは黒色から白色まで色が濃い順に，指

べての方位において r = −1.0 となった．この結果は，

先位置のシフト量 −10，−5，0，5，10 mm を表して

このユニット値が指先位置のシフト量に定性的に一致

いる．また，マーカ  は −15◦ ， は 0◦ ， は 15◦ ，

していることを示している．

♦ は 30◦ ， は 45◦ の方位を表している．方位 30◦
の 0 mm と 5 mm がほぼ重なっているが，5 mm の方

すべての方位の条件において，自然な指先位置で指

がわずかに縦軸の値が大きい．図 7 の制約されたユ

力が最も小さくなった結果は，自然な holding におい

ニットの値（横軸）に着目すると，すべての方位の条

て，ヒトは指力が小さくなるような運動戦略を採用し

件で制約を満たしていることが分かる．図 7 (a) の制

ていることを示唆している．

3. 6 考

察

約されていないユニットの値（縦軸）と NF の総和を

CNLPCA では，指力データから NF の総和と相関

Spearman の順位相関分析にかけたところ，高い相関
があった（相関係数 r = 0.97）．各方位ごとに順位相
関係数を求めたところ，方位 15◦ で r = 0.90 であっ
たが，ほかの四つの方位では r = 1.0 となった．これ

が高い情報が抽出された．完全に一致しなかったのは，
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抽出された情報に方位の情報も含まれている可能性が
ある．しかし，方位ごとに見ると NF の総和と大小関
係が一致していた．よって，抽出された情報は NF の
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総和に関する情報であると考える．この結果は，指力
データの変動を表す大きな要因の一つが対象物の方位
で，もう一つの大きな要因が総指力であることを示し
ている．また，姿勢データからは指先位置と相関が高
い情報が抽出された．よって，抽出された情報は指先
位置に関する情報であると考える．この結果は，姿勢
データの変動を表す大きな要因の一つが対象物の方位
で，もう一つの大きな要因が指先位置であることを示
している．これら CNLPCA の結果は，ヒトが生成し
た指力や姿勢には，対象物の特徴，その対象物のどこ
をつかむか，どの程度の力で保持するかが反映されて

(a) Sensorimotor integration

いたことを示している．

4. ニューラルネットワークモデルによる計
算理論の検討
図 1 の計算スキームの計画部における計算が可能で
あるかをニューラルネットワークモデルを用いて検討
する．特に，本研究の仮説に基づいて，以下の問題に
アプローチする．
（ 1 ） 感覚運動統合において，視覚情報，指力及び
手指の姿勢を情報圧縮することでどのような内部表現
が獲得されるのか．
（ 2 ） 一つの視覚情報に対して，複数の運動パター
ンを情報圧縮して記憶できるか．
（ 3 ） 視覚運動変換において，その内部表現を使っ
て，運動規範（評価関数）に基づいた指力と姿勢を計

(b) Visuomotor transformation

図 8 感覚運動統合・視覚運動変換モデル
Fig. 8 Neural networks for sensorimotor integration
and visuomotor transformation.

画できるか．
（ 4 ） 指関節トルクや筋活動度のような指力と姿勢
で決まる値が評価値となり得るか．
（ 5 ） 静力学的な要素である指力と運動学的な要素
である姿勢が，内部表現のレベルで影響しながら，同
じ運動規範のもとで計画され得るのか．

なる連立方程式を解くことで求めた．ここで，fvi は
母指 (i = 1)，示指 (i = 2)，中指 (i = 3) の VF，M
は対象物の質量，g は重力加速度，(xi , yi ) は各指先
の対象物の質量中心座標系における位置である．
図 8 (a) に感覚運動統合を行うニューラルネットワー

4. 1 実 験 方 法

クモデルを示す．

4. 1. 1 感覚運動統合
本研究では，視覚情報，体性感覚情報，運動指令が

このモデルは，視覚情報 V ，指力 F ，手指の姿勢
P を情報圧縮した表現を獲得したいので，それぞれの

統合されると仮定しているが，これらを直接計測する

恒等写像を学習する砂時計型ネットワークで構成して

ことができない．そこで，視覚情報として，作業座標系

いる．

における x–y 平面内の対象物の頂点位置を用いた．ま

ここでは，ある視覚情報に対して複数の運動パター

た，体性感覚情報と運動指令の代わりに，計測した母

ンを記憶したい．そこで，指力ネットワークの第 3 層

指，示指，中指の NF と鉛直方向の力 (vertical force，

のユニット μ(f ) と姿勢ネットワークの第 3 層のユニッ

VF)，前章の解析に用いた手指の 13 自由度の姿勢を用
3
いた．VF は，物体の重さとの釣合い： i=1 fvi = M g
と，対象物中心座標系の x 軸及び y 軸回りのモーメン
3
3
トの釣合い： i=1 yi fvi = 0， i=1 xi fvi = 0 から

ト μ(p) の出力値が視覚情報ネットワークの第 3 層の
ユニット μ(v) の出力値と同じになるように拘束する．
また，μ(v) には対象物の方位に関する表現が獲得され
ることを期待する．つまり，運動情報を，視覚ネット
2641
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ワークが μ(v) に獲得する対象物の方位に関連した成

ここで，vk は k 番目のデータの視覚情報ベクトル，vk

分と，指力・姿勢ネットワークが ν (f ) ，ν (p) に独自に

は視覚ネットワークの出力ベクトルである．

獲得するそのほかの表現に関連した成分に切り分けて

指力・姿勢ネットワークは，第 3 層のユニット μ(f )

記憶するのである．実際，Fukumura ら [17] は，砂時

と μ(p) が視覚ネットワークの第 3 層のユニット μ(v)

計型ネットワークを用いた類似のネットワークで，多

と同じ値になるように，恒等写像を学習する．今後，

対多の視覚運動変換の問題が解決できることを示して

これらのユニットを拘束ユニットと呼ぶ．よって，誤

いる．

差関数を式 (3)，(4) とした．

更に，指力と姿勢の砂時計型ネットワークを，それ
らの第 3 層のユニット ν (p) から ν (f ) の写像を学習す

Ef =

25 


λ  fk −fk 2 +(1 − λ)(μk −μk )2
(f )

(v)



k=1

るネットワークで結合する．これにより，視覚運動変

(3)

換において，指力と姿勢が内部表現のレベルで影響を


25

及ぼすことになる．
視覚ネットワークの第 1 層と第 5 層のユニットの数
は視覚情報の次元の 6 とした．第 2 層と第 4 層のユ

Ep =

λ  pk −pk 2 +(1 − λ)(μk −μk )2
(p)

(v)



k=1

(4)

ニット数は経験的に 6 とした．抽出したい対象物の特
徴は方位だけであるので，第 3 層のユニット数は 1 と

ここで，fk と pk はそれぞれ k 番目のデータの指力ベ

した．第 3 層のユニット数が 1 の場合，視覚情報の復

クトルと姿勢ベクトル，fk と pk は指力・姿勢ネット

元精度 V − V  は悪くなる．しかし，事前に 5 層の砂

ワークの出力ベクトルである．また，μk ，μk ，μk

(v)

(f )

(p)

時計型ネットワークに V の恒等写像を学習させたとこ

は k 番目のデータに対する第 3 層の拘束ユニットの出

ろ，第 3 層のユニット数が 2 で十分な復元精度となっ

力値である．

た．NLCPA の原理から，今回のモデルの第 3 層のユ

運動情報を，視覚ネットワークに表現されることを

ニットには視覚情報データの第 1 主成分が抽出される

期待している方位に関連した成分と，そのほかの要因

ため，復元精度はある程度保証される．運動情報から

に関連した成分に切り分けるために，学習を以下のよ

対象物を知覚する計算メカニズムを導入するといった，

うに 2 段階で行う．第 1 段階では，結合荷重の初期値

より良い復元精度を要求する場合，視覚ネットワーク

を −0.5 ∼ 0.5 の間で擬似ランダムに設定する．そし

に逐次型 NLPCA を応用して，第 2 主成分まで抽出

て，λ の初期値を 1 とし，出力誤差が収束するごとに

できるように拡張しなければならない．

層のユニット数を，経験的に，指力ネットワークでは

λ ← λ × 0.1 と更新し，λ < 10−10 になるまで繰り返
す．第 2 段階では，第 2 層のユニットと第 3 層の拘束
ユニット μ(f ) ，μ(p) の間の結合を切断する（図 8 (a)
の細い線の結合）．μ(f ) と μ(p) の出力値は μ(v) の出
力値をコピーする．そして，結合荷重の初期値を第 1

12，姿勢ネットワークでは 13 とした．第 3 層には，

段階終了時と同じ値に設定し，λ = 1 のまま出力誤差

視覚ネットワークの μ
の値に拘束されるユニット
μ(f ) ，μ(p) と，指力と手指の姿勢それぞれの特徴を抽
出するためのユニット ν (f ) ，ν (p) をもつ．

が十分に小さくなるまで学習する．同時に，運動ネッ

指力ネットワークの第 1 層と第 5 層のユニット数は
指力データの次元と同じ 6 とし，姿勢ネットワークで
は姿勢データの次元と同じ 13 とした．第 2 層と第 4

(v)

学習にはすべての実験条件のデータを用いたため，

トワークの第 3 層の非拘束ユニット ν (p) から ν (f ) へ
の写像を学習する．つまり，2 段階目の学習では，対
象物の方位に関係しない運動の特徴が非拘束ユニット

学習データの数は 25 である．25 個のデータをプール

ν (f ) と ν (p) に獲得されることを期待し，その低次元

し，視覚情報，指力，手指の姿勢を独立に，0.1 ∼ 0.9

に圧縮された運動の特徴を用いて指力と姿勢の関係を

の範囲に正規化した．

学習するのである．

視覚ネットワークは単純に恒等写像を学習するので，
誤差関数を式 (2) とした．

Ev =

25

k=1
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4. 1. 2 視覚運動変換
図 8 (b) に視覚運動変換の計算過程を示す．視覚運
動変換では，学習後の感覚運動統合モデルの，視覚

 vk −

vk



2

(2)

ネットワークの第 1 層から第 3 層と指力・姿勢ネット
ワークの第 3 層から第 5 層を使用する．また，逆静力
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学モデル (ISM) は，指力・姿勢ネットワークが出力す

（ 4 ） 指力・姿勢ネットワークが計算した指力と手指

る指力 F  と姿勢 P  を関節トルクのノルム  τ 2 に

の姿勢を ISM に送り，指関節ベクトルのノルム  τ 2

変換する．この関節トルクのノルムは後述する最適化

を計算する．

計算の評価値として使用する．

ここで，ν (p) から ν (f ) の写像を学習したネットワー

ISM は，すべての方位と指先位置の組合せにおけ

クは，指先位置に関する情報を決定すると同時に，総

る，指力と姿勢から関節トルクのノルムへの変換を事

指力に関する情報を決定する．つまり，内部表現のレ

前に学習しておく．ISM の学習に用いた指関節トルク

ベルで指力と姿勢が影響を及ぼしながら，同じ運動規

のノルムは指力と手指の姿勢のデータを用いて式 (5)

範のもとで計算されるのである．

4. 2 実 験 結 果

で計算した．

 τ 2 = τt τt + τi τi + τm
τm

(5)


τ{t,i,m} = J{t,i,m}
(q{t,i,m} )f{t,i,m}

4. 2. 1 感覚運動統合
学習の第 1 段階では，ネットワーク全体の出力誤差
の平方根は 10−2 オーダまで減少し，拘束ユニットに

ここで，τ{t,i,m} はそれぞれ母指，示指，中指の関節
トルクベクトル，J{t,i,m} は各指の基準座標系と指先
座標系に関するヤコビアン，f{t,i,m} は各指の基準座
標系からみた指力ベクトル，q{t,i,m} は各指の指関節
角度ベクトルである．
視覚運動変換を，式 (6) の最適化問題として定式化

関する誤差の平方根は 10−4 オーダまで減少した．第

2 段階では，ネットワーク全体の出力誤差の平方根は
10−3 オーダまで減少した．荷重の初期値を何度か変え
て学習したところ，出力誤差は同程度のオーダで収束
し，第 3 層に抽出された情報は定性的に一致していた．
図 9 に学習後の指力・姿勢ネットワークの第 3 層の
ユニットの出力値を示す．プロットのマーカが示す実験

し，最急降下法によって最適解を求めた．

条件は図 7 と同じである．ただし，+ マーカ (VMT)
(p)

ν̂k

(p)

= arg min  τ 2 ,  τ 2 = φ(νk , vk ) (6)
ν

(p)
k

図 9 (a) の横軸は第 1 段階終了時の拘束ユニット

ここで，スカラ関数 φ は以下の計算を含む．
（ 1 ） 視覚ネットワークの第 1 層に，ある方位 k の
(v)

対象物の視覚情報 vk を入力し，方位に関する情報 μk
を計算する．
(v)

(p)

(f )

（ 2 ） μk を指力・姿勢ネットワークの μk と μk
に転送する．
(p)

（ 3 ） νk

は視覚運動変換の結果である．

(f )

から νk

を計算する．

(a) Force network μ(f ) –ν (f )
Fig. 9

μ(f ) ，縦軸は第 2 段階終了時の非拘束ユニット ν (f ) の
出力値である．μ(f ) の出力値によって，五つの対象物
の方位の条件がグループ化されている．ν (f ) の出力値
は，NF の総和と定性的にほぼ一致している（順位相
関係数 r = −0.995）．
同図 (b) の横軸は第 1 段階終了時の拘束ユニット
μ(p) ，縦軸は第 2 段階終了時の非拘束ユニット ν (p) の

(b) Posture network μ(p) –ν (p)

図 9 学習後の感覚運動統合モデルの第 3 層のユニット値
Output values of the units in the 3rd layer of the trained sensorimotor
integration model.
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(a) Force

(b) Posture

図 10 視覚運動変換 (VMT) 結果と自然な holding におけるデータ間の類似度
Fig. 10 Similarities between the results of visuomotor transformation (VMT) and
the data in the natural holding.

出力値である．μ(p) の出力値によって，五つの対象物

は総指力に関する情報をコードし，ν (p) は指先位置の

の方位の条件がグループ化されている．ν (p) の出力値

情報をコードした．つまり，対象物の特徴とそれに対

は，対象物の方位に対応する値でバイアスされながら

する運動の特徴を表現したことになる．更に，これら

も，それぞれのグループで指先位置と定性的に一致し

の情報は，図 1 の内部表現が担っている情報処理の流

ている（方位ごとの順位相関係数 r = −1.0）．

れに含まれている．

4. 2. 2 視覚運動変換

視覚運動変換では，ニューラルネットワークの内部

図 9 (a)，(b) の + マーカは，視覚運動変換で計算し

に表現されている指先位置，総指力に関する情報を，

た ν (f ) と ν (p) の値を示している．45◦ における ν (p)

関節トルクのノルムを最小とする運動規範に基づいて

を除いて，ほとんどすべての方位条件において自然な

決定することで，視覚的に入力された対象物に応じた

holding（シフト量 0 mm）に最も近い値となった．ゆ
えに，第 5 層に出力された指力と姿勢も自然な holding
に最も近いものであった．45◦ における ν (p) ではシフ
ト量 5 mm に最も近いが，0 mm にも近い値になった．

自然な holding の指力と姿勢を出力した．

図 10 に，各方位条件における視覚運動変換の結果
とすべての方位条件における自然な holding の指力
と姿勢の類似度を示す．横軸は視覚運動変換 (VMT)
に用いた対象物の方位，縦軸はユークリッド距離であ
る．バーの色は比較対象とする自然な holding の対象
◦

これら結果は，本研究のモデルが仮説に基づく以下
の計算を実現したことを示している．
（ 1 ） 視覚情報，指力，手指の姿勢を情報圧縮する
ことで，運動パターンに大きく寄与する，対象物の方
位，総指力，指先位置を表現した．
（ 2 ） 一つの対象物の方位に対して，複数の指力，
姿勢パターンを情報圧縮して記憶した．
（ 3 ） 情報圧縮された指先位置に関する情報を，あ

物の方位を表し，濃灰色から白色まで順に −15 から
45◦ に対応している．これらの図から，ある方位の視

る運動規範に基づいて決定することで，指力と姿勢と

覚情報から計算した指力と姿勢が，同じ方位の自然な

（ 4 ） ヒトの自然な holding を関節トルクのノルム
を最小とする運動規範に基づいて選択した．

holding の指力と姿勢に最も近いことが分かる．
4. 3 考

（ 5 ） 指力と姿勢は影響を及ぼしながら同時に計算

察

感覚運動統合の結果，拘束ユニット μ

いった多次元の運動情報を生成した．

(v)

，μ

(f )

，μ

(p)

された．

は対象物の方位に関する情報をコードした．計算時間

今回のシミュレーションでは，自然な holding に焦

の都合上，視覚情報として対象物の頂点座標を用いた

点を当てたため，評価関数を式 (6) のように定義した．

が，従来研究 [9], [11] のように対象物の二次元イメー

しかし，本研究のモデルは自然な holding を再現する

ジを用いた場合でも対象物の方位に関する情報を抽出

ことだけを目的としたモデルではない．簡単な例とし

することを確認している．一方，非拘束ユニット ν (f )

て，式 (6) に示指と中指の寄与を等しくするような拘
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束条件を与えたところ，示指と中指の力がほぼ等しく

ころ，自然な holding における運動を完全には再現で

なり，それに応じた姿勢を出力した．つまり，本研究

きなかった．しかしながら，それはフィードバックに

のモデルは，自然な holding に限らず，ある運動戦略

よる修正で補うことができる程度の小さな誤差であっ

に従って，脳内に表現された総指力と指先位置を決定

た．Davidson と Wolpert [14] は，脳内に対象物の重

することで，指力と姿勢といった性質の異なる運動情

さのモデルが存在し，新たな対象物に対する指力計画

報を計画できることを計算論的に示したものである．

では，それらが組み合わされて使われることを示した

そして，ヒトの脳内においても，そのような情報処

心理物理実験結果を報告している．この結果から我々

理が行われていることを提案する．しかし，この提案

は，ヒトは holding を経験していない対象物に対して

を直接サポートする神経生理学的な証拠は発見されて

は，これまでに獲得されている既知の対象物の内部表

いない．そこで次章にて，これまでの神経生理学的な

現を用いて，大まかな運動計画を事前に行い，フィー

知見に基づいて，こうした情報処理が中枢神経系のど

ドバック制御による修正で補っていると予測している．

の部位で行われているかを推測する．

そして，その修正された運動情報に基づいて，新たに

今回のモデルでは評価関数を指力ベクトルのノルム

経験した対象物の内部表現が獲得されると考えている．

としても同じ結果が得られる．しかし，姿勢維持のた

よって，本研究の目的においては，現段階のモデルの

めの関節トルクを導入することで，指力のノルムが

汎化能力は許容の範囲内であると考える．新たな対象

小さくても関節トルクのノルムが大きくなり，自然な

物の内部表現を獲得するメカニズムの実現は今後の課

holding に近い運動情報が出力されない状況が起こり

題とする．

得る．ゆえに，指力ではなく関節トルク（または筋活
動度）のレベルで評価関数を定義しなければならない

5. 霊長類の大脳皮質との機能的対応

と考えている．また，条件 45◦ において，5 mm シフ

マカクザルの頭頂間溝皮質の cIPS 野では，対象物

トの姿勢が選択されたのは，式 (5) で計算した関節ト

のサイズ，形状，方位といった視覚的特徴が抽出され，

ルクのノルムがシフト量 0 mm のときよりも小さく

cIPS 野からの投射と腹側運動前野の F5 野への投射が

なっていたからである．姿勢位置のための関節トルク

ある AIP 野では，手指運動における視覚運動変換が行

の成分を含めれば 0 mm のときの関節トルクのノルム

われていると考えられている [18]．また，AIP 野には，

が小さくなり，0 mm の姿勢が選ばれることが推測で

対象物の特徴をコードしているニューロンとそれに対

きる．モデル化の複雑さのため，本論文ではそのよう

応する手の形，アパチャ，手の方位をコードしている

なトルク成分を導入しなかったが，これは今後の課題

ニューロンが存在する [19]． F5 野では手指の姿勢に

である．
学的な制約だけを扱った単純なモデルでは，最適化の

選択性のあるニューロンが発見されており，grasping，
holding，manipulation に関しても選択性をもってい
る [20]．ヒトの頭頂連合野おいても cIPS 野，AIP 野

評価関数を指力ベクトルのノルムとした場合，すべて

の相同器官が存在し，指力の大きさもコードされてい

の指が同じ指力を発揮する結果となり，計測結果を再

ることが確かめられている [21]．

Zatsiorsky ら [7] によると，対象物についての静力

現できなかった．そのようなモデルでは，本研究の正

本研究のモデルは，視覚ネットワークの第 3 層の

三角形を対象物としたタスクにおいても，すべての

ユニットがマカクザルの cIPS 野のニューロンに，指

指が同じ指力を発揮する結果となる．よって，ヒトの

力・姿勢ネットワークの第 3 層のユニットが AIP 野の

holding タスクでは，対象物についての静力学的制約

ニューロンに，指力・姿勢ネットワークの第 3 層から

のほかに，手指の筋腱構造，指先の皮膚構造，更には

第 5 層が AIP-F5 回路に対応すると考えている．そし

神経系に関する制約が必要となるだろう．本研究では，

て，AIP-F5 回路で最適化問題が解かれて目標となる

感覚運動統合過程でこのような制約に関する情報を学

指力と手指の姿勢が生成され（図 1 計画部），第 1 次

習することで，視覚運動変換過程では単純な評価関数

運動野あるいは小脳に獲得されている手指の ISM に

を用いることで力分配が解かれていると考えている．

よって運動指令が生成される（同図制御部）と考えて

モデルの汎化能力を見るために，方位 15◦ のデー
タを除いて学習した感覚運動統合ネットワークに，方
◦

位 15 の視覚情報を入力して視覚運動変換を行ったと

いる．
本研究で提案したモデルでは，対象物の方位と運動
の特徴がそれぞれ単一のユニットで表現されているが，
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AIP 野においても単一のニューロンで表現されている
ことを主張するものではない．AIP 野のニューロンは

学研究補助金（若手研究（B）14750347）の援助によ
り行われた．

対象物の特徴に対して選択的に反応するため，むしろ，
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