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1 はじめに 

コンピュータの性能の向上により，大規模なニューラ

ルネットワークを構成することで高度な認識力を獲得

することができるようになった[1]．特に，物体の画像

認識や手書き文字などの認識率が向上したことなどが

知られている 

 Moezらの研究では，人の行動を動画として記録し，動

画に対してニューラルネットワークを用いることによ

って行動の種類別に分類することに成功している[2]．

これは，歩行や手を振るなどの行動を行っている動画を

分類するものであるため，各フレームでは，それぞれの

行動に依存した特徴が顕著に現れるため，その特徴を抽

出することで分類精度を上げていると考えられる． 

 一方，例えば，スーパーなどの監視カメラの映像から

万引き犯などの不審者を特定したいといった場合，不審

者は通常の買い物客と同じような行動をしていると思

われる．ただし，不審者特有の怪しい振る舞いを抽出で

きれば不審者の自動検出につながると考えられる． 

 本研究では，同一のタスクを実行する二種類のエージ

ェントをその行動パターンから両者を識別することが

可能であるかについて検証する．二種類のエージェント

は，ニューラルネットワークで実装したコントローラを

独自に進化させたもので，同じタスクを目的としつつも，

その行動パターンについては異なるものとなっている．

それぞれのエージェントの行動について学習し，エージ

ェントを識別可能かどうかについて実験を行った． 

2 人工ニューラルネットワーク 

本研究の基盤となる技術として人工ニューラルネッ

トワークを用いる．人工ニューラルネットワークは人工

ニューロン同士が重みをもって結合することで構成さ

れる．各ニューロンの出力 oj は，ニューロンへの入力

xi(i=1，2，…，m)の重み付き和にバイアス bjを加えた値

に活性化関数 f を与えたものとなり，式(1)(2)(3)によって

計算される．この活性化関数は sigmoid 関数と呼ばれる． 

ニューラルネットワークの構造を図 1 と図 2 に示す．

各重みを更新することでニューラルネットワークの学

習が進む． 

3 畳み込みニューラルネットワーク 

3.1 構成 

畳み込みニューラルネットワークは，入力層と出力層

の間に複数の畳み込み層とプーリング層を交互に並べ

た多層のニューラルネットワークである．入力は画像で

あり，画像は縦方向と横方向の大きさを持ち，複数枚の

チャネルで構成される．チャネルは 1 ピクセルを構成す

る特徴量であり，入力層でのチャネルとは 3 チャネルで

は RGB 画像，1 チャネルではグレースケール画像に相当

する．出力層は，出力の総和を 1 にするためソフトマッ

クス層を使用する．入力された画像は，層を通過する毎

に小さくなる．畳み込みニューラルネットワークは，位

置の変化に強いという特徴があり，画像に表れる特徴が

ずれていてもほぼ同じ応答を示す．このニューラルネッ

トワークは，文字認識や一般物体認識において高い識別

率を獲得している[3][4]． 

3.2 畳み込み層 

 畳み込み層は，フィルタ内の入力を畳み込む計算を行

う．フィルタとは，あるニューロンが受け取る入力の領

域である．つまり，入力された画像から小さい画像を切

り出したものを畳み込み層ニューロンへの入力とする．

ニューロンが入力全体ではなく，一部の領域からのみ入

力を受け取る構造を局所受容野構造と呼ぶ(図 3)． 

     (  ) (1) 

   ∑𝑥𝑖𝑤𝑖 + 𝑏𝑖

m

i

 
(2) 

 (𝑥)  
1

1 + 𝑒−𝑥
 

(3) 

畳み込みニューラルネットワークによる動画データを用いた 

エージェント行動癖の認識 

遠峰孝太* 飯塚博幸** 山本雅人** 

(北大工)
†
  (北大情報科学)

 ††
 

 

input
x 1

x 0

x 2

x 3

w1

w0

w2

w3

output

図 2 ニューラルネットワーク 

図 2 ニューロン 

input outputhidden

x 0

x 1

xm

y 0

y n

wji wkj



情報処理北海道シンポジウム 2014 

 フィルタの重みは入力画像の位置によって変化せず，

どの位置においても重みを共有しているが，チャネル間

では重みを共有しない． 

 入力画像のサイズを M×M，フィルタのサイズを m×

m，チャネル数を N，畳み込み層への入力を xijk((i，j，k)

∈{1，…，M}×{1，…，M}×{1，…，N})，畳み込み層

の出力を yij，フィルタの重みを wijk((i，j，k)∈[1，m]×[1，

m]×[1，N])，バイアスを b で表すと出力は式(4)(5)(6)で

計算される．g(s)は活性化関数であり relu 関数とよばれ

る．relu 関数を用いることにより sigmoid 関数よりも高

速に学習が進むといわれている[6]． 
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g(s)=max(0，s) (6) 

3.3 プーリング層 

 プーリング層は畳み込み層と同様に局所受容野構造

をもつ．受容野内の情報を一部捨てることにより，画像

の中に表れる特徴の微小な位置変化を吸収する． 

 入力画像のサイズを M×M，出力画像のサイズを L×L，

フィルタのサイズを m×m，チャネル数を N，プーリン

グ層への入力を xijk((i，j，k)∈{1，…，M}×{1，…，M}

×{1，…，N})，出力をｙijk((i，j，k)∈{1，…，L}×{1，

…，L}×{1，…，N})とするとプーリング層の出力は式(7)

のように計算される．Pijはサイズを m×m の局所受容野

の小領域である． 
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3.4 ソフトマックス層 

 ソフトマックス層は，分類する種類数のニューロンを

持つ．n 種類に分類するとき，入力を xi(i=1，2，…，n)

とすると yi，は式(8)となる． 
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出力の総和は 1 になるので，1 を出力するニューロン

があれば他のニューロンはすべて 0 となる．認識を行う

ときは，出力 yiが最大値をとるニューロンのインデック

ス i を推定クラスとする． 

3.5 学習 

 データをニューラルネットワークに入力して得た結

果と期待する結果の差をもとに重みを更新する誤差逆

伝播法によって学習する．本稿では，重みの更新は

adadelta アルゴリズムを使用する[5]． 

3.6  3次元畳み込みニューラルネットワーク 

上記で示した画像を入力とする畳み込みニューラル

ネットワークが 2 次元であるとすると，3 次元畳み込み

ニューラルネットワークは画像ではなく動画を入力と

したものである．畳み込み層とプーリング層の局所受容

野は，縦と横に加えて時間方向の大きさを持つ領域とな

る． 

4 実験 

 2 つの同じタスクを実行するエージェントを 3 次元畳

み込みニューラルネットワークを用いて動画から識別

できるかどうかを検証する．すなわち，それぞれのエー

ジェント行動に癖のような特徴が見られるのかを検証

する． 

4.1 エージェント 

 本研究で扱うエージェントは，光源追従をするもので，

行動の制御をするためにニューラルネットワークを用

いる．エージェントは車輪を 2 つもち，光源との角度を

得るための目を 2 つもっている．ニューラルネットワー

クへの入力は，光源とエージェントの目の角度を 0~πの

範囲で与える．出力は 2 つの車輪の角速度であり，車輪

の速度差によって曲がることができる． 

遺伝的アルゴリズムによってニューラルネットワー

クの学習をすることでそれぞれ異なる重みのニューラ

ルネットワークを持ったエージェントを 2 つ生成する．

2 つのエージェントの遺伝的アルゴリズムのパラメータ

は同じである．初期個体数は 30 で始め，評価値の優れ

ている上位 6 個体をエリート保存する．残りの 26 個体

を確率 10％で突然変異させ，重みの一部をランダムに変

更する．交叉では，15 体に対し 2 点交叉を適用し，残り

の 15 個体に一様交叉を適用する．エージェントの詳細

を図 4 に示す． 

4.2 動画 

 3 次元畳み込みニューラルネットワークへの入力とし

て動画を用いる．エージェントが光源に到達するまでの

過程を動画として記録する．縦 50 ピクセル，横 50 ピク

セルの大きさで連続した時間 50 フレームを 1 つのデー

タとする．光源の位置はすべてのデータで中心に固定さ

れており，エージェントの初期位置はランダムに決めら

input output

図 3 局所受容野 
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れる．学習用データとしてそれぞれのエージェント毎に

900 個ずつ作られたデータを使用する．動画 1 フレーム

の例を図 5 に示す．学習に使わないデータを訓練データ

として 100 個ずつ使用する． 

4.3 畳み込みニューラルネットワークの学習 

 本実験で使用するネットワークは，8 つの層で構成さ

れる．畳み込み層を C1，C2，C3 プーリング層を S1，S2

全結合ニューロンの層を N1 とすると，<C1，P1，C2，

P2，C3，N1>の順に配置される．各層のパラメータを表

1 に示す．入力したデータを 2 つに分類するため，出力

のニューロンは 2 つになる．C1 で出力された畳み込み

後の画像例を図 6 に示す． 

 

表 1 各層のパラメータ 

層 縦×横×フレーム数×チャネル フィルタ 

入力 50×50×50 - 

C1 45×45×45×8 6×6×6 

P1 15×15×15×8 3×3×3 

C2 12×12×12×16 4×4×4 

P2 6×6×6×16 2×2×2 

C3 1×1×1×20 6×6×6 

N1 1×1×1×2 1×1×1 

出力 1×1×1×2 1×1×1 

 

4.4 学習結果 

 学習済みネットワークにテストデータ 100個を入力し

た結果を表 2 に示す． 

表 2 テストデータに対する結果 

平均誤差 0.102 

正答率 0.940 

学習していない未知のデータに対して 94％の正答率で

識別することができた． 

 また，50 フレームの動画の中で，どのあたりのフレー

ムが識別に影響を与えたのかを調べるため，次のように

実験した． 

 50 フレームの動画の中心 48 フレームを 6 フレーム毎

に分割し，8 つのブロックに分ける．いくつかのブロッ

クを背景と同じ色で塗りつぶした動画を学習済みネッ

トワークに入力したときの出力の変化を確認する．ここ

で得たデータを表 3，表 4，表 5 に示す．表の値は，塗

りつぶす前の動画を入力したときの出力と塗りつぶし

た後の動画を入力したときの出力の差を訓練データ 100

個分の平均をとったものである．この値の絶対値が大き

いほど塗りつぶす前後で出力の値が変わったことにな

る． 

 

表 3 1 ブロックずつ塗りつぶしたときの結果 

ブロック 個体 A 個体 B 

1 -0.00305 0.00242 

2 -0.00127 0.00282 

3 -0.00235 0.000651 

4 0.0351 -0.00481 

5 0.106 -0.00900 

6 0.161 -0.0116 

7 0.0797 -0.00704 

8 0.0152 -0.000199 

 

 

 

 

図 4 エージェント 

 

図 5 実際の動画 1 フレーム 

 

図 6 畳み込み後の画像 
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表 4 2 ブロックずつ塗りつぶしたときの結果 

ブロック 個体 A 個体 B 

1，2 -0.00515 0.00705 

3，4 0.0420 -0.00315 

5，6 0.362 -0.0175 

7，8 0.124 -0.00663 

 

表 5 4 ブロックずつ塗りつぶしたときの結果 

ブロック 個体 A 個体 B 

1，2，3，4 0.0252 0.00804 

5，6，7，8 0.798 -0.0229 

 絶対値が最も大きい値をハイライトすると，動画を 4

等分したときの 3 番目(25~36 番目のフレーム)にあたる

部分が大きな値を出している傾向がある．この結果から， 

出力に大きな影響を与えているのは 50 フレームの内

25~36 フレーム付近であることがわかる．この付近では，

エージェントが向きを光源に向けて近づき始めている

状態が多い． 

4 おわりに 

 本稿では，畳み込みニューラルネットワークを用いて

動画から同じタスクを行うエージェントの識別をする

ことができるかを検証した． 

 実験では，2 種類のエージェントを高い正答率で識別

できることを確認した．加えて，動画のフレーム位置に

よって出力に与える影響の違いを示した． 

 今後は，実世界で活動する生物に対して畳み込みニュ

ーラルネットワークによるパターンの識別が有用であ

るかを検証する． 
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