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1．は じ め に
本章では，まず不気味の谷現象がどのような現象であ
るかを説明したのち，この現象理解に取り組む意義につ
いて述べる．
1･1 不気味の谷現象
外的表現を有し知的に振る舞うソフトウェアエージェ
ントや物理的身体を有するロボット（以下，合わせて単

図1

不気味の谷の概念図
（[森 70] を参考に作成）

にエージェント）と人間の共生の在り方を考えるうえで，
エージェントを介したインタラクションにおける人間の

1･2 不気味の谷現象理解に取り組む意義

感情特性を理解することは重要である．特に，近年の映

これまで多くの研究が，不気味の谷現象の理解を目指

像技術や工業技術の発展に伴うエージェントの人型化に

して多角的なアプローチで取り組まれてきた．この取組

おいて，
「不気味の谷」[森 70] と呼ばれる現象が注目さ

みの意義は大きく二つの視点で与えることができる．一

れている．一般的に，エージェントの外見が工業ロボッ

つ目の意義は，図 1 に見られるように，谷を越えるこ

トのような機械的なものよりも，手足や顔の表現が与え

とで高い親和度をエージェントが得られるという点であ

られ，人間の外見に近づいたもののほうがエージェント

る．このような高い親和度を得ることができれば，より

に対する親和度は高いと考えられる．このことから図 1

人間とエージェントとが共生する社会を実現することが

（破線）のように，横軸に人間に対するエージェントの

できると考えられる．ところが，この谷を越えることの

類似度，縦軸にエージェントに対する人間の親和度をと

困難さは森 [森 70] の提唱に始まり，数々のメディアに

ると，両者の関係は単調増加の関係が予想される．とこ

よって共有されてきた．そこで，不気味の谷を克服する

ろが，一般的には図 1（実線）のように，人間に対する

ことを目指すのではなく，むしろ，いかに谷の手前で最

類似度が極めて高いある地点において，急激に親和度が

大限の親和度を得るか，ということを目指すべきである

負の方向へと転落すると考えられている．また，さらに

とも指摘される [森 70]．このためにも，親和度が落ち

類似度が高くなり，人間とほとんど区別がつかなくなる

る直前の「臨界点」にあたる箇所と，その下落の要因を

と，親和度が正の方向へと回復し，完全に人間との類似

明確化する必要がある．

度が等しくなったときに高い親和度が得られると考えら

もう一つ目の意義は，不気味の谷現象の理解を通し

れている．このような類似度と親和度の描くグラフの形

て，人間が有する同種認識の機能を理解することができ

状から，高い類似度における急激な親和度の下落を不気

るという点である．言い換えれば，ヒトがヒトとそうで

味の谷と呼ぶ [森 70]．

ないものをどのようにして見分けているのか，ひいて
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はヒトはヒトをどのように認識しているのか，ヒトとは

11] があげられる．さらに，人間の情報処理を計算モデ

何かという根源的な問いに対して貢献することができ

ルで構築し，このうえで不気味の谷を解釈する計算論的

る [Hanson 05]．石黒は，アンドロイドを人間に近づけ

アプローチ [Moore 12, Shimada 07] も数少ないが見受

ていく中で，
「不気味の谷をどのように越えるか，越え

けられる．これに加え，幼児の認知機能に着目した研究

たならばなぜ越えられたかを理解することが，人間とロ

も見受けられる．幼児の例では母親と母親ではない女性，

ボットの相互作用，さらには，人間のコミュニケーショ

両者をモーフィングした画像に対する幼児の視覚選好性

ンの原理に迫ることにつながる」
（p. 10）と述べている

を調べたもの [Matsuda 12] や，発達段階に合わせてヒ

[石黒 05]．このように，不気味の谷現象を基点として，

ト型エージェントをどのように知覚するようになるか

ヒトがどのようにしてヒトとそうでないものを弁別して

を実験的に検討する発達心理学的アプローチ [Shimada

いるのか，つまり，ヒトの同種弁別の機能を解明する一

07] がある．これらに加えて，
Lewkowicz らは，
生後 6，
8，

助となるといえる．このような観点を強調するため，以

10，12 か月の乳児に人間の顔，ヒト型エージェントの顔，

降本稿で考えるヒト型指向のエージェントを特に「ヒト

形態的に目が大きなヒト型エージェントの顔を見せ，発

型エージェント」と呼ぶ．

達段階と不気味の谷との関連性を調査した [Lewkowicz

まとめると，不気味の谷現象を理解する意義は，大き

12]．また，人間以外の種（e.g. マカクザル）で不気味の

く二点存在するといえる．一点目は，
人間と円滑なコミュ

谷が見受けられるかを検証する比較行動学的アプローチ

ニケーションを取ることができる親和性が高いエージェ

[Steckenfinger 09] によって，種を超えて共有されてい

ントを構築するという社会的意義である．二点目は，ヒ

る防衛本能システムが否定的反応を形成していることが

トがいかにしてほかの同種個体を認識しているかについ

示唆されている．

て理解を進めることができるという学術的意義である．
2･2 不気味の谷現象に関する説明パラダイム
1･3 本 稿 の 構 成
2 章では，これまでの不気味の谷に関する先行知見に

それでは，これらの研究から得られた結果について，
統一的に説明する枠組みは存在するだろうか．不気味

ついて俯瞰的にまとめる．このうえで，3 章では，我々

の谷現象を説明するうえで，知覚的齟齬（perceptual

がこれまで取り組んできた研究のうち，脳機能に着目し

mismatch）とカテゴリー曖昧性（categorical ambiguity）

た不気味さ生起過程を説明するモデルについて紹介す

の枠組み [Kätsyri 15]，あるいは期待誤差（prediction

る．さらに 4 章では，そのほか我々が取り組んできた研

error）[Saygin 12] の枠組みが重要である．まず，
（知覚）

究に関して，不気味の谷と動作に関する研究，視聴覚に

心理学によって提唱された知覚的齟齬・カテゴリー曖昧

関する複数モダリティーと不気味さに関する研究につい

性と不気味の谷の関係性について述べる．これらは言い

て紹介する．最後に 5 章では，不気味の谷に関する総合

換えると，人のカテゴリー知覚の特質から，カテゴリー

的な考察を行い，不気味の谷を考えるうえで重要である

が曖昧な刺激に対して否定的な評価がなされるというも

と考えられる課題について取り上げる．

2．先 行 研 究

のである．Cheetham らによると，人はヒト型エージェン
トに対して，
「人間」と「非人間」に関するカテゴリー知
覚を行っていることが示唆されている [Cheetham 13]．
このため，
「人間」と「非人間」のカテゴリーの境界

不気味の谷に関する研究はこれまでに多数報告され

（Category Boundary）においては，各カテゴリーのい

てきた．そこで本章では，これまで不気味の谷に関して

ずれに帰属させるかという知覚過程において競合が起

どのような研究が進められてきたかについて俯瞰的に述

こると考えられる．この結果，ヒト型エージェントに

べる．なお，体系的なレビューについては，Kätsyri ら

対する評価を否定的なものにする，と考えられている

[Kätsyri 15] に詳しい．

[Yamada 12]．

2･1 多彩な分野からのアプローチ

て提唱された [Saygin 12]．一般的にヒトの脳は外界に

これに対して，期待誤差の枠組みは，Saygin らによっ
主 に 不 気 味 の 谷 に 関 す る 研 究 は，ヒ ト 型 エ ー ジ ェ

対して predictive coding（予測）を常に行っている．し

ントの外見に着目した研究が見られる．例えば，目の

たがって，うまく予測ができなかった刺激に対して脳の

形 [Seyama 07] や，肌のテクスチャなどの形態的特徴

活動は強く活性化されると考えられる．このことから，

[MacDorman 09]，また，人間の目に対する感受性と不

人間のような外見をもつアンドロイドは，人のような動

気味さの関係性に関する研究 [Schein 15] がある．その

作を行うであろうというヒトの予測に反して機械的な動

ほかには，動作を伴うヒト型エージェントを対象とした

作を生成することから期待誤差が発生する [Saygin 12]．

研究 [Chaminade 07, Saygin 12]，視聴覚のマルチモー
ダルに関する研究 [Mitchell 11]，表情表出における顔
の上半分が不気味さに与える影響を調べた研究 [Tinwell

2･3 動作を伴わない外見的特徴に関する研究
森の示した不気味の谷グラフ（図 1）に対して，類似
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度をいかに定義するかは重要な課題である．多くは（一

を形成する情報処理として，二つの情報処理が関与して

方の端点を特定の CG エージェントやロボット，もう一

いることが示唆される．一つ目は，迅速で自動的に，知

方の端点を特定の人物とした）モーフィング画像を用い

覚対象を「人間」に帰属させる情報処理である．注意さ

て刺激を作成し，刺激の段階的な変化を類似度として定

れるべきは，この処理において，知覚対象は「人間」で

義している．このように作成された一連の刺激に対する

あることを言語的に認識されているわけではないという

知覚心理学的実験から，人はヒト型エージェントに対し

点である．むしろ，これまでの学習経験に基づいて，顔

て，
「人間」と「非人間」に関するカテゴリー知覚を行っ

の大まかな形態的パターンから，人間の顔を見た場合と

ていることが示唆されている [Cheetham 13]．

同様の反応を返すことを意味している．この迅速な情報
処理は，観察者に「知覚対象は『人間』である」とい

2･4 計算論的アプローチに基づく不気味の谷研究

う予測を構築し，これにやや遅れる情報処理に制約を

これまでに紹介した心理学的実験をもとにしたアプ

かけているとも考えられる．ここで顔の学習経験によ

ローチに対して，人間の認知的情報処理をモデル化するこ

る専門化（Expertise）という点については Lewkowicz

とで，不気味さがどのように表出されるかを説明するアプ

ら [Lewkowicz 12] も言及している．彼らは発達仮説

ローチも見られる．ここでは重要と考えられる 2 編の文

（development hypothesis）として，早期の発達段階で

献をあげる．具体的には，人間がもつ側抑制に着目したモ

の学習経験の副産物として不気味の谷が形成されている

デル [Shimada 07] と知覚心理学における知覚のマグネッ

ことも十分考えられると述べている [Lewkowicz 12]．も

ト効果（perceptual magnet effect）に着目したモデル

う一つ目は，一つ目にやや遅れて，刺激を「非人間」に

[Moore 12] である．人間の認知情報処理の各段階には側

帰属させる情報処理である．ただし，この情報処理は必

抑制の機能があると考えられている．この考えを用いて，

ずしも刺激を
「非人間」
に帰属させるわけではない．特に，

人間に対する類似度が高い刺激，言い換えれば，類似度

不気味に感じられるヒト型エージェントの場合は，
「非

が最大となる箇所の近傍における刺激に対して応答感度

人間」に帰属されていることを表す．以上のように考え

は抑制されやすくなることが考察された [Shimada 07]．

ると，情報処理のモデルを図 2 のように与えることがで

このような応答感度の抑制は情報処理が高次になるにつ

きる．

れて顕著となる．これらの段階的な側抑制を重ねていく
と，不気味の谷のグラフが得られる．一方で，知覚のマ
グネット効果の説明モデルを用いた研究については，先
に見た知覚的齟齬に当てはまるモデルである．ここでは，
対象が人間であると知覚する働きと，非人間であると知
覚する働きとの二つの知覚が働き，それらによって生じ
た知覚のひずみが不気味さを生起させると考えられてい
る．具体的には，
刺激に対して人間であると知覚
（ターゲッ
ト知覚）する確率分布と，人間でないと知覚（バックグ
ラウンド知覚）する確率分布を事前確率分布として設け，

図2

否定的情動反応形成モデル

知覚された刺激が人間・非人間のうち，いずれのカテゴ
リーに帰属されるかをベイズ推定の枠組みで計算すると，
不気味の谷のグラフの形状が得られるというものである．

3．脳機能モデル概説

ここで重要な点は，Shimada らは，不気味さがどの
ようなプロセスで表出するか，に関しても言及している

本章では，これまで我々が構築してきたヒト型エー

点である．彼らは感情の二重経路 [LeDoux 96] に着目し，

ジェントに対する否定的感情形成を表す脳機能モデル

処理が速い系と処理が遅い系との二つの情報処理結果に

[田和辻 15] に関して概説する．2･5 節で述べた仮説モデ

おける齟齬によって，不気味さが形成されると考えた．

ルがどのように脳の機能的結合の中で達成されているか

速い系では，皮質の高次認知を介さず，皮質下の迅速な

を明らかにすることを目的としている．

（粗雑な）処理によって刺激が「人間」であると評価さ
れる．これに対して遅い系では，刺激に対して皮質を介

3･1 本研究のアプローチと意義

した（精密な）情報処理が行われ，
「非人間」であると

我々は，ヒト型エージェントの顔を知覚するプロセス

評価される．この二つの結果における齟齬がシグナルと

においてどのようにして否定的な反応が表出するかとい

なり，不気味さが形成されるというものである．

う点について説明を与える脳機能モデルを構築すること
を目的としている．これまで，脳機能，つまり脳部位の

2･5 先行研究から導かれる仮説モデル
先行研究から，ヒト型エージェントに対する不気味さ

機能的接続に着目してモデル化を行ってきた．言い換え
れば，一つの機能を有する脳の系を機能単位とし，それ
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らの結合による脳の機能ネットワークを考えた．このア

の作用機序として，トップダウン的に情報処理プロセス

プローチでは，それらの機能がどの順番で作用するか，

を捉えることを考える．この方針によって，数値計算に

という作用機序が最も重要となる．したがって，機能単

よる解析の困難さを避けることができると考えられる．

位を支える神経基盤の知見に着目し，それらの機序が成

以上のような巨視的観点からのトップダウンアプローチ

り立つかどうかについて制約をかけた定性シミュレー

は，微視的観点からボトムアップ的に感情を理解するア

ションを行った．以下，人間の情報処理モデルを構築す

プローチと組み合わせる必要があり [Chi 16]，この二つ

るにあたって，どのような立場でモデルを構築するかに

の並行的アプローチによって，より感情理解の深化が進

ついて述べる．

むと考えられる．

脳神経科学的研究は，着目する対象の微視性（巨視性）
に関して多段階に分けることができる．このような中で，

3･2 視 線 実 験

感情を理解するためには，どのレベルで脳機能をモデル

仮説モデルから，ヒト型エージェントを見ている場合

化する必要があるかを十分検討しなければならない．ま

と人間を見ている場合で，行動に違いが現れると考えら

ず，神経生理学などに代表されるように，機能を構成す

れる．そこで，人間がヒト型エージェントと人間を観察

る部品の仕組み（感情に関係する部位の細胞の構造や機

する際，どのような知覚過程が伴うのかを実験的に検討

能）を明らかにするという研究立場がある．この立場は

する．具体的には，
明らかに人間であると判断されるエー

さらに細かく段階に分類され，脳機能の中でも最小単位

ジェントに対する知覚処理と，明らかに人間ではないと

と考えられる細胞内のイオン交換を対象とした研究，そ

判断されるエージェントに対する知覚処理においてどの

のイオン交換によって達成される膜電位の電位変化を対

ような差が見られるかを，エージェントの人間・非人間

象とした研究，あるいはこれらを巨視的な視点で捉えて，

判断中の被験者の視線情報を計測し，時系列的に分析す

現象（もしくは現象を実現する機能）をモデル化する計

ることで明らかにする．

算論的な研究である．これらの立場の研究は，神経系を

PC に刺激画像を提示し，それが人間か非人間のいず

理解するうえで極めて重要な立場である．ところが，複

れであるかを判断する課題を被験者に与えた．刺激とし

数の脳部位によって達成されると考えられる感情を，こ

て，
（a）人形，
（b）CG 描写された男性，
（c）女性の人

れらの立場のレベルから捉えることは極めて難しい．こ

型アンドロイド，
（d）CG で作成された女性，
（e）人間

れは記述粒度がミクロになればなるほど，それらの組合

の男性である（
（a）から（e）に向かうにつれて見掛け

せによって達成されるマクロ現象の振舞いが予測困難で

の人間に対する類似度が上昇するように主観的に選択し

あること，あるいは立式ができても原理的に方程式が解

た）
．分析の対象となった被験者は，CG 画像で作成され

けないという課題があるためである．

た女性および人間を「人間」
，
CG で描写された男性を「非

このような粒度の細かい対象を扱う立場からやや巨視

人間」であると判断していた．次に，視線遷移の結果に

的な対象を扱う立場として，脳の部位に着目し，それらの

ついて述べる．人間を見ている場合 [Yarbus 67] と同様，

部位がどのような解剖学的構造を有しているか，さらに

CG 描写された顔を見ている場合でも視線は目や鼻，口

は，そのうえで実現すると考えられる機能を数学的なモ

に集中することが定性的に読み取れた．これは顔に対す

デルで記述するという立場が存在する．ここでの機能記

る特有の遷移パターンであり，刺激が人間であってもヒ

述は，主に機械学習におけるニューラルネットワークを

ト型エージェントであっても誘発し得るものであると考

ベースとした微分方程式を用いて記述されることが多い．

えることができる．

実験的な方法論としては，ある認知課題遂行時や感情誘

一方，右目に対する視線停留時間に着目すると，ほか

発時の際に賦活している部位を特定しようとするものが

の顔特徴部位と比較して刺激間で特徴的な変化が確認さ

ある．このような立場はそれぞれが互いを補い合い，一

れた．具体的には，CG 画像で作成された女性の右目に

つの部位（あるいは二つの脳部位の機能的結合）におけ
る機能をモデル化するうえで重要な立場であるといえる．
他方で，これらよりもさらに巨視的な観点から人間の

①

情報処理機能を捉える立場がある．言い換えれば，脳部

③

②

位の結合状態は別として，トップダウンに抽象的な機能
をモデルとして与えることでモデル上での振舞いを観察
する立場である．
我々はこれらの立場のうち，部位や部位間の機能的結
合に着目することで，神経科学的な妥当性は担保しつつ，
人間の情報処理モデルを構築することを目指す．このと
き，各機能を定量的な微分方程式で書き下すことはせず，
入力─出力の関係の枠組みで機能を捉え，それらの機能

① ② ③

図3

① ② ③

① ② ③

観測開始から 5 秒，10 秒，30 秒間の被験者の
右目に対する視線停留時間〔秒〕の平均
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対する視線停留時間は，すべての時間長に対して人間の

状態（ポジティブな評価あるいはネガティブな評価の二

右目に対する視線停留時間よりも長くなる傾向が認めら

値）を評価し，時間経過によって観察対象に対する評価

れた（図 3）
．また，CG 画像で作成された男性の右目に

値が時系列的にどのように変化するかを，シミュレー

対する視線停留時間は，観測時間が経過するに従って，

ションを行うことで分析した．

人間の右目に対する視線停留時間と比較して定性的に長

シミュレーションによって得られた評価および脳部位

くなることが示唆された．ここから，間違いなく人間で

の活動の時間的遷移に関して述べる．まず，人間の目を

ないと判断された刺激は，間違いなく人間であると判断

見ている場合であれば，
ある時刻以降は一定の評価値（期

された刺激に比べて，右目に対する視線停留時間が長く

待評価値）に収束および扁桃体の活動も非活動状態（活

なる傾向があることが考えられる．このような行動上の

動度＝0）となることが示唆された．一方で，人間の目

違いが現れるのは，高次の情報処理プロセスで人型エー

と異なる構造のもの（形態的に大きな目など）を見てい

ジェントと判断された場合と，人間と判断された場合で

る場合は，評価値は 0 へと収束し，扁桃体の活動状態も

違いがあることに起因すると考えられる．

不安定になる（活動度が振動する）ことが示唆された．
グラフの結果から，人間の目を観察している際は，扁桃

3･3 脳機能でどのように達成されているか
それでは，仮説モデルは脳機能の組合せとしてどのよ

体はある時刻まで活動が続けられるが，一定時刻を過ぎ
ると非活動状態となることが示された．これに対して，

うに達成されているかについて考える．まず，Shimada

人間の目と異なる構造をもつエージェントを観察してい

らの提案 [Shimada 07] に基づき，感情の二重経路に

る場合は，時間が経過しても扁桃体の活動状態は持続し

関わる扁桃体を中心として，視床や大脳皮質が関与し

ていることが示唆された．

ていると考えた．また，視線実験で得られた行動上の
違いを表現するにあたって，大脳基底核における線条
体が重要な働きをしていると考えた．モデルの詳細は
[田和辻 15] を参照されたい．
§ 1 モデル 1
本モデルで取り上げた脳部位は，視床，扁桃体，大脳皮
質，海馬，線条体である．そこでまず，これらの脳部位の
各機能を脳科学的知見をもとに抽出し，それらの神経生理
学的結合関係から機能の結合を試みる．次に，シミュレー
タを用いてこの機能的結合関係を定性的に記述する．最後
に，シミュレータ上で構築されたモデルに対して入力情報
を与え，得られた出力から不気味さがどのように表現され
るかを考える．ただし，シミュレーションにおける重要な
点として，本研究ではその具体的な定量値に着目せず，境
界標（0 やしきい値）との大小関係のみを扱う．

図4

STELLA において構築した本研究のモデル

視床は感覚器官から得られた情報の中継地点であ
り，得られた情報を扁桃体および感覚皮質へと伝達する

§ 2 モデル 2

[LeDoux 96]．次に，扁桃体は得られた刺激の情動評価を

実装されたモデル 1 では，入力の初期値によって正の

行い，刺激が個体にとって価値があるか（快）
，価値がな

情動評価になるか負の情動評価になるかが決定的である

いか（不快）を判断する [小野 12]．さらに，扁桃体は，顔，

という課題があった．この入力はその後の系の挙動すべ

特に表情に反応すること [小野 12]，また同じ顔の繰返し

てに影響を与えることから，この箇所を適切な表現に改

呈示によってその活動度が抑制されること [西条 05] が知

める必要がある．また，エージェントを見る際には，目

られている．また，線条体を含めた大脳基底核は強化学習

以外にも鼻や口などに視線が移ることが考えられるた

との関連性が指摘されている [Wichmann 14] ことから，期

め，それらの視線移動を考慮に入れた実装を行った．そ

待報酬量と報酬の差分だけ行動を強化するものと考えた．

こで，実装面では図 5 のような情報の流れを想定した．

このようにして構築された情報処理モデルに対して，

まず，エージェントの顔の特徴部位から異常度が高い部

を用いて表現した．この

分を検知し，異常度に比例して扁桃体が活動する．ただ

うえで，入力（強膜の広さと目の大きさ）に対する情動

し，この扁桃体の活動は感情の二重経路による二つの処

定性シミュレータ STELLA

＊1

理に分けられ，時間的に早い段階における雑多な情報処
＊1 isee systems：STELLA R，Systems Thinking for Education
and Research, http://www.iseesystems.com/
softwares/Education/StellaSoftware.aspx

理による活動と，これにやや遅れる詳細な情報処理によ
る活動に分けられる．ここで，早い段階の処理において
は，ある一定値に満たない異常度は 0 として扱われる．
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エージェントには，東京で営業の仕事をしている真面目
で礼儀正しい性格の 20 代後半の男性という文脈を与え
たうえで，外見の肌のテクスチャと動作（
「お辞儀」動
作）の滑らかさ（fps を調節したもの）をそれぞれ段階
的に与えて被験者に提示した．この結果，必ずしもテク
スチャの写実性が高いものと動作の滑らかさが高いもの
の組合せが最適であるとは限らないことが示唆された．
4･2 不気味の谷とマルチモーダル
ヒト型エージェントが今後社会的に活用される状況を
考えると身体的表現に加え，音声による表現表出を行う
ことが考えられる．これにあたり，単一モーダルの場合
と複数モーダルで表現を行うヒト型エージェントでは，
図5

各パラメータの定性的関係

どのような違いが見られるかを検討することは重要であ
る．Tanaka らは，顔を光学的妥当性と形態的妥当性の

この一定値は感情の二重経路における低位経路の情報処

二軸で段階付けたヒト型エージェントに対して，人間の

理に関する雑多さを表している．

音声と合成音声とをそれぞれ付与し，天気予報の内容

各変数の定性的関係を，統計処理言語および処理環境

を読み上げたものを被験者に聞かせた [Tanaka 11]．ま

であるフリーソフトウェア R＊2 によって記述し，各部位

ず，音声の伴わない顔のみの提示であれば，光学的妥当

に対する異常度，低位経路における情報処理の雑多さ，

性と形態学的妥当性が高いエージェントが最も人間らし

着目点の変更率をパラメータとして変化させ，対象に対

さ（similarity）が高いと評価された．ところが，音声

する評価値がどのように変化するかに関してシミュレー

を付与した場合，必ずしも光学的妥当性と形態的妥当性

ションを行った．この結果，顔の特徴部位の中に異常が

がともに高いエージェントが人間らしいと評価されると

多く存在していると，扁桃体は抑制されず，活動が維持

は限らないことが示唆された．Mitchell ら [Mitchell 11]

されることが示唆された．一方で，人間の顔に近いエー

によると，人間の音声と合成音声を，人間とロボットの

ジェントを観察している場合は，人間のエージェントに

映像にそれぞれ合わせて提示したところ，それぞれ不一

対する評価が増加と減少を繰り返すことが示唆された．

致条件（人間音声─ロボット映像，合成音声─人間映像）

これは，対象となるヒト型エージェントに対して抱く不

のときに不気味さが高くなることが示唆されている．こ

気味さの様相を表していると考えられ，不気味さとは，

れらのことから，単一モーダル（e.g. 外見）においては

快情動と不快情動の混合状態であることが示唆された．

不気味さが表出されなくとも，異なるモーダルを付与す

4．応 用 事 例
本章では，前章に加え，これまで我々が取り組んでき

ることで，
（特にそれらが不一致を起こす場合において）
不気味さが表出する可能性が推察される．

5．Open Question

た不気味の谷とエージェントの動作，不気味の谷とマル
チモーダルに関する研究についてそれぞれ述べる．

最後に不気味の谷現象を考えるうえで，既往研究が着
手できていない課題について述べる．この課題は大きく

4･1 不気味の谷とエージェントの動作

三点ある．一点目は，
「不気味の谷」現象のグラフを考

ヒト型エージェントの設計を考えるうえで，外見と動

えるうえで，描写されたグラフがインタラクションのど

作が人間の印象に与える影響は大きい．石黒は，外見と

の瞬間を切り出して構築されたグラフであるかを明らか

動作が最適に組み合わせられることで，相乗効果が得ら

にすることである．二点目は，不気味さとは何かについ

れることを提案している [石黒 05]．このことから，外

て明確な定義を与えることである．三点目は，
ヒト型エー

見と動作の最適な組合せを検討することは，今後のヒト

ジェントがどのような役割で用いられているかに関する

型エージェントの設計において重要な指針になるといえ

状況設定を明確にし，そのうえで不気味さが表出される

る．萩原らは，エージェント動作の滑らかさに着目し，

かについて検討する必要がある．

エージェントの外見における人間との類似度と，動作の

一点目は，ヒト型エージェントと対面してからのイン

滑らかさとの最適な組合せを検討した [萩原 16]．ヒト型

タラクション経過時間を考慮することを表している．こ
こで，経過時間は具体的に，長期経過と短期経過の二つ

＊2 The R Project for Statistical Computing：http://www.
r-project.org/index.html

ある．まず，長期経過を踏まえたインタラクションに関
して，Złotowski らは，エージェントとの接触頻度とエー
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ジェントに対する好感度，不気味さがどのように変化す

入が考えられる．一方で，既往研究の実験では，ヒト型

るかを実験的に検討している．エージェントとインタラ

エージェントを提示するのみで，
固定された状況の中（使

クションを数回行うと，エージェントの外見に依存せず，

用文脈を与えること）で提示する試みは余りなされてこ

エージェントに対する好感度（Likability）が変化する

なかった．このような特定の場面においては，ある特定

こと，また，その変化の方向は，エージェントの態度

の文脈のもとで，導入されたヒト型エージェントに対し

（ポジティブな態度をとったかネガティブな態度をとっ

て感情が表出される．例えば，教育場面において用いら

たか）に依存することが示唆された [Złotowski 15]．こ

れるペダゴジカルエージェントは，生徒の学習における

のため，数回の接触頻度を視野に入れた，言い換えれば

心的状態に大きな影響を与える．設計者の意図として，

長期経過を踏まえたインタラクションを考える場合は，

生徒の学習意欲を高めようと笑顔を提示したとしても，

エージェントの態度がエージェントに対する評価を決定

かえってその笑顔動作生成が非人間的で，生徒によって

するうえで重要な要素になる可能性がある．一方で，
エー

否定的に受け取られる可能性がある．したがって，ある

ジェントとの短期的なインタラクションにおいては，ど

特定の文脈において，ヒト型エージェントの外見や行動

の瞬間において否定的な感情が表出されるかも検討する

が，観察者にどのような影響を与えるかは実応用志向を

ことが必要である．具体的には，一目見た瞬間的に否定

考えるうえで，今後重要な課題になると推察される．

的な感情が表出されるのか，それとも，これよりも長く，
1 回あるいは数回程度のやり取りがあるうえで，否定的

6．まとめと今後の課題・展望

感情が表出されるのかを考える必要がある．これは，ど
の瞬間の否定的な感情を不気味さと呼ぶか，という二点

本概説では，不気味の谷に係るさまざまな先行研究を

目の課題にも関わり，重要である．したがって，インタ

俯瞰的にまとめた．この中で，不気味の谷現象の生起プ

ラクションにおける経過時間とそのときの感情状態の変

ロセスを理解するにあたり，知覚的齟齬・カテゴリー曖

化の関係性を十分に検討する必要があると考えられる．

昧性と，期待誤差の説明パラダイムが重要であることに

二点目は，不気味の谷現象を考えるうえで急務な課題

ついて述べた．そして，この説明パラダイムのうえで考

であるといえる．なぜならば，この不気味さとは何かに

えられる情報処理モデルが脳機能としてどのように表現

ついて，既往研究で統一的な定義が与えられていないと

されるか，という点について，我々がこれまで取り組ん

いう現状があるためである．この課題は大きく次の二つ

できた脳機能モデルの概説を行った．これに加えて，静

の問いに答えることに当たる．すなわち，
（1）不気味さ

止した写真などに対する否定的感情だけでなく，動作を

とはどのような感情か，
（2）不気味さとはどのようにし

加えたエージェントを用いた研究や，音声情報を加えた

て形成されているのか，
についてである．Ho らは，
ロボッ

マルチモーダルと否定的感情の関係性に関する研究につ

トに対する不気味さが，恐れを主要因として，嫌悪感，

いても簡単に紹介を行った．最後に不気味の谷において

動揺，不安が関与していることを実験的に明らかにして

検討されるべき課題として，Open Question という形で

いる [Ho 08]．要するに，不気味さは単一の感情から説

課題の概略を三点まとめた．

明されるというわけではなく，複雑な複合感情であるこ

不気味の谷を検討することで，不気味さという感情と

とが推察される．そこで，不気味さがどのような神経基

も考えられる心的状態が，どのようにして生起している

盤によって形成されるのか，というアプローチは，形成

のかという情報処理プロセスの解明が今後期待される．

過程を明確にするという点において，今後重要な位置を

特に，心的状態の表出過程が脳機能の作用機序において

占めると考えられる．Urgen らは，期待誤差と不気味の

どのように達成されているか，という本アプローチは，

谷の関係を脳波を用いた実験を通して調査した [Urgen

そのほかのさまざまな感情を理解するうえでも重要な役

15]．この結果，期待誤差に関与する信号 N400 の発生

割を果たすと期待される．このような脳機能からのアプ

源は，中側頭・上側頭（middle and superior temporal

ローチは，さまざまな神経科的科学的知見に加え，実験

area）
，側頭頭頂接合部（temporal parietal junction）
，

を通した心理学的知見，さらに，それらを体系的かつ包

前頭前野であることが示唆された．したがって，今後は

括的に説明する計算論的アプローチが融合されることで

信号の発生源における部位の機能を踏まえた検討が必要

達成される．脳機能から心的状態の変化過程を検討する

である．

試みは，このように人間の感情理解を学際的になすうえ

三点目は，実応用志向の立場からの課題である．この

で大きな役割を果たすといえる．また，冒頭でも述べた

課題は，ヒト型エージェントが使用される状況によって

とおり，我々は不気味の谷はそれ自体が「ヒトがいかに

不気味さが増加あるいは低減されるのか，また，状況に

して同種を他種と弁別しているか」という機能の根源的

依存した不気味さが存在するかについて検討することで

な表れであると考えている．ヒトとは何か，に関する哲

ある．今後，ヒト型エージェントやアンドロイドは，さ

学的な問いに答えるにあたり，不気味の谷が果たす役割

まざまな場面で使用されることが期待される．例えば，

は大きいと考えられる．

医療現場や介護現場，娯楽施設に加え，教育現場への導

脳機能から見た人型エージェントに対する否定的感情生起プロセス
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