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1．は じ め に

人は，相手の心的状態を読み，適応的に行動し，相手
と円滑にコミュニケーションを行う．動物に対しても同
様であり，時として車やコンピュータといった道具に対

我々は，新学術領域研究「認知的インタラクションデ

しても，あたかも心をもつものとして扱うことがしばし

ザイン学」の中の C02 班として，人─人工物のインタラ

ば見受けられる [Reeves 96]．相手の心的状態を読みな

クションのデザインに関する研究を行っている．人工物

がら行動することは，人工物に対しても行われるのに対

に対して人がもつ他者モデル（他者の行動を理解・予測

して，人工物側から人の心的状態を読み，それに答える

するための認知モデル）に応じてサービスを行うシステ

方法については確立されていない．人と人工物の間で心

ムの設計論を確立する．人─人工物のインタラクション

的状態を読み合うインタラクションが実現されたとした

を，アンビエントモデル（部屋・建物が対象）
，身体化

ら，既存のユーザインタフェースの枠組みを超え，より

モデル（道具・車椅子・車・テレプレゼンスロボットが

円滑なコミュニケーションや機器の操作環境が構築でき

対象）
，他者モデル（自律エージェント・ロボットが対

ると期待できる．

象）の三つに分類し，それぞれの人工物の設計論を，人

人と人工物のインタラクションの研究は，古くより行

─人インタラクションおよび人─動物インタラクションの

われ，1980 年代より国際会議 ACM CHI でコンピュー

研究で得られる知見を参考に実現する方法を明らかにす

タサイエンス・インタフェースデザイン・ヒューマンフ

る．特に，車や車椅子を移動の道具として見る場合や，

ァクタ・認知科学といった観点から学際的に行われてい

擬人化して捉える場合があることに着目し，使用状況に

る．また，2006 年より国際会議 IEEE/ACM HRI が始

よって同一の人工物とのインタラクションが異なる可能

まり，ロボットなど人に近い形で自律的に行動する人工

性も考慮する．本研究では，インタラクションが変化す

物と人のインタラクションに関する研究が行われてい

ることを鑑み，人工物の使用状況に応じて適応的に他者

る．しかしながら，多くの研究は，コンピュータソフト

モデルを変更する方法についても明らかにする．

ウェアやロボットを使いやすくするデザインに関して，
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ヒューマンファクタ（人への刺激と人の行動の対応関係
の探求）の観点からアプローチしている．人工物とのイ
ンタラクションを引き起こす人の心的状態を無視し，イ
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ション原理の理解に到達できると期待できる．

2．C02 班の構成と研究内容

ンタラクションを単純な入出力問題として外部から観測
し，表層的に扱っているのが現状である．人工物に対す

C02 班の計画班メンバは，本稿の著者でもある今井・

る人の心的状態の変化や人の心的状態を人工物が読む原

小野・篠沢・大澤の 4 名である．また，C02 班に関連す

理やモデルにまで迫る研究は皆無である．

る公募班メンバとして飯塚・硯川の 2 名が所属している．

本研究では，ヒューマンファクタの検証による単純な

C02 班の研究は，A01・A02・B01 班の知見を参考に

人工物のインタラクションデザインという枠組みから一

しつつ人工物とのインタラクションのデザインを考案す

歩踏み出し，人工物の振舞いから人工物の意図や心的状

ることであるが，本稿では，各班の成果をフィードバッ

態を人がどのように読むのか，また，人工物の側も，人

クする前段階として現在までに我々が取り組んでいる研

の心的状態をセンサ情報から推測し，振る舞う方法につ

究について紹介する．

いて研究を行う．他者モデルをもち，真の意味で人と円

今井・篠沢は，人と一体となって行動する人工物と人

滑なコミュニケーションをとることのできる人工物の構

のインタラクションを研究する計画研究の一環として人

築方法を探る．

に適応的に行動する自律車椅子の研究を行っている．小

研究代表者の今井および分担者の小野は，これまで，
ロボットの心的状態を人に読ませ，ロボットとの円滑な

野・大澤は，人と別の身体をもち，人とインタラクショ
ンする人工物の研究を行っている．

コミュニケーションを実現する方法について研究を行っ

また，公募班では，硯川が障害者・高齢者の症状の違

てきた．人が感じている感覚についてロボットが発話し

いから車椅子の個人適応の研究に取り組んでいる．また，

たり [Imai 03]，人が所有するパーソナル CG エージェ

飯塚は，インタラクションの中で他者がどのように立ち

ントがロボット上のディスプレイに現れたりすることで

現れるのかという課題について研究を行っている．

ロボットに対する関係性を人に感じさせる手法を提案し

以降の章で現状の取組みを簡単に紹介する．

た [Ono 00]．関係性を基本としたインタラクションを
通して，人は，ロボットの心的状態を自然と推測する

3．計画班の取組み

ようになり，ロボットの意図や状態を勘案しながら，コ
ミュニケーションの文脈にふさわしい行動をとるように

3･1 車椅子の個人適応

なる．しかしながら，ロボットの心的な状態を人が読む

車椅子の個人適応の研究として，安心・安全という観

条件を見つけ出したにすぎず，動的に進行するコミュニ

点から行っている研究と，自律車椅子の動作の個人適応

ケーションにおける問題を扱っているわけではない．特

の研究の二つを紹介する．

に，ロボット側から人の心的状態を推定しておらず，真

車椅子の安心・安全性：自律車椅子は，自ら地図を作成

の意味で相互に適応してコミュニケーションすることは

し最短な経路で目的地まで人を乗せて移動することが

できない．本研究では，タスクや役割の決まった自律ロ

できる．自律車椅子は，車体に取り付けられたセンサと

ボット・テレプレゼンスロボット・CG エージェント・

SLAM によって地図を構築，さらに，自己の位置を把握

電動車椅子・自律走行車を想定しつつ，人工物の側から

し，目的地までの最短経路に沿って移動する．この経路

人の心的状態を推定する方法および人に人工物の心的状

は，経路長が短くなるように選択されるとともに，障害

態を推測させ，真に相互に適応し，持続的なコミュニケー

物などに衝突することはないため安全な経路である．こ

ションを実現する方法を研究する．

の経路に沿うことができる最大の速度で自律車椅子が移

A01・02 班の人─人インタラクションのモデルおよび

動すれば，最も短い時間で目的地に到達することが可能

B01 班の人─動物インタラクションのモデルで得られた

である．自律車椅子は，
飛行機，
電車やバスなどと異なり，

知見を人工物の設計に取り入れることで，人の心的状態

人の生活環境内で活動する．搭乗者は移動中に周囲の状

に応じて適応的に行動できる機械に関する研究分野が確

況が見えやすく，近づく危険に対する恐怖感が容易に生

立できると期待できる．人の心的状態自体と，センサで

じる．通路の壁際を移動する経路などは安全とわかって

計測できる人の行動を対応付けるためには，さまざまな

いても，高速で通過する場合には恐怖感が伴う．見通し

状況における人のインタラクションを観察・分析する必

の悪い角，十字路のような人の飛出しが予想される場所

要があり，領域内の有機的な結合があって初めて推進可

を通る経路，床面や路面の凹凸で車体の振動を伴う経路

能な研究である．さらに，人工物は，同じインタラクショ

も恐怖感や不快感が誘発される可能性が高い．さらに，

ンを正確に再現することができ，再現性の低い人─人イ

すれ違う人にとって，自律車椅子は，移動障害物となり，

ンタラクションや人─動物インタラクションの研究に対

近づき方などによっては恐怖感を与えたり，場合によっ

して，他者モデルを搭載した人工物を用いることで，再

ては，人の流れに逆らう経路になったりするなど，最短

現性の高い実験環境を構築でき，より深いインタラク

経路であることが，移動経路として適切とは限らない．

人の適応性を支える環境知能システムの構築
十分に遅い速度で安全に移動するロボットであれば，
危険にあうこともなく，安心感は大きくなると考えられ
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よって水準が異なる状況依存表現をユーザのコントロー
ルによって得られた軌跡，スピードの特徴を地図とと

る．しかし，目的地まで到達するまでに多くの時間を

もにデータベースに保存する．そして，未登録の環境で

費やし，焦燥感が誘発され，快適とは言い難い．そこ

参照に適した地図データを DP マッチングにより選択し

で，経路上での位置や向きで人が感じる安心感を推定

データをもとに軌跡，スピードを決定し自律走行を実行

し，安心な経路を計画する方法を提案している [Morales

する．似ている環境で学習した行動軌跡を読み出すこと

14, Morales 15]．これらの方法は，壁からの距離に依存

で，環境に依存した形で状況依存表現が車椅子の自律走

した安心感の分布モデルや，見通しの良さを評価する

行として再現される．また，個人ごとに学習データを集

Visibility index と安心感の関係をモデル化する．二つの

めることで，呼び出される走行命令は，そのユーザが想

モデルに基づいた安心感の地図を作成し，地図を利用し

定する自律走行となるため，個人に適応的に走行できる．

て経路計画を行うことで，安心感を考慮した経路を計画

DP マッチングにより似ている環境の地図データを選

することができる．経路要因以外に，安心感には馴化の

び取り，似ている環境で学習した走行軌跡を読み出すこ

効果が考えられる．同じ経路を数回繰り返し安全に体験

とで，その環境に当てはまる状況依存表現を含む走行命

することによって，恐怖感は減少し安心感は大きくなる．

令が実行可能となり，環境に適応した形で走行できる．

ロボットの動きによって生じる搭乗者の視覚的変化と

学習した状況依存表現を含む命令を実行し実際に車椅

体性感覚は，搭乗者の感覚として統合される．人の自己

子が走行した軌跡を地図上に示した．図 1 に慶應義塾大

身体イメージは，視覚と触覚などの多感覚の刺激が同時

学矢上キャンパス 14 棟 4 階で学習結果を再現し走行し

（ある一定時間内）に与えられることによって形成され

た軌跡，図 2 に 14 棟 7 階で学習結果を再現し走行した

る [Gentile 13]．その形成には多感覚間の予測も関わっ

軌跡を示す．4 階と 7 階は環境として酷似しているため，

ているといわれている．搭乗者の視覚的刺激と体性感覚

ユーザの直接のコントロールにより学習した結果を再現

の刺激が，自己身体イメージとして捉えられる刺激の条

すると非常に精度良く再現できた．

件を満たせば，車椅子型ロボットは身体の延長（一体感）
と認識されるのではないだろうか．一体感が増えれば，
馴化が早期に進む可能性があり，より安心と思える状態
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令を実行可能な自律走行車椅子システムの開発を行い，
適応的に振る舞う人工物実現の最初の課題として取り組
む．ここでいう状況依存表現とは，
「大きく曲がる」や「速
く進む」といった行動を修飾する表現と定義し，以下状

図1

況依存表現と呼ぶ .

14 棟 4 階の自律走行軌跡

車椅子の音声操作に関する研究は従来より行われてい
る．前進，後進，停止，左右の回転に加え左右の曲がり
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声により車椅子の細かな動きが可能なシステムを実装し
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た研究がある [Simpson 02]．詳細な命令は可能ではある
が，ユーザや環境により異なる「大きい」や「速い」と
いった状況依存表現の命令を実現することはできない．
また自律走行する電動車椅子においてユーザにとって快
適な経路を求める研究もある [Morales 13]．しかしなが
ら，従来の研究では車椅子は状況依存表現を含んだ走行

図2

14 棟 7 階の自律走行軌跡

命令を実行できない．なぜなら，一つの状況依存表現に

酷似している環境においては，学習結果からその環境

対して乗車するユーザのイメージや周囲の環境により水

に当てはまる状況依存表現を含む走行命令が実行可能と

準は異なり，一意に定まらないからである．状況依存表

なり，環境に適応した形で走行できるといえる．

現を含んだ走行命令を実行するにあたり，ユーザごとの

本システムは，酷似しているまたは似ている特徴をも

イメージの違いを認識し環境が変化しても，その場にふ

つ環境において学習結果からその環境に当てはまる状況

さわしい走行を行うことが必要である．

依存表現を含む走行命令が実行可能であるといえる．

本研究では使用する個人や使用される環境に応じて
水準が変化する状況依存表現の命令に対し，車椅子が自
律走行を実行するシステムを実装する．ユーザや環境に

3･2 愛着を伴った関係の構築と意図伝達
本研究では，子供が身につけることにより，子供を「し
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つける」ことができるウェアラブルロボットを提案する．

まな観点からの議論が可能であるが，本研究では，
「愛

このロボットは，通常のウェアラブル端末が有する見守

着を伴った関係の構築」という観点から考える．

り機能や情報提示機能とともに，状況に応じて子供の身

Nagasawa ら [Nagasawa 15] が指摘するように，人と

体上を移動しながら，悪い癖（猫背や貧乏ゆすりなど）

伴侶動物である犬の絆は，人の母子の間に共通に認めら

をロボットが振動によって注意し，子供を「しつける」

れる化学物質（オキシトシン）と視線を主とした愛着行

機能を有する．ロボットがこの機能を実現するためには

動との正のループにより促進されることが明らかとなっ

技術的に，ユーザの身体姿勢の認識，ユーザの文脈の推

た．つまり，
「愛着を伴った関係の構築」により，人と

定，インタラクションによる表情の変化，ユーザとの関

犬は生活環境を共有し，共生することが可能となったの

係の構築と意図伝達の方法の確立が必要となる．本研究

である．

ではこれらの技術開発を行うことによりロボットを実装
し，フィールドでの検証実験を行う．

同様に，今後，人とロボットが共生する社会を考える
場合，この「愛着を伴った関係」をいかに構築するかが

すでに実装したプロトタイプシステム（図 3（a）
）お

重要な研究テーマとなる．本研究ではこれを，
「触覚を

よびコンセプト図（図 3（b）
）を用いて，本研究の目的

用いたインタラクション」に求める．つまり，ロボット

を述べる．本研究で提案するウェアラブルロボットは，

が身体上を移動しながら身体の姿勢を認識し，また，人

状況に応じて子供の身体上を移動しながら，悪い癖をロ

がロボットをなでることにより表情を変化させるという

ボットが振動によって注意し，子供を「しつける」こと

触覚を用いたインタラクションを通して，
「愛着を伴っ

を目的としている．図 3（b）の上段は，子供が猫背で

た関係」の構築を目指す．この関係の構築により，ユー

あることをロボットが認識したため，振動により注意を

ザは人工物であるロボットの注意を受け入れるのではな

与え，正しい姿勢にさせている．さらに，図 3（b）の

いかと考える．

下段は，子供が貧乏ゆすりをしていることをロボットが

人と犬が 3 万年ともいわれる長い期間，生活環境を共

認識したため，振動により注意を与え，その動作を止め

有し，共生することができたように，
「愛着を伴った関係」

させている．ロボットがこの機能を実現するためには技

を構築することにより，人とロボットの共生も可能とな

術的に，子供の身体姿勢の認識，子供が現在いる文脈の

るのではないだろうか？ 本研究はこの観点から，人と

推定，子供との関係の構築，触覚を用いた意図伝達の方

ロボットのインタラクションデザインを考える第一歩に

法の確立が必要となる．

なると考えている．
3･3 人─エージェント関係性デザインのための
エージェントロボットのプロトタイプ
我々人類はロボットや計算機のように，内的状態をも
ち入力と出力を合わせて，人間に対し自律的に振る舞う
機械を設計できるようになった．人間はこうした自律的
な人工物に対し不可避的に意図を検出してしまう．この
ような人間対人工物のインタラクション設計は，人間対

（a）プロトタイプ

人間のインタラクション手法に学ぶこともできるし，人
間対動物のようなインタラクションに学ぶこともでき
る．一方で，それらの知見を応用した全く新しいインタ
ラクションデザインを設計できる可能性をも秘めている
といえる．
本研究では，他班で得られる人とエージェントとのイ
ンタラクションにおけるモデル・知見を応用し，その可
能性を検討するために，画像投影による高速な表情変化
と，アクチュエータによる身体行動を行うエージェント

（b）研究のコンセプト図
図3

実装したウェアラブルロボット

ロボットのプロトタイプを開発している．開発中のエー
ジェントは図 4 のように投影を併用し，シンプルな動き
からさまざまな表出をユーザに与えることが可能となっ

ユーザがウェアラブルロボットからの注意を受け入れ

ている．また，エージェント同士の集団対話を模した演

て振舞いを変えるということは，今後の人とロボットが

出も可能となる．我々はこのプロトタイプをいくつかの

共生する社会を考えるうえで，重要な要因を含んでいる．

コミュニケーションゲーム，小学校における教育用途に

つまり，なぜユーザが人工物であるロボットの注意を受

応用し，人間に与える影響を評価している．

け入れるかという点である．この点に関しては，さまざ

また，人対人，人対動物間の研究から得られた意図の

人の適応性を支える環境知能システムの構築

47
AgencyGlass はカメラと連動し，対話者が見ているもの
を装着者が見ているように振る舞うことができる．また，
AgencyMask はカメラを使って対話者の感情を認識し，
それと同調した表情を表現することができる．このよう
な感情表現の同調による効果は他班の研究や関連研究で
行われているが，こうした効果が人間の補佐技術として
使われた場合に，どのような効果を与え得るのか，検証
している．

（a）投影テクスチャと実世界動作による
興味の表現

4．公募班の取組み
4･1 症状に応じた適応
福祉機器はその高度化・情報化が進む一方で，症状や
残存機能が一様でない障害者・高齢者をターゲットユー
ザとするため，
「安全・安心」を設計・評価することが
極めて難しく，統一的なアプローチが存在しないことが
問題となっている．そこで硯川らは，日常生活環境下で
の利用状態を網羅的に計測・収集する「ライフログ」を

（b）投影型ロボットエージェントによる
集団対話・社会性の演出
図4

活用し，福祉機器とユーザのインタラクションを定量
的に評価する試みを進めてきた．図 6 に，開発した車
椅子ライフログシステム WELL-SphERE（Wheelchair
Everyday Life Logging with a Smartphone-based

モデルの応用として，こうしたモデルの一部をユーザに

Electronic Recording Equipment）の概要を示す．同シ

対し装着することで人間のもつ社会性を補強するような

ステムは，スマートフォンとそこに接続される小型のセ

用途も可能となる．

ンサユニットで構成される．電動車椅子やセニアカーな

応用の例として，我々は人間の感情労働の一部を代替

どの移動支援機器に搭載し，操作ログを含む多様な情報

することを想定している．感情労働とは労働者が自らの

を収集できる．収集したライフログを分析することで，

感情を制御することを求められる種類の労働であり，客

操作能力の個人差や操作の慎重さといった，従来は測る

室添乗員や看護師，教師といった職業が例としてあげら

ことが難しかった特性を数値化することに成功した．ま

れる．Hochschild は技術発達による肉体労働，頭脳労

た，路面状況・車体挙動・操作入力という環境・車椅子・

働のコモディティ化が，こうした新しい形の労働を生む

ユーザ間の刻々と変化するインタラクションを同時計測

ことを指摘した．これらの職業は労働者自身の感情と表

することで，ユーザの心理的状態や機器の操作性など，

出しなければならない感情が異なるため，労働者の精神

機器とユーザの間に生じている随伴性を評価できる．

的負荷が生じやすい職業である．
我 々 は こ の 感情労働，相手の感情に合わせ て振舞
いを変化させる「エージェント化された目や口」とし
て， 図 5 の よ う な AgencyGlass，AgencyMask を 作
成し，感情表現の一部自動化による効果を検証してい
る．AgencyGlass や AgencyMask は，視線表現や共同
注視，感情同調といった動作を可能としている．例えば

図5

AgencyGlass（左），AgencyMask（右）による感情表現の
代替

図5

車椅子ライフログシステムの概要．
（a）システムの構成，（b）地図上に描画された操作動態
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4･2 他者性の発生原理
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