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Abstract: In the age of digital technology, it would be preferable for an agent to possess the
capability to induce empathy from human, for it to be used eﬀectively and eﬃciently. We tried
to identify the empathy inducing non-verbal languages from human through the experiment to
introduce them to an agent. We built the environment to measure the extent of empathy and
observe expression from groups of subjects, using questionnaire, eye tracker and video camera.
Two subjects were installed at once, one named observee and the other observer. One with eye
tracker was observer and asked to infer the result of impression evaluation made by observee on
meaningless stimuli shown on a display. Inference of observee s impression evaluation made by
observer and observee s real result are compared and used as an index to see the extent of empathy.
Utilizing this index, we speciﬁed the moment/stimuli in which observer empathized with obsevee.
As a result of this experiment, we found several non-verbal languages, from the groups of stimuli
in which observer empathized, through analysis on video record of subjects. They, however, failed
to be supported by recorded data of eye tracker.

1

背景

近年の ICT（Information Communication Technology）の発展により、技術と人間の高度な共生のた
めの知見の蓄積は重要な課題である。例えば、ロボッ
ト技術は更に進展し，様々な様相で私たちの生活の中
に位置づけられるものと考えられる。その時に、人と
ロボットのスムーズなインタラクションの実現は重要
な課題となる。
人とロボットとのスムーズなインタラクションを実
現するためには、人同士がとるインタラクション戦略
を明らかにすることが重要である。特に、他者の心情
や考えを汲み取るはたらきをもつとされる 共感 は、
人が様々な状況に対して適応する際に重要であると考
えられることから、インタラクションにおいて非常に
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重要な役割を果たしていると考えられる。本研究では、
共感 を 相手の心的状態を相手と同時に想起するこ
と と定義した上で、人の 共感 のはたらきをロボッ
トに応用することを目的とする。
共感 に関する研究には、共感の度合いを測定す
る共感性尺度を作成する研究がある。Davis は、対人
反応性指標を作成する中で、自発的に他者の心理的観
点をとろうとする傾向を示す「視点取得」、架空の人
物の行動や感情に自身を投影して想像する傾向を示す
「想像性」により 共感 の測定を試みた [4]。しかし、
想像性は現実に存在する人に対しても応用可能と考え
られる。そこで、本研究では「視点取得」を感情移入、
現実に存在する人を対象とした場合の「想像性」を自
己投影と再定義する。そして、 共感 のはたらきとし
て、感情移入と自己投影を利用する。
人間は身体動作で多様な心的状態を表現する。具体
的には、首を傾げるという動作により、他者に自身が
相手の発言を理解出来ていないことを伝達したりする。
しかし、どのような身体動作から人間は他者の心的状
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態を読み取り、共感を得ているのかということは明確
化されてことなかった。そこで本研究では、ロボット
への応用を考慮した上で、人から 共感 を引き出す身
体表現を、第 3 者による人の観察を通じて、特定する。

2

方法

本研究と類似した実験として さまざまな手がかり
を通じて対人コミュニケーションに関する判断や推論
を行うこと と定義される対人コミュニケーション認
知の認知メカニズムを検討する実験がある [2]。対人コ
ミュニケーション認知で考慮されるさまざまな手がか
りには、身体表現も含まれる。そのため、観察者の 共
感 のはたらきを引き出す身体表現を特定する本研究
と関わりが深いと考えられる。
対人コミュニケーション認知は、 目の前の他者から
ポジティブな反応を引き出す一方、ネガティブな反応
を回避する能力 と定義される対面交渉能力と対をな
す概念であるとされている [2]。上記の二要素は、 人
と人とが、音声や身体、事物などの手がかりを用いて
、お互いに心理的に意味のあるメッセージを伝え合う
こと である社会的スキル [5] に不可欠と考えられてい
る。
木村らは、コミュニケーション関連の研究は対面交
渉能力の研究に偏っていると指摘する [2]。また、対人
コミュニケーション認知の研究も会話の参加者である
対話者の立場に立った研究が多く、会話を第 3 者視点
で見ている観察者の立場に立った研究が不十分である
と指摘している。その上で木村らは、2 種の心理実験
を行うことにより、すなわち 1) 対人コミュニケーショ
ン認知と対面交渉能力との関連性を検討し、観察者に
よる対人コミュニケーション認知を社会的スキルの一
つとして位置づけ、認知メカニズムを検討した。また、
2) 対人コミュニケーション認知の能力を学習により向
上させることが可能かを検討した。木村らの実験の概
要を表 1 に示す。
実験 1) は 3 段階で構成される。すなわち、会話実験・
表 1: 木村らの実験概要.
対人コミュニケーション認知の位置づけお
よび認知メカニズムの検討
実験 2) 対人コミュニケーション認知の学習可能性
に関する検討
段階 実験内容
目的
1
会話実験
会話者の対人コミュニ
ケーション認知能力の
測定
2
観察実験
観察者の対人コミュニ
ケーション認知能力の
測定
実験 1)

3

対 人 コ ミュニ ケ ー
ション特徴の抽出

会話の盛り上がりの程
度測定 (1 − 2 の分析に
利用)

観察実験・対人コミュニケーション特徴の抽出である。

会話実験では会話者の対人コミュニケーション認知能
力を測定すると共に会話を VTR に撮影した。観察実
験では会話実験にて撮影された VTR を刺激として観
察者の対人コミュニケーション認知を測定した。そし
て、対人コミュニケーションの特徴抽出では会話実験
にて撮影された VTR から会話者のコミュニケーション
中における特徴的な行動を抽出した。そして、抽出さ
れた特徴を基に会話の盛り上がりの程度を測定し、分
析に利用した。実験 2) では実験 1) の過程の内 1 と 2
を複数回繰り返し、観察者の対人コミュニケーション
認知能力の変化を測定した。
木村らの実験環境及び評価手法は人の表現から他者
の心的状態を推測する環境、手法としては非常に参考
になる。そこで、本研究の実験では木村らの実験を参
考とした実験計画を行った。
木村らの実験はコミュニケーションの認知に着目して
いるため、 共感 を測定するには 1）同時性、2）存在
感の 2 点において適合しない。1) 定義より、 共感 は
相手と類似した心的状態を相手と同時に想起すること
であるため、同時性を担保する必要性がある。また、2)
インタラクションの際には対話相手の存在感が非常に
重要になると考えられるため、木村らの研究では VTR
の利用により消滅している存在感を何らかの形で担保
する必要がある。本研究では以上の 2 点を考慮し 共
感 を測る実験環境を構築した。本研究では、人から
共感 を引き出す表現を第 3 者による人の観察を通
じて特定する。そのために、先行研究を参考に被観察
者と観察者の二人の被験者を設定した。まず、被験者
間での情報量の統制が可能かつ、被観察者に気づかれ
ないように観察者が被観察者を観察することが可能な
実験環境を考案した。
人−人の間における 共感 で共有される情報は、他
者の感情や感覚といった感性的な側面をもつ情報である
と考えられる。
「この人の考え方に共感出来る」といっ
た際にも、その人のもつ論理に共感しているのではな
く、その人の論理を組み立てるスタイルといった感性
的な側面において 共感 が働いていると考えられる。
これは、 共感 を測る環境として感性的な情報共有を
測ることが可能な環境を構築する必要性を示唆してい
る。そこで、本研究では、人から感性的な情報を引き
出す刺激として動画を利用した。これは、人の視覚情
報への依存度が高く、同じ対象を撮影した静止画像と
動画像を比較した場合、動画の方が静止画像の保持す
る情報量よりも多いと考えられるため、動画を刺激に
利用した方が感性的な情報を引き出し易いと考えたた
めである。また、被験者の刺激に対するバイアスによ
る評価への影響を排除するために、幾何学図形が不規
則な挙動を示す無意味動画を刺激として利用した。
そして、 共感 を測定する方法として、被観察者の
動画刺激に対する印象評価を観察者に推測させ、これ
らの印象表価値間の距離を共感の度合いとして定義し
た。構築した実験環境を図 1 に示す。二人の被験者、被
観察者 (A)・観察者 (B) とその配置が図 1 に示されて
いる。
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図 1: 実験環境.
1）同時性、2）存在感を担保する目的でハーフミラー
を活用し、図 1 の実験環境を構築した。ハーフミラー
とは、光量差を利用することで一方の面からは鏡、他
方の面からはガラスとして作用する特殊鏡である。図
1 の実験環境では被観察者 (A) 側からは鏡、観察者 (B)
側からはガラスとして作用するようにハーフミラーを
設置した。ハーフミラーの効果により、被観察者 (A)
に観察者 (B) の存在を知られること無く二人を実験環
境に配置することが可能となった。これにより、リア
ルタイムに観察者 (B) が被観察者 (A) を観察可能にな
るため、1）同時性 2）存在感を両方を担保することが
可能になった。
本研究では刺激として 12 種の無意味動画を刺激とし
て利用し、図 1 の画面を通じてこれらの刺激を被験者
に提示した。各刺激の提示時間は 1 分間とし、刺激提
示後に 30 秒間の休憩時間をとった。
本実験では 2 種の被験者が存在するため、質問紙を
2 種類用意した。それぞれ、被観察者 (A) と観察者 (B)
の両方に使用する質問紙 1 と、観察者 (B) にのみ使用
する質問紙 2 である。質問紙１は映像コンテンツにお
ける表現技法の心理的効果に関する先行研究 [1] に用い
られた 24 形容詞対から寄与率の大きい 14 形容詞対を
利用し、各動画刺激に対する印象を形容詞対の 7 件法
評定で測定する内容である。本研究に利用した形容詞
対を表 2 に示す。

表 2: 刺激の印象評価に用いた 14 形容詞対.
迫力がある
印象深い
軽快
楽しい
にぎやか
暖かい
雄大
さわやか
親しみ易い
美しい
動的な
派手な
面白い
好き
−

して確信がないを 1, 確信があるを 7、親密では無いを
1, 親密であるを 7 とする 7 件法で回答してもらうこと
で評価を求めた。なお、被験者の印象評価に対する順
序効果を排除する目的で、刺激提示順序及び質問紙上
の形容詞対出現順序をランダムにした。また、被観察
者 (A) には実験主旨として「内装に囲まれた条件下に
おける映像刺激に対する印象評価の変化を調査する実
験」との教示を与え、観察者 (B) の存在が被観察者 (A)
に知られることの無いように注意を払った。
また、これに加えて、ビデオカメラ (Sony HandyCam) から被観察者 (A) の挙動を撮影したデータを、
Tobii グラスアイトラッカー (トビー・テクノロジー) か
ら観察者 (B) の観察時における視線データを取得し、
分析に利用した。実験手順を図 2 に示す。

図 2: 実験手順.
まず、事前調査として、観察者 (B) に全刺激の印象
評価 (質問紙 1) を実験環境内 (図 A の位置) にて行わせ
た (手順 0)。そして、被観察者 (A) に観察者 (B) の存
在を知られることの無いように最大限留意しつつ移動
し、二人の被験者を図１に即して配置した。 配置後、
刺激を被観察者 (A) に提示し、観察者に被観察者 (A)
の挙動を観察させた (手順 1)。 そして、被観察者 (A)
には刺激動画の印象評価 (質問紙 1) を観察者 (B) には、
被観察者 (A) の評価推定 (質問紙 2) を行わせた (手順
2)。全 12 刺激に対して手順 1 と 2 を繰り返し、再び被
観察者 (A) に観察者 (B) の存在を知られることの無い
ように最大限留意し、2 人の被験者を実験環境から退
出させ、1 組のグループの実験を終了とした。

3

この質問紙を利用することにより、被観察者 (A) と観
察者 (B) のそれぞれが刺激に対してもつ印象を明らか
にする。質問紙 2 は、質問紙 1 の内容に観察者 (B) に
よる被観察者 (A) の回答推測の精度に関する確信度と
被観察者 (A) との親密度を測る内容を足した内容であ
る。確信度及び親密度は、各刺激及び各形容詞対に対

実験

本研究では、人から 共感 を引き出す身体表現を
第 3 者による人の観察を通じて特定する目的で、図 1
の実験環境において予備実験と本実験を行った。得ら
れるデータの傾向を把握し、本実験で利用する判断基
準を特定する目的で予備実験を行った。そして、予備
実験から得られた判断基準を基に人から 共感 を引
き出す身体表現の特定を本実験で行った。
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3.1

予備実験

予備実験から得られた質問紙の回答を基に分析上必
要となる判断基準の特定を行った。刺激に対する被観
察者 (A) の評価値、観察者 (B) の事前調査値、観察者
(B) の推測値をプロットした SD プロフィールの例を図
3 に示す。
点線が被観察者 (A) の評価値、破線が観察者 (B) の推

図 3: あるグループの刺激番号 4 に対する評価まとめ.
測値、実線が観察者 (B) の事前調査値をそれぞれ示し
ている。点線と破線間の距離が近い程、観察者 (B) に
よる被観察者 (A) の評価推測が正確であることを示し、
破線と実線間の距離が近い程、観察者 (B) の推測が観
察者 (B) 自身の評価に近いことを表していると考えら
れる。なお、距離とは 2 種の評価値の差の絶対値を指
す。
本研究では、質問紙に即して 共感 の感情移入と
自己投影の 2 種のはたらきを評価値のユークリッド距
離により再定義した。感情移入には被観察者 (A) の評
価値−観察者 (B) の推測値間の距離、自己投影には観
察者 (B) の事前調査値−観察者 (B) の推測値間の距離
をそれぞれ利用することで抽出できると仮定した。な
お、被観察者 (A) の評価値−観察者 (B) の推測値間の
距離が小さいほど感情移入の度合いが高いとし、観察
者 (B) の事前調査値−観察者 (B) の推測値間の距離が
小さいほど自己投影の度合いが高いとした。以上の定
義を基に本研究における 共感 のはたらきの観点か
ら評価値間の距離関係を分類した結果を表 3 に示す。
表 3: 評価値間距離による分類.
比較対象
距
比較対象
離

1
2
3
4

被観察者−観
察者
被観察者−観
察者
被観察者−観
察者
被観察者−観
察者

観察者 (B) の事前調査値−観察者 (B) の推測値間の距
離：大）、2.（被観察者 (A) の評価値−観察者 (B) の推
測値間の距離:小, 観察者 (B) の事前調査値−観察者 (B)
の推測値間の距離：小）の 2 種の場合であると考えら
れる。なぜならば、前者は、感情移入に基づく 共感
を指し、後者は感情移入と自己投影の両はたらきに基
づく 共感 を指すと考えられるためである。本研究
では、感情移入のみのはたらきによる 共感 が生じ
ている前者の場合について注目する。
予備実験から得られた結果を基に、被観察者 (A) の
評価値−観察者 (B) の推測値間の距離＞ µ1 + σ1 の場
合を距離間が大きい、観察者 (B) の事前調査値−観察
者 (B) の推測値間の距離＜µ2 + σ2 の場合を距離感が小
さいと定義した。ただし、ここでµ1 はグループ毎の被観
察者 (A) の評価値−観察者 (B) の推測値間の距離の平
均を表し、σ1 はその標準偏差を表す。同様にして、µ2 は
グループ毎の被観察者 (A) の評価値−観察者 (B) の推
測値間の距離の平均を表し、σ2 はその標準偏差を表す。

3.2

本実験

予備実験と同様の実験環境、手順で本実験を行った。
被験者は早稲田大学に在籍し、互いを知る学部生 8 名
(男性 5 名、女性 3 名、平均年齢 21 歳) であった。被験
者を被観察者 (A)・観察者 (B) で組み、4 グループを生
成した。

3.3

結果・考察

予備実験より得られた基準 (距離＞ µ1 + σ1：距離間
が大きい、距離＜µ2 + σ2 : 距離感が小さい) に基づき
、感情移入を示すと推測される 1.（被観察者 (A) の評価
値−観察者 (B) の推測値間の距離 : 小, 観察者 (B) の
事前調査値−観察者 (B) の推測値間の距離：大）の条
件を満たす刺激を選定した。

距
離

小

観察者内

大

小

観察者内

小

大

観察者内

大

大

観察者内

小

図 4: あるグループの条件を満たす刺激と形容詞対の例.

表 3 の中でも 共感 がはたらいているのは 1.（被観
察者 (A) の評価値−観察者 (B) の推測値間の距離:小,

図 4 の表では、被観察者 (A) の評価値−観察者 (B) の
推測値間の距離:小が縦線、観察者 (B) の事前調査値−
観察者 (B) の推測値間の距離：大が横線、両方の条件を
満たす内容が斜線により分類されている。また、数値
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は観察者 (B) の推測に対する確信度を示している。グ
ループ毎に図 4 と同様の表を作成した。グループ毎の
表の結果をまとめた内容を以下に示す。それぞれ「感情
移入」状態の場合の (刺激番号；形容詞対［観察者 (B)
の推測精度に関する確信度］) を示している。
group(a)
（刺激 3；迫力のある 4, 派手な 5）
（刺激 4；雄大 4, 好
き 4）（刺激 8；印象深い 4, 楽しい 4, 美しい 4）（刺激
9；親しみ易い 5）（刺激 11；賑やか 3）（刺激 12；親し
み易い 4）
group(b)
（刺激 1；迫力のある 4）
（刺激 3；賑やか 4, 派手な 4）
group(c)
（刺激 1；印象深い 5, 好き 5）
（刺激 4；さわやか 4）
（刺
激 5；親しみ易い 3）
（刺激 7；暖かい 5, 派手な 5）
（刺
激 8；親しみ易い 3, 派手な 3, 好き 3）
（刺激 9；迫力の
ある 3, 賑やか 3, 好き 3）（刺激 10 ；面白い 4）
group(d)
（刺激 4；美しい 1）
（刺激 8；賑やか 3）
（刺激 9；迫力
のある 2, 賑やか 4, 派手な 3）（刺激 10；迫力のある 7,
印象深い 6, 雄大 6）（刺激 12；美しい 3）
以上より、被観察者 (A) −観察者 (B) 間において感
情移入が生じていると考えられる刺激がグループ毎に
示されたため、対応する刺激において被観察者 (A) が
表出している特徴的動作を被観察者 (A) を撮影した映
像と、観察者 (B) に装着して貰った視線計測装置 tobii
から得られた視線データを基に特定する。
まず、被観察者 (A) の表出する特徴的動作を特定す
る目的で、被観察者 (A) を撮影した映像を基に動作の
ラベリングを行った。ラベリングの際には、各刺激に
ついて刺激が被観察者 (A) に提示されてから被観察者
(A) が質問紙に回答終了するまでの期間を利用した。こ
れは、被観察者 (A) が刺激提示から被観察者 (A) の回
答終了までの期間に刺激に対して最も集中している期
間と推測され、被観察者 (A) の評価値と観察者 (B) の
推測値を比較する際にはこの期間のデータを用いるこ
とが最も適していると考えられるためである。結果と
して、4 グループの動画から以下の 40 種類の動作が抽
出された。なお、抽出する際に質問紙に回答する上で
不可欠な動作は除外した。

顎・のど
首

髪直し、前傾、後傾、傾げる、横振り、震え

姿勢

立ち足変更、のけぞる、揺れ

手・腕
腰

水平移動、顎を引く、嚥下

質問紙の持ち替え、ペン遊び、離れる動作

手を当てる

本研究では、観察者 (B) から感情移入を引き出す被観
察者 (A) の動作の特定を行うために、被観察者 (A) を
撮影した全ての動画から 40 動作種を抽出した。この 40
動作種から、各グループの「感情移入」状態の場合を
満たす刺激のみに存在する動作種を選定し、感情移入
を表現する動作種と考える。各グループの無意味動画
鑑賞時において感情移入を促進すると考えられる被観
察者 (A) の動作を表 4 に示す。
表 4: 各グループの無意味動画鑑賞時において感情移
入を促進すると考えられる被観察者 (A) の動作.
グループ名 動作種 (部位：動作)
group(a)
（目：見開く）、（姿勢：揺れ
）、（姿勢：のけぞる）
group(b)
（口：舌出し）、（口：舌遊び
）、（首：震え）
group(c)
（口：舌だし）、
（顎：水平移動
）、
（首：横振り）、
（のど：嚥
下）
group(d)
なし

髪 いじる

表 4 の動作種が被観察者 (A) を撮影した動画から得
られた、人の感情移入を促進すると推測される動作で
ある。これらの 10 動作種は感情移入が起きていると推
測される状況において、他の 30 動作種との評価値間の
距離の差分をとった結果として抽出された 10 動作種で
あり、観察者 (B) による評価を考慮していないため、こ
れらの動作が実際に被観察者 (A) への観察者 (B) の感
情移入を促進したと結論づけることは出来ない。そこ
で、本研究では視線計測装置 tobii を利用し観察者 (B)
の注視点を計測することで、観察者 (B) の感情移入が
被観察者 (A) の 10 動作種に起因することを検証した。
その結果、被観察者 (A) の動作と観察者 (B) の注視
点が一致しないことが明らかになった。

頭

3.4

触る、震え

顔・頬

しわ、しかめる

眉

上げる、ひそめる

目

脇見、細める、見開く、上目、刺激の確認

鼻

穴を広げる

口

口角上昇、舌遊び、つきだし、発声、ため息、引
きつり、おちょぼ、舌だし、への字、ひょっとこ、
唇噛み

課題

本実験には二つの課題がある。すなわち、1）無意味
刺激による被観察者 (A) 表現の抑制、2）注視点の感情
移入に対する指標化に関する課題である。
具体的には以下の通りである。1）本実験では刺激に
よって被験者に生起するバイアスが評価に与える影響
を排除する目的で無意味刺激を利用した。刺激に関す
る個人のバイアスと刺激自体がもつ情報の偏りを排除
することで、普遍的な共勧誘因動作を特定しようと考
えたためである。しかし、無意味な動作に対して、意
義や意味を見いだすことの出来なかった被観察者 (A)
には、刺激による心的な変動が生起しなかったと推測
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される。ゆえに、心的変動の表現である表情や行動に
被観察者 (A) の考えや情動等が現れなかったと推測さ
れる。川崎らは、動画映像の再生速度が人間の印象に
与える影響を調査する中で、動画を情景映像 (動的な
映像、静的な映像)、人の動作を含む映像 (静的な映像、
動的な映像)、人の表情映像 (静的な映像、動的な映像)
に分類し、以上の 6 種類の映像を用いることでほぼ全
ての動画を網羅出来ると結論づけた [3]。川崎らの研究
に基づき映像を選定した場合、有意味な刺激を選定す
ることが可能となり被観察者 (A) は刺激による抑制を
受けることのない幅広い表現をすることが可能となる。
また、観察者 (B) もより精緻な推測を出来るようにな
ると考えられる。
2) 本実験では、観察者 (B) に対して被観察者 (A) の
評価を推定するように教示を与え実験を行い、tobii に
よる視線データは観察者 (B) の注視点を特定する目的
で利用した。全 12 の刺激から、 共感 が生起している
と考えられる刺激を選定し、選定された刺激を評価し
ている被観察者 (A) の特徴的な動作を共感誘因動作と
して抽出した。しかし、本実験で示されたように、被観
察者 (A) の表出した特徴的動作に注意が払われていな
い可能性も存在する。しかし、 共感 の度合いが特定
の刺激において高いという事実は確認された。これは、
観察者 (B) が実際に注意を払っているポイントが異な
ることを示唆する。この差異を解消するために、観察
者 (B) の被観察者 (A) の動作に対する主観的な評価を
明らかにする必要がある。今後は、実験環境外におい
て主観的評価の理由を確認する場を設けた実験を行う
必要がある。
最後に、各グループから得られた観察者 (B) の視線
データに対して行った定性的な分析の結果を示す。こ
れは、今回の実験における視線計測により、今後の被
験者に存在すると考えられる傾向を把握することが可
能と考えたためである。以下に結果を示す。
group(a)
被観察者 (A) と観察者 (B) が近いタイミングで用紙の
記入を行っていた。また、観察者 (B) が被観察者 (A)
の表現を再確認する行為が非常に少なく、実験を通し
て 3 刺激のみでしか見られなかった。観察者 (B) の視
線は刺激の方向を向くことは無く、頭部左目付近に収
束する挙動を見せていた。
group(b)
観察者 (B) は被観察者 (A) が評価をはじめる前に推測
値の評価をはじめたが、被観察者 (A) の動作を確認す
る行為が多く全ての刺激において回答中に被観察者 (A)
の表現の再確認を行っていた。また、観察者 (B) の視
線は顔面上部から左目に収束する挙動を見せた。
group(c)
被観察者 (A) が評価をはじめてから観察者 (B) が評価
をはじめるまでに数秒の時間が存在した。刺激 10 以前
の視線は分散し、体全体を観察している様子が記録さ
れていたが、刺激 10 以降の視線は被観察者 (A) の顔面
下部及び手元に収束していた。
group(d)

観察者 (B) の視線は実験環境全体に分散しており、刺
激に対する視線の集中時間が被観察者 (A) に対する視
線の集中時間よりも明らかに大きかった。
group(a) と group(d) では、被観察者 (A) を見る/確
認する行為が少ないことが共通しており、group(b) と
group(c) では、被観察者 (A) を見る/確認する行為が
共通している。以上の結果から、観察者 (B) には 2 種
類のタイプが存在すると考えられる。被観察者 (A) を
内在化させるタイプと被観察者 (A) を客体として見る
タイプである。前者は、相手をほとんど確認せずに回
答が出来ていることから、観察者 (B) が被観察者 (A)
の詳細なイメージを保持していると考えられるグルー
プであり、後者は観察者 (B) が被観察者 (A) の詳細な
イメージを持たないグループであると考えられる。 共
感 のはたらきは前者の様に対象を内在化することに
より、より強化されると推測される。そこで、今後は
前者のグループに着目し、より深い考察を行う必要が
ある。

4

まとめと今後の展望

本研究では、人の 共感 のはたらきをロボットに応
用することで、人−ロボット間のインタラクションの
最適化を試みるため、第一段階として動作観察者の注
視点観察に基づく動画鑑賞者の共感誘因動作の特定を
試みた。 共感 を 相手と類似した心的状態を相手と
同時に想起すること と定義し、 共感 のはたらきの
一つである感情移入に着目して共感誘因動作を特定す
る心理実験を行った。結果として、共感誘因を示唆す
る被観察者 (A) の動作の特定は達成できたが、動作が
実際に観察者 (B) の共感を引き出している確証を得る
ことは出来なかった。今後は本実験により確認された
二つの課題を、1）有意味刺激を利用すること、2）観
察者 (B) に対する主観的評価の聞き込みを行うことで
克服し、視線情報の定性的分析から得られた傾向を踏
まえた再実験を行う。

参考文献
[1] 藤田良治, 山口由衣, 椎名健: 映像コンテンツに
おける表現技法の心理的効果, , Vol. 54, No. 3,
pp. 1–8 (2007)
[2] 木村昌紀, 大坊郁夫, 余語真夫: 社会的スキルとし
ての対人コミュニケーション認知メカニズムの検
討, , Vol. 26, No. 1, pp. 13–28 (2010)
[3] 川崎智博, 井手口健: 動画映像から受ける印象の
因子分析と映像再生速度の各因子に与える影響, ,
Vol. J85-A, No. 9, pp. 1022–1025 (2002)
[4] Davis, M.H: A multidimensional approach to individual diﬀerences in empathy, Catalog of Selected Documents in Psychology,10,85 (1980)
[5] 大坊郁夫: しぐさのコミュニケーションー人は親
しみをどう伝えあうか一, (1998)

− 45 −

