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おもてなしロボットの生体情報による評価
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概要： 本研究では,生体情報における感情推定の研究における課題である，分析方法と評価方法について有効性のあ
る手法を提示することを目的としている．Russell の円環モデルへ生体情報を対応づけ，雰囲気や感情を分析する研
究においては，分析方法や評価方法が確立しておらず，その有効性が明確ではない．本研究では，脳波と脈拍の２つ
の生体情報により，8 つの分類に基づく感情推定手法について,二次元座標に対応づく円環モデル上で観測された点の
分類について，既存研究での感情分割線の距離の比率による手法に対し，ベクトル分解に基づく手法を新たに提案し
た.また，有効性の検証にあたっては，当初の動機にあるステージの観客の感情分析を行った．この時 EQ の感情識別
能力が高いグループと主観評価との相関値が高いことにより評価の検証を行うことで，評価の有効性を高めることが
できることを示した.
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人がどのように感じているかを分析し,その結果をロボッ

1. はじめに*

ト側の設計, 実装に生かすことで, より良いコミュニケー

近年，ロボットが接客を行う取り組みが増えつつある．

ションが実現すると考えられる. 人がどのように感じてい

例えば，トヨタで導入されている”TRP-ROBINA”[1]，ハウ

るかについては, 様々な感情分析手法が提案されている[6-

ステンボスが運営する”変なホテル”[2]等が存在し, 今後,

8]. 人の視線の方向から推測する方法[6]や, 頭の位置, 顔

こうした接客は増大する傾向にあると考えられる. しかし，

の表情, 口の形などから推定する手法 [7], 人のふるまい

コミュニケーションロボットによる接客に関する調査[3]

から推測する方法[8]など,人の感情を観察により推定する

では,ロボットによる接客に抵抗は無いが，違和感を抱く人

手法が数多く提案されている. しかし, これらの人の外か

が全体の 48.5％という報告がなされている．人とロボット

ら観察できる特徴は,観察位置や方向が固定されているこ

との接客の違和感を解消できればロボットの接客はより受

とが前提であることも多く,自然な情報処理が困難である

け入れられるかもしれないと考えられるが，こうした違和

問題や, 表現そのものを人が意図的に変更することも可能

感を言葉で的確に表現することは難しい．

であるといった本質的な問題もあり, ロボットと人とのコ

松井らは，Simple Recurrent Network (SRN)を用い，過去の
状態遷移をもとに生成する表情を変更することで，ロボッ

ミュニケーションに汎用的に適用することが難しい問題が
ある[9].

トが有する違和感や不自然さを解消する動的な表情生成モ

これに対して, 近年, 生体情報を用いた感情の判定など

デルを提案した[4]．有効性を示すため，提案手法と過去の

が提案されている .大倉らは[10], 人のわくわく感を心拍な

状態遷移を考慮しない表情生成モデルを SD 法の 7 段階評

どの生体情報から取得する方法を示した. また, 池田らは,

価を用いて比較を行った．その結果，提案手法は比較手法

脳波, 心拍といった生理情報を用いて, 人の感情推定を行

に比べてロボットの持つ違和感や不自然さを軽減させる可

い, それを評価する手法を示した[10]. 近年のウェラブル

能性があることが示された.

機器や小型高性能計測機器の発達により, 生体情報の取得

橋本は ,人間とロボットの共生のための感性コミュニケ

は現実的な実現手段に近づいてきていると言える.

ーションの必要性を主張した[5]．橋本は, 感情をお互いに

このことから, 我々は, 生体情報を取得し, その分析を

交流させる感性コミュニケーションは, ロボットに対する

行うことにより人の無意識の違和感などを評価できるので

拒否反応を低減させ，人間に楽しみや癒しを与えることが

はないかと考えた.また, その結果をロボットにフィード

出来るとしている．橋本らは，人間とのインタラクション

バックすることで, ロボットが人の意図を察して行動する

の流れの中でロボットが気分や感情といった人間の心理状

ことを実現できると考えた.

態を把握することが必要であると述べている．

研究では,人が表現しづらい違和感などを生体情報の解析

ロボットが人の感情を理解するためには, 何らかの形で

そこで, その一歩として本

により明らかにすることを目的とした. 目的を実現するた
DICOMO2017
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めに, おもてなしを行うロボットを設計, 実装し, そのお

間が外界から得た様々な刺激を，自律神経を介した変化と

もてなしを受けた人から生体情報の一つである心拍評価指

して計測することができるため，人間の無意識の反応を測

標である pNN50 指標による快/不快判定による印象評価を

定することが出来る．このため，外界の刺激に対し頭の中

行うものとした.

で認識を行う主観とは違い，客観的に評価を行うことが可

実験では,実際にロボットがおもてなし行動を行い, そ
の際のデータを取得し, 主観情報と合わせて解析するもの

能であると考えた.
3.2 生体情報

とした. pNN50 の変化率を, 事前に行った属性アンケート

生体情報とは心拍，血圧，脳波といった人が無意識に発

のグループごとの t 検定を行ったところ, 人のおもてなし

している身体の活動情報であり，一般的には生体情報から

を不快と感じるグループについて, ロボットのおもてなし

人の健康状態を調査することにおいて用いられている．近

を快と感じた結果に有意傾向が見られた. 本研究は, ロボ

年では，人の感情や心理を評価するものとして用いられて

ットの評価に脳波以外の生体情報を用いる点では先駆的で

いる．例を挙げると，心拍ではわくわくの指標[12]，脳波は

あり, 結果についてはさらなる議論が必要であるといえる.

集中の指標として用いられることがある[14]．中でも，心拍

本論文の構成は以下の通りである.2 節にて先行研究につ

とは外界の刺激に対応する際に，自律神経を介して，人が

いて述べ, ３節, 4 節, 5 節に実験を行った結果,6 節にて今後

体感したことを無意識で評価を行う値である．例えば，静

の課題, 7 節にてまとめとした.

かで涼しい空間にいる場合に，無意識でリラックスできる
空間だと認識するため心拍の速さは遅くなる．本研究では，

2. 先行研究

心拍の「人が体感したことを無意識で評価する」という特

ロボットにおける印象評価は数多く研究されている. 岡

性に着目し，何らかの外界刺激に対して，その刺激に無意

田らは, ロボット行動の中でも挨拶行動に着目し, ロボッ

識で評価を行えるという理由で心拍を用いるものとした．

トの異なる挨拶方法による印象の差を調査した. その結果,

3.3 心拍センサによる快/不快判定

人の属性により, 人が好む挨拶行動が異なることが示され

本研究では, 心拍センサは SWITCHSCIENCE 社の Pulse

た[11,12]. このことから, 人により, 好まれるコミュニケ

Sensor を用いた[16]．本心拍センサは Arduino のセンサの 1

ーションは異なることから, 人がどのように感じているか

つであり，耳たぶや指先に装着することで，装着者の心拍

リアルタイムで収集して分析し,コミュニケーションに活

情報を取得することができる．情報は Arduino を介しコン

かすことでよりロボットの印象を向上できると考えられる.

ピュータ内のプログラムに送信される．本心拍センサでは，

木屋は，ロボット行動の印象に関する調査で，人の感性
を生体情報から取得する方法を示した[13]．ここでは, スト

心拍に関する様々な値を取得することが出来る．本研究で
用いる値は以下の 1 つである．

レス状態からの Task を行った際の脳の動きを測定した．

心拍間隔とは，心臓の拍動の一拍と次の一拍の間の時間

この実験結果から，ロボットの動画をみせることによりス

である[19]．そのため，横になる等安静にしている時は拍動

トレスによる緊張から緩和する傾向があることが分かった．

の間隔が速くなるため，心拍間隔は大きくなる．また，運

しかし，人とロボットの挨拶行動に有意差はみられず，人・

動した時や緊張した時には拍動の間隔が遅くなるため，心

ロボットに関わらず「人らしい行動を見せることによって

拍間隔は小さくなる．値が低いほど，心臓が拍動している

ストレスによる緊張から緩和する」といったことが得られ

回数が多くなる．心拍間隔による，人の状態を計測する方

ている[13]．このことから，生体情報を用いて人の情動を分

法として pNN50, LF/HF がある.このうち，pNN50 は快/不快

析することは，人の不快感を解消することに関連性がある

の計測を行えるという特性があることから，本研究で用い

と考えられる．

ることにふさわしいと考えた. pNN50 とは，連続した心拍

3. おもてなしロボットと生体情報評価

間隔の差が 50ms 以上の割合を指し，この値が大きい程，
「快状態」であるとされる[19]．

3.1 目的と提案
本研究ではロボットの接客をおもてなし行動とし，その
際の印象を生体情報により評価を行うことで，その有効性
を検証することを目的とした．実現のために, 実際におも
てなし行動を実行するロボットの設計・開発を行い, その
効果の検証のために, 人がおもてなしを受けた際の生体情
報を解析し, その結果の有効性について議論するものとし
た. 生体情報を用いた評価では，心拍を用いた快/不快状態
による印象評価を行うものとした．具体的には，違和感を
心拍による快/不快として判定するものとした．心拍は, 人

3.4 評価方法
本研究では, 複数回の実験により, 生体情報から得られ
る情報の分析を行う. どの実験においても, 評価指標であ
る pNN50 を用いて脈拍から取得できる心拍を分析するも
のとした.ロボットのおもてなしを受けている時の快不快
判定については, pNN50 を用いるが, 安静時とロボットに
よるおもてなし行動を体験している時では異なる. そこで,
本研究では, この際の変化率を算出し, その値を用いて評
価するものとした．変化率の算出式は以下の通りとした．
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供できる以下の 2 つの行動を実装した．
ロボット行動時の𝑝𝑁𝑁50 変化率 =

各ロボットの行動時 − 安静時 ∗100

・音(音楽)を流す行動

(安静時)

・扇風機を付ける行動
図 1 変化率の算出式

また，ロボットには Open Jtalk 及び Sound of text という
音声合成エンジンを用いて事前に言葉を用意することで，

この変化率は，正常時からの心拍の変動の計算として用

発話を行えるものとした．音(音楽)を流す行動については，

いられていた[19]．このことから，この算出式を生体情報の

用意していた音楽をロボットの発話に応じてスピーカから

変化率の算出に用いるのは有用であると考えられる．

流すもとのしている．音楽は，南国を想起させる音楽を使

3.5 システム概要

用した．また，用いたスピーカは，RAPIRO 内に組み込め

図 2 に本研究でのシステム概要図を示した.

るダイナミックスピーカーを使用した[21]．
扇風機を付ける行動については，ロボットが足踏みをす
ることによって扇風機のリモコンを押し，電源を ON/OFF
できるものとしている．
4.3 方法
予備実験では，以下の手順で行った．

図 2 本研究のシステム概要図

1)

実験協力者に心拍センサの装着

2)

2 分間，安静にする

3)

ロボットによる「音楽を流す」動作を体験

4)

1 分間の休憩

5)
図 2 に(1)~(3)で示した流れの説明は以下の通りである．

ロボットによる「扇風機を付ける」動作を体験
生体情報の計測は，2)の開始直後に行った．安静状態の

(1)

ロボットによるおもてなし行動(快と感じる行動)

生体情報を取得した理由として，生体情報の基準は個人に

(2)

脈拍情報を用いた快/不快判定によるロボットのお

よって異なるため，個人毎の基準の生体情報を設けるため

もてなし行動の評価

である．

評価結果に基づき，ユーザに快適と感じるような行

4.4 実験環境

(3)

動を選択し制御

実験は，実施者と協力者以外に誰もいない静かな部屋で

本研究では，第 2.2 節でも述べた通り，図 2 における(1)
と(2)についての実装および評価を行うものとした．

行った．これは，実験空間に必要以上の人が存在すること
によって生じる雑音により気が散ってしまうことや，協力
者によっては緊張してしまうなどといった要素を可能な限

4. ロボットによるおもてなし評価(予備実験)

り取り除くためである．これは，生体情報への影響を最小

4.1 実験概要

限にとどめることが目的である．

予備実験は，ロボットのおもてなし行動によって人の快

そして，協力者には実験室内に用意した個室空間に入っ

/不快状態に影響を与えるかどうかの検証を目的として行

てもらった．この空間内は，電機機器を利用して室温 37℃，

った．実験協力者は 21~22 歳までの学生 2 名で行った．ロ

及び 60～70％に調節した．これはロボットに実装していた

ボットは, kiluck 社の人型ロボット RAPIRO を利用した[14]．

おもてなし行動をより良く体験してもらうためである．

頭・首・肩・肘・手のひら・腰・足・足首の 13 か所にモー

また，機材の設置位置については，ロボットは実験空間

タが実装されており，RAPIRO 内に組み込まれている専用

内に設置した卓上，スピーカはロボットの内部，扇風機は

の Arduino によってそれぞれの動作の指定が可能となって

実験空間内の協力者の隣になるように設置した．

いる．また，頭部に LED が実装されており RGB 値の変更

4.5 結果と考察

で色の調整が行うことができる．LED の光は RAPIRO の目

表 1 に，実験協力者ごとの pNN50 の推移(図 3，図 4)及

から常に漏れているため外観からも LED の光の色はわか

び安静時，音楽を流した時，扇風機を付けた時における

るようになっている．また，ロボットには Open Jtalk 及び

pNN50 を示す．

Sound of text という音声合成エンジンを用いて事前に言葉
を用意することで，発話を行えるものとしている．
4.2 ロボットによるおもてなし行動
実験は，実施した時期に合わせて，ユーザに快適と感じ
るような行動を実装した．実験を行った時期が 7 月という
暑い時期で行った．そのため，ユーザに対して涼しさを提
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た．
5.2 実験方法
実験 1 を実施するにあたり，ロボットのおもてなし行動の
順番による影響を相殺するため，ロボットが行う動作順を
以下の 2 つのようにした．
動作順①：音を流す行動

→

扇風機を付ける行動

動作順②：扇風機をつける行動

→

音を流す行動

また，二つの動作順の順番による影響による影響を相殺
図 3 実験協力者 1 の pNN50 の推移

するため，実験協力者 10 人を次のようにグループ分けを
行った．
・先に動作順①を行い，休憩後に動作順②を行うグルー
プ(5 人)
・先に動作順②を行い，休憩後に動作順①を行うグルー
プ(5 人)
これらを踏まえて，実験 1 は以下の手順で行った．
1)

実験協力者に心拍センサの装着をする

2)

2 分間程，安静にする

3)

動作順①，動作順②の内どちらか一つをロボットが実
行

図 4 実験協力者 2 の pNN50 の推移

4)

ロボットの動作終了後，5 分間別室で休憩

5)

全てのロボットの動作順を実行するまで 2)～4)を繰り

表 1 予備実験における実験協力者ごとの pNN50
安静時

返す

音楽を流し

扇風機を付け

た時

た時

6)

アンケートの実施

実験協力者 A

0.48

0.42

0.52

実験 1 では実験終了後にアンケートの実施を行った．こ

実験協力者 B

0.46

0.51

0.42

れは予備実験では，実験協力者が実際にロボットによるお
もてなし行動を受けた際にどのような印象を受けたのかを

図 3 と図 4，表 1 より，それぞれのおもてなし行動にお

考慮せずに実験を行った．そのため，実験 1 ではこのよう

いて快/不快情報である pNN50 が増減していることが確認

な要素を考慮しながら分析を行うこととした．アンケート

できた．そのため，おもてなし行動は人の快/不快情報に

の質問項目は表 2 に記した．
表 2

影響を与えることが示唆された．しかし，t 検定を行った
ところ統計的に有意な差は見られなかった(p<0.5)．これ

アンケート

は，実験協力者が 2 名という非常に少ない数で実験を行っ

種類

たためだと考えられる．また，実験終了後にインタビュー
を行ったところ，実験協力者両名から扇風機が近くにあり

おもてなしと

すぎてうるさかったとの意見があった．そのため，これら

感じたか

の点を改善し，人数を増やして再度実験を行う必要がある
と考えた.

アンケートの質問内容
質問項目

評価

音を流す

おもてなしと感じないか

行動

ら, 感じたまで 6 段階

扇風機を

おもてなしと感じないか

付ける行動

ら, 感じたまで 6 段階

これらの 2 つの質問項目は，1～6 の 6 段階で評価を行っ

5. ロボットによるおもてなし評価(実験 1)

た．項目の左側を 1，右側を 6 として評価を行った．評価

5.1 実験概要

と感じなかった，3：どちらかといえばおもてなしと感じな

は，1：おもてなしと感じなかった，2：あまりおもてなし

実験 1 はロボットのおもてなし行動評価に生体情報は利
用可能かどうか検証することを目的として実施した．実験
協力者は 10 名(20 代男性 9 名，40 代女性 1 名)とした．予

かった，4：どちらかといえばおもてなしと感じた，5：す
こしおもてなしと感じた，6：おもてなしと感じたと解釈を
行う．

備実験からの変更点として，スピーカとおもてなし行動に

生体情報の計測は 2)の開始直後から行った．予備実験と

て利用する音楽を変更した．スピーカは実験 1 では

同様に，個人毎の基準の生体情報を設けるためである．心

elecom 社の MS-87WH を使用した[22]．また，おもてなし

拍情報の評価方法は，第 2.3.3 節で述べた式 1 を利用した．

行動で使用する音楽は清涼感が得られる風鈴の音を利用し
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実験 2 ではこの変化率を算出するために，取得された心
拍情報から以下の値を算出する．
・安静時の pNN50 の平均値
・動作順①における音を流した時の pNN50 平均値
・動作順①における扇風機を付けた時の pNN50 平均値
・動作順②における音を流した時の pNN50 平均値
・動作順②における扇風機を付けた時の pNN50 平均値
上記の値を算出した後，式 1 の算出式を用いてそれぞれ
変化率を算出する．その後，おもてなし行動の順番による
図6

影響を相殺するために，動作順①における音を流した時の

音を流した場合の変化率とアンケート評価

pNN50 の 変 化 率 と 動 作 順 ② に お け る 音 を 流 し た 時 の
pNN50 の変化率の平均を算出し，それを音を流した時全体
の変化率とした．扇風機を付けた時の変化率についても同
様に算出した．算出された変化率とアンケート評価を用い
て回帰分析を行い，相関を確認した．
5.3 実験環境
実験 1 は暖房を用いて 34℃に調節した実験室で行った．
予備実験と同様に，実験空間内の温度を暖かめに設定する
ことでおもてなし行動を心地よく感じてもらうためである．
図7

実験空間内にある卓上には，ロボット，心拍センサ及びス

扇風機を付けた場合の変化率とアンケート評価

ピーカを設置した(図 5)．また，実験空間内の入口から実験
協力者に向かって涼しい風を送れるように扇風機を設置し
た.

またそれぞれの回帰分析の結果より，音を流した場合の
変化率はアンケート評価が上がる程，変化率は低下する負
の相関が見られた(p<0.19)．対して扇風機を付けた場合の変
化率は主観評価が上がる程，変化率が上昇していくという
正の相関が見られた(p<0.59)．このような傾向から扇風機を
付ける行動の様な，人に対し直接的な刺激を与える行為に
おいて，心拍情報による評価が行えるのではないかと考え

図5

実験環境

(左：ロボットとスピーカ，センサ

られる．
右：扇風機)

アンケートを記入してもらった後，実験協力者に対して
インタビューを行ったところ，実験が開始してからずっと

5.4 結果と考察

目の前にロボットがいて非常に気になったという感想が得

(1)グループごとによる分析

られた．心拍情報といった生体情報は人の心理状態を表す

実験 1 では，実験協力者に対してロボットによるおもて

情報とされているため，このような要因に結果が左右され

なし行動順考慮を行い，2 つのグループに分けた．そのた

てしまう恐れがある．そのため，安静状態中に実験協力者

め，2 つのグループそれぞれに対して変化率を算出し，印

にロボットへの注意をそらす必要があると考えられる．

象評価アンケートと照らし合わせた．その結果，全てにお
5.5 実験 2 へ向けての課題

いて有意な結果が得られなかった．
(2) 実験協力者全員に対する分析

実験 1 では，ロボットのおもてなし行動のみを実験協力

アンケート結果と 2 つのロボットのおもてなし行動時の

者に対して行った．しかし，この結果を，ロボットが行っ

変化率との相関及び近似式をグラフ化したものを図 6,7 に

たからだと結論付けるのは難しい．そこで，ロボットがお

示した．

もてなし行動を行う場合と人がおもてなし行動を行う場合

図 6 と図 7 より，実験協力者によって，ロボットのおも

を比較して実験を行う必要があると考えられる．これに伴

てなし行動時により変化率のばらつきが確認できた．この

い，人がおもてなし行動を行う場合とロボットがおもてな

ことから，実験協力者の特徴や属性によりロボットのおも

し行動を行う場合とで条件を統一する必要がある．
また，実験 1 の結果から扇風機を付ける行動といった直

てなし行動の快/不快の体感が異なると示唆された．

接的な刺激を人に与えるものならば生体情報による評価が
行うことができるのではないかとういう仮説が得られた．
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この仮説を検証するための実験を行う必要があると考えら

2．2 分間程，安静にする

れる．

3． 人，ロボットの内どちらか一方のおもてなし行動を実
行し，1 分間様子を見る

6. ロボットによるおもてなし評価(実験 2)

4． おもてなし行動の終了後，1 分間その場で待機

6.1 実験概要

5． 3)とは異なる方のおもてなし行動の実行し，1 分間様

実験 2 は，人がおもてなし行動を行う場合とロボットが
おもてなし行動を行う場合との比較及び相関を確認するこ

子を見る
6． 2 種類のアンケートの実施

とを目的として実施した．実験協力者は 20 名(20 代男性

実験 1 と同様におもてなし行動の順番による影響を相殺

18 名，20 代女性 2 名)とした．複数回の実験による生体情

するために，以下のように実験協力者をグループ分けした．

報への影響を考慮し，予備実験及び実験 1 に協力をしても

・人のおもてなし行動を体験し，休憩後ロボットのおもて

らった実験協力者には，実験 2 の実験協力者には選択して

なし行動を体験するグループ(10 名)

いない．実験 2 では，実験 1 で得られた結果を基にロボッ

・ロボットのおもてなし行動を体験し，休憩後人のおもて

トや手順を改良して行った．

なし行動を体験するグループ(10 名)

6.2 ロボットの改良

また，実験 1 と同様に実験 2 でもアンケートを実施した．

使用されたロボットは全長 65 ㎝で，Turtlebot の台の上に

実施したアンケートは 2 種類であり，人とロボットのおも

RAPIRO 及び SONY 製 SRS-X1 を乗せたものとした．

てなし行動による印象評価を問うアンケートと人の属性を

Turtlebot(図 17)とは，Yujin Robot 製の Kobuki [23]にマイク

問うアンケートを実施した．

ロソフト製の Kinect により実装した．実験 2 では，Kinect

印象評価アンケートの内容を表 3 に記す．

の機能である人物認識や距離情報等の取得は行わなかった
ため，取り外した．Kobuki とは，対向 2 輪型の移動台車で

表 3

前後にキャスターが付いた 4 点接触型の足回りをもってい

印象評価アンケートの内容
質問項目

るロボットである．本研究では，Kobuki を制御するための

解答項目
1: 人 の 役 に 立 つ

プラットフォームとして，オープンソースのロボット用基

と感じた

盤ソフトウェアである ROS を用いた．

2: お も て な し と

このロボットを利用し，以下の順で実験 2 のプログラムの
制御を行った．

質問 1

ⅰ.TurtleBot に 2.0m 前進の命令
ⅱ. .TurtleBot に 90 度回転の命令

ロボットの行動

感じた

をどのように解

3: 違 和 感 を 感 じ

釈しましたか？

た
4: 人 の 役 に 立 た

ⅲ.RAPIRO 側におもてなし行動実行の命令

ないと感じた

ⅳ.おもてなし行動終了後 TurtleBot に 90 度左回転の命令

5:その他

ⅴ.TurtleBot に 2.0m 前進の命令
上記のプログラムを実行することで，ロボットは初めに設
置した位置から自動で実験協力者の近くまで動き，おもて

質問 2

なし行動を行った後自動で初めに設置した位置に戻るよう

人とロボットで

1: 人 の 方 が 安 心

はどちらの動作

できた

が安心しました

2: ロ ボ ッ ト の 方

か？

にした．

が安心できた
1: と て も そ う 思

また，実験 2 の実施期間は 1 月という寒い期間に実施し
た．寒い期間に扇風機を付けるといった涼しさを提供する

ロボットの動作

おもてなし行動を実験協力者へ提供すると，実験協力者に

質問 3

よっては余計寒く感じてしまい，不快と感じてしまう恐れ

をおもてなしと
感じましたか？

がある．そのため，実験協力者に提供するおもてなし行動

う
2:まあそう思う
3: あ ま り そ う 思
わない

を「暖房を付ける行動」としている．これにより，実験協

4:全く思わない

力者に心地よさを提供できる行動とした．

1: と て も そ う 思

暖房を付ける

行動を実装するにあたり，irMagican という赤外線リモコン

人の動作をおも

を用いた[24]．irMagican は学習型の赤外線リモコンのため，

質問 4

様々な家電を操作出来るようになる．

てなしと感じま
したか？

6.3 手順の改良

う
2:まあそう思う
3: あ ま り そ う 思
わない
4:全く思わない

実験 2 では以下の手順で行った．
1． 実験協力者に心拍センサの装着をする
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1: 人 の 方 が 好 ま

質問 5

2:相手の様子を見なが

人とロボットの

しい

普段，人と関わる際

ら話しかける

おもてなしは，

2: ロ ボ ッ ト の 方

のあなたの行動を教

3:相手から話しかけら

どちらの方が好

が好ましい

えてください

れるのを待つことが多

ましいと感じま

3: ど ち ら と も い

したか？

い

えない

初対面の人に声をか

4:その他

質問 6

けられたらどうしま
すか

こちらの印象評価アンケートは，質問 1 がロボットの行

1:気にせず会話する
2:少し警戒して話す
3: 軽 く 返 事 を し た 後 ，
去る

動に対する印象，質問 2 が人とロボットに対する印象，質

1:一人暮らしをしてい

問 3 はロボットの行動をおもてなしと感じたかの印象，質

る

問 4 が人の行動をおもてなしと感じたかの印象，人とロボ

質問 7

ットのおもてなし行動の比較についての項目となっている．

あなたの現在の状況
を教えてください

2: 実 家 通 い で 兄 弟 が
いる

また，質問 1 についての評価方法として，解答項目 1 と 2

3: 実 家 通 い で 一 人 っ

については「ロボットへの印象が良かった」，解答項目 3 と

子である

4 に対しては「ロボットへの印象が悪かった」とそれぞれ

1:一人でいることが好

解釈した．同様に，質問 2 と質問 5 についても解答項目 1
今の自分に最も近い

については，「ロボットへの印象が悪かった」，解答項目 2
質問 8

については「ロボットへの印象が良かった」と解釈をした．

状態を教えてくださ
い

また，質問 1 の解答項目 5 と質問 5 の解答項目 3 と解答項

き
2: 仲 の い い 友 人 の 数
人でいることが好き
3:大勢で騒ぐことが好

目 4 が選択された場合は，評価結果から取り除いた．

き

次に属性評価アンケートの内容を表 4 に記す．
こちらの属性評価アンケートは，ロボットへの興味関
表 4

質問 1

属性評価アンケートの内容
解答項目

ケートである[25]．質問 1～質問 4 はロボットへの興味・

テレビ番組などでロ

1:毎年，一度は見る

関心，質問 5～8 は対人行動と周囲の環境を問うものとな

ボットコンテストを

2:見たことがある

っている．

見たことがあります
か？

質問 2

心といった属性や，対人行動と周囲の環境を調査するアン

質問項目

6.4 実験環境

3:見たことがない

これまでの実験と同様に実験空間の卓上には心拍センサ

家にロボットのおも

1:たくさん持っている

を設置した．そして，実験協力者に対して暖房が直接当た

ちゃ(プラレール等

2:少しは持っている

るような位置に暖房機器を設置した．また，人とロボット

の模型や超合金，フ

がおもてなし行動は図 8 の初期位置から 2.0m 前進し，実

ァービー等のペット
ロボット)を持って

験協力者の方を向き，1.5m 離れたところから行った．お

3:全く持っていない

もてなし行動を行う際には実験空間の入口が狭いことや，

いますか？

質問 3

1:好んでよく見る

タートレックなどの

2:時々見る

SF 映画，SF テレビ
などを好んでよく見
ますか？

質問 4

質問 5

ロボットの全長が 65 ㎝であったことから人はしゃがんで

スターウォーズ，ス

おもてなし行動を行った．

3:積極的にはあまり見
ない

ヒューマノイド(人

1:興味を持ってよく見

間型ロボット)を見

た

たことがあります

2:見たことがある

か？

3:見たことがない
1:自分から積極的に話
題を持ちかける
図8

実験空間図
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6.5 結果と考察

20

(1)グループごとによる分析
実験 2 では，実験 1 と同様に実際に行ったおもてなし行
動順に対して，実験協力者を 2 つに分けた．そのため，そ
れぞれを 1 つのグループとした．そこで，グループごとの
変化率を算出し，印象評価アンケートの結果と照らし合わ

-5.962

7.324

結果は表 5 の通りとなった. 次に，これら実験協力者
20 人のデータを，人及びロボットによるおもてなし行動
毎に平均値を算出した．算出された平均値のグラフを，図
8 に記す．

せた．その結果，全てにおいて有意な結果が得られなかっ
た．
(2) 変化率と印象評価の関係性
全ての実験協力者の人がおもてなし行動を行った際の，
及びロボットがおもてなし行動を行った時の変化率をまと
めたものを表 5 に記す．この時，変化率は実験 1 と同じ式
(1)を用いて算出した．
表 5

各実験協力者が記録した pNN50 の変化率(小数点第
3 位まで)

被験者番号

人がおもてなし行

ロボットがおもて

動を

なし行動を

行った時の変化率

行った時の変化率

図9

おもてなし行動毎の pNN50 変化率の平均値

図 9 より, 人によるおもてなし行動時の pNN50 の変化率は
ロボットによるおもてなし行動時の変化率と比べて低くな
っているのがわかる．しかし，この結果が偶然で生じた結
果ではなく，要因によって求められた結果であるか確認す

1

-29.026

108.841

2

2.613

-12.336

3

18.512

-32.204

4

-13.637

36.666

5

-26.942

92.681

6

-43.682

-4.727

7

19.07

32.629

ケート及び属性評価アンケートを用いて要因の分析を行っ

8

16.346

-12.199

た．ロボットによるおもてなし行動時の pNN50 の変化率と

9

-79.587

-41.906

10

-29.779

-1.754

11

0.446

-8.139

12

44.631

17.608

13

-23.744

-70.242

14

-31.323

-8.991

15

-59.044

-22.11

16

-6.511

16.756

17

-14.423

-16.702

18

-36.236

8.92

19

-37.616

-0.949

る必要がある．そこで，要因による変化の有無の確認を行
うためにこの「人によるおもてなし行動時の pNN50 の変化
率」と「ロボットによるおもてなし行動時の pNN50 の変化
率」とで t 検定を行った．その結果，これら 2 つのデータ
に有意傾向が見られた(p:0.06<0.1)．このため，2 つのデー
タは何らかの要因が作用したことが考えられる．そこで，
ロボットによるおもてなし行動時の pNN50 の変化率の要
因を確認するため，実験 2 において実施した印象評価アン

印象評価アンケート，属性評価アンケートと照らし合わせ
て t 検定を行った結果，有意な傾向が見られたものを以下
に記す．

図 10

印象評価アンケート質問 1 の結果と pNN50 の変化
率

属性評価アンケートについては全ての質問項目に対し
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て，ロボットのおもてなし行動時の pNN50 の変化率と有意

表 6

各実験協力者が記録した生体情報変化の傾き

な傾向が見られなかった．印象評価アンケートについては，
質問 1 について，有意な傾向が見られた(p:0.09<0.1)．図 10
はその結果のグラフである．グラフの確認を行うと，印象
評価(主観評価)が高かったグループは，印象評価が低かっ
たグループの方が pNN50 の変化率が低いことが確認でき
る．変化率が低いということは不快に近づいているという

実験協
力者

ことを示す．そのためこの結果は，ロボットが近づいたこ
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0.004926
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547
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793
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0.004161
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0.003192
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0.002298
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556
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E-14

0.000725
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0.008153
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421

10

0.003633
734

0.003246
367

0.002028
4

0.001149
425

11

0.002011
492

0.001149
425

0.002463
231

0.002224
695

12

0.001814
882

0.002167
418

0.006511
646

0.001958
783

13

0.007197
016

0.001209
561

0.005444
648

1.32118
E-05

1

説に対して更に分析を行うことを考えていたが，感情は心
拍情報のみで分析することは難しい．そのため，他の生体
情報と併用することで詳細な分析を行うことが出来るので
はないかと考えられる．
(3)生体情報変化の傾きと印象評価の関係性
上記の分析では，人及びロボットがおもてなし行動を始
めた時点から 1 分間様子を見た後までの全体を分析した．
つまり，おもてなし行動の様子は
・人及びロボットが実験協力者の前まで移動
・実験協力者に対し，それぞれが「暖房をおつけしますね」
と発話
・暖房のスイッチを付ける
という段階があった．そのため人とロボットの差を比較す
るために，分析区間を「暖房を付けるまでの間」と「暖房
を付けた後の間」に分ける必要があると考えた．そこで，
評価に用いる手法として生体情報の傾きを利用した．生体
情報の傾きの算出は，
「暖房を付けるまでの間」，
「暖房を付
けた後の間」それぞれ 2 つの間に対して開始点と終端点を
求める．それら二点間の傾きを利用した．参考例として，
実験協力者 4 の pNN50 のグラフを図 11 に記す．

図 11

実験協力者 4 の記憶された pNN50 の流れ

図 11 に記されている番号の説明は以下の通りである．
(1) 暖房を付けるまでの区間
(2) 暖房を付けた後の区間
これら区間の間で二点間の傾きを算出したものが矢印
で表示されているものである．全ての実験協力者の傾きを

人が暖
房を
付けた
後の
pNN50

ロボッ
トが暖
房を
付けた
後の
pNN50

0.002026
219

とによって不快の要因である「緊張」等の感情が作用した
結果なのではないかと考えられる．この分析で得られた仮

人が暖
房を
付ける
までの
pNN50

ロボッ
トが暖
房を
付ける
までの
pNN50

まとめたものを，表 6 に記す．
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15

0.003833
544

0.002224
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16

0.012318
005

14

0.003989
104

属性評価アンケートについては全ての質問項目に対し

0.003495
14

て，傾きが正のグループ及び傾きが負のグループに対して
有意な傾向が見られなかった．印象評価アンケートについ
ては，質問 1 について，傾きが正のグループと傾きが負の

0.005745
066

3.89845
E-05

グループの間に有意な差が見られた(p:0.01<0.05)．図 12 は
正のグループの人はロボットの印象評価が良く，pNN50 の

0.002104
332

0.008113
593

0.005854
815

0.001591
512

6.93618
E-05

0.002681
265

ートの自由記述欄の意見を見ると，

17

0.008618
295

1.80977
E-08

0.014519
123

0.001800
262

・人だと一方的に話されることに圧迫感を感じる

18

0.012100
443

2.16347
E-08

0.007662
835

0.000374
232

御することで快と感じてもらえるのではないかと考えられ

19

0.003748
672

20

0.006048
589

0.003498
231

6.05634
E-05

1.10522
E-05

その結果である．グラフの確認を行うと，pNN50 の傾きが
傾きが負のグループの人でもロボットの印象評価が良いと
いう結果が確認できた．この結果について印象評価アンケ
・人の動作に機械的，事務的な印象を受けた
・人が行うより，ロボットが行う方が気を使わなくて済む
という意見が得られた．このため，人が快/不快を制御する
ことで不快に感じる人達に対して，ロボットが快/不快を制
る．

7. まとめと今後の課題
本論文では，ロボットの行動で生じる違和感を言語表現
以外で定量的に評価し，適切にロボットが動作する方法の
調査を目的とした．そこで，(1)ロボットによるおもてな
し行動を行う，(2)生体情報によるおもてなし行動の評

結果は以上の通りに算出された．そこで，この結果が
偶然で生じた結果ではなく，要因によって求められた結果
であるか確認する必要がある．そのため，表 5 の結果を利
用して重回帰分析を行った．その結果，「人が暖房を付け
るまでの pNN50 の傾き」に有意な差が見られた
(p:0.01<0.05)．そのため，以降はこれについての分析を行
う．そこで，今回の分析では傾きについて着目した．記録
された実験協力者の傾きから「傾きが正のグループ」と
「傾きが負のグループ」に分け，実施した印象評価アンケ
ート及び属性調査アンケートをそれぞれ照らし合わせて t
検定を行った結果，有意な傾向が見られたものを以下に記
す．

価，(3)評価結果に基づき，ユーザに快適と感じるような
行動を選択，の(1)～(3)全てのプロセスを行うことでロボ
ットの行動で生じる違和感を言語表現以外で定量的に評価
でき，適切にロボットが動作を行うことができるのではな
いかと提案を行った．そこで，人を快適にすると考えられ
る行動が生体情報に及ぼす影響を基礎調査として行うこと
を考えて実験を実施した．実験では, 人の快/不快を測る
指標として心拍情報を評価方法として行った．評価では，
ロボットによるおもてなし行動毎の比較，及び人によるお
もてなし行動とロボットによるおもてなし行動との比較を
行い，比較した結果をまとめて記載した．本研究では，人
に対してロボットによるおもてなし行動を行い，それによ
る反応を心拍情報で評価を行って分析を行った．しかし，
実験の結果や，専門家との議論の結果，様々な課題が見ら
れた．
(1)おもてなし行動の検討
実験で利用したロボットには，扇風機を付ける行動や暖
房を付ける行動といった，人に対して直接的な刺激を与え
て温度調節機能を働かせる行動であった．なので，これら
の行動は間接的な人体接触となってしまう．そのため，人
間は体が感じることを，自分の意志と無関係に行われると

図 12

印象評価アンケート質問 1 の結果と生体情報変化
の傾き

不快と思うのではという指摘が挙げられた．将来的には，
この点を考慮したおもてなし行動を実装し，実験を行う必
要がある．
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[20]

(2) 他の生体情報の併用

本研究では，心拍情報を用いてロボットによるおもてなし [21]
行動の評価を行った．しかし，心拍情報は外部刺激に対す [22]
る反応を想定しており，心拍情報のみで主観といった内部
状態について分析することは難しいのではないかとの指摘 [23]
が挙げられた．また，実験 1 にみられたように, 心拍情報 [24]
の pNN50 のみの評価手法では分析が難しいのではないか
という結果も得られた．そのため，将来的には脳波や皮膚

[25]

“ホーム-ラピロ”．RAPIRO. http://www.rapiro.com/ja / (参照 201701-19)
“ ダ イ ナ ミ ッ ク ス ピ ー カ ー ” ． 秋 月 電 子 通 商 ．
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05411/ (参照 2017-01-19)
“5.2W
高 音 質 ス ピ ー カ ” ． ELECOM ．
http://www2.elecom.co.jp/multimedia/speaker/ms-87/
( 参 照
2017-01-19)
“TurtleBot”．TurtleBot. http://www.turtlebot.com/ (参照 2017-0126)
“irMagican” ． 大 宮 技 研
合 同 会 社 ． http://www.omiyagiken.com/?page_id=837 (参照 2017-01-20)
岡田明帆．“人と能動的なロボットとのインタラクション設計お
よび印象評価”，卒業論文，芝浦工業大学， 2015

電気抵抗といった人間の内部状態を表す生体情報を併用し
て実験を行い，分析をする必要がある．
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