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ユーザの社会的スキルが身体操作を行う対話エージェントの印象
評価に及ぼす影響分析
神田智子†1

東野寛志†1

本研究では，ノンバーバル行動における身体操作に着目し，身体操作を行う対話エージェントシステムを開発し，ユ
ーザが抱く親近感への影響を分析した．さらにノンバーバル行動の表出性と深い関連にある社会的スキルについて
「社会的スキルの低い人に比べて，社会的スキルの高い人は身体操作を実装した対話エージェントにより親近感を抱
く」と仮説を立て，対話エージェントとの持続的なインタラクション実験を行い，検証を行った．実験の結果，仮説
は支持された．また，持続的なインタラクションにおいて，身体操作を行う対話エージェントの親近感評価は，社会
的スキル高群と社会的スキル低群とで二分化されることが示唆された．

Analysis of the effects of users' social skill on evaluations of a virtual
agent that exhibits self-adaptors
TOMOKO KODA†1

HIROSHI HIGASHINO†1

Self-adaptors are bodily behaviors that often involve self-touch. Our evaluation of the interaction between an agent with
self-adaptors and without indicated that there is a dichotomy on the evaluation of interaction between users with high social skills
and those with low skills. People with high social skills feel more friendliness toward an agent that exhibits self-adaptors than
those with low social skills. The result suggests the need to tailor non-verbal behavior of virtual agents according to user’s social
skills.

1. はじめに

人同士のコミュニケーションにおいて，身体操作は親近感
を抱いた対話相手に対して多く行う動作であることと，対

対面で人とのインタラクションを行う会話エージェン

話相手が身体操作を行うことで，親近感を抱くことが考え

トが一般ユーザに普及し始めており，盛んに研究が行われ

られる．ユーザと対話を行う対話エージェントの身体動作

ている[1]．会話エージェントはバーバルコミュニケーショ

に身体操作があることで，ユーザの対話エージェントへの

ン能力とノンバーバルコミュニケーション能力が必要とさ

親近感を誘発することが可能ではないかと考えた．

れる．ノンバーバルコミュニケーションは身体的特徴や対

身体操作はメッセージ性が低く，対話内容との関連性が

人距離，周辺言語，身体動作などに分類される．Ekman は

低いことから，対話中では見逃してしまいやすい動作であ

身体動作を標識，例示子，情感表示，調整子，適応子に分

ると考えられる．対人関係を円滑にする個人特性として，

類している[2]．本研究では身体動作のうち適応子と呼ばれ

社会的スキルがある．社会的スキルとは「対人関係を円滑

る動作群の身体操作に着目する．身体操作は鼻の穴をほじ

にはこぶために役立つスキル(技能)」と定義されている[5]．

る，頭をかくのような身体のある部分で他の身体のある部

人同士のコミュニケーションにおいて，社会的スキルの高

分に加える操作のことであり，人前でタブーとされる動作

い人は，対話相手のノンバーバルな行動を読み取り，コミ

が多く，さらにメッセージ性が低く，対話内容との関連性

ュニケーションに活かすことができる，と考えられる．さ

が低いとされる[3]．そのため HAI 研究において，表情や視

らに，社会的スキルが高い人は対話相手とのコミュニケー

線などメッセージ性の強いノンバーバルコミュニケーショ

ションをより豊かなものにするため，ノンバーバルな行動

ンの研究と比べると活発に研究が行われておらず，身体操

を多く用いる傾向があると考えられる．この社会的スキル

作がインタラクション上にもたらす肯定的な効果が示され

の特性に着目し，人対エージェントのコミュニケーション

ていない．例えば，Neff らの研究では，頭や顔を掻く，身

においても同じことが言えるのではないかと考えた．

体を触る，手をこすり合わせるなどの身体操作を実装した

Reeves らは，メディアに対する人の反応は，社会的かつ

対話エージェントは，見かけの精神的安定度が低下するこ

自然であるとしている[6]．また，メディアと性格に関する

とが報告されている[4]．

実験で，ユーザは自分と同じ性格のコンピュータを好む傾

しかし，人同士の親しい間柄でのコミュニケーションに
おいて，身体操作は頻繁に行われている．このことから，
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向にあることを示した[6]．このことから，ユーザは自分と
同じ性格のエージェントを好むのではないかと考えられる．
社会的スキルの特性から，社会的スキルが高い人は，身体
操作を行う対話エージェントに対して，自分と同じ性格で
あると考えると推測した．そこで本研究では，
「社会的スキ
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ルの低い人に比べて，社会的スキルの高い人は身体操作を

に対して発話している映像を再生する状態である．もう 1

実装した対話エージェントにより親近感を抱く」と仮説を

つはユーザ選択待機状態でエージェントの質問に対して，

立て，検証を行った．

ユーザが選択肢から回答を選択し，入力する状態である．

エージェントとユーザとのインタラクションに関する

入力された回答に対して，会話シナリオに沿い対応する映

研究は数多く行われているが，多くが一過性のインタラク

像を発話状態として再生する．エージェントからの質問に

ション評価であり，エージェントとユーザとの持続的なイ

実験参加者が選択肢で回答する方法を取った理由は，音声

ンタラクション評価についての研究は数少ない．その中で

認識を用いたときの，認識精度によるエージェントの印象

も代表的なのが Bickmore らの Relational Agents 関連の研究

の変化の影響をなくすためである．

がある．Bickmore らによれば，ユーザとエージェントとの
持続的なインタラクションには信頼関係を築くことが重要
であると述べている[7]．本研究では，インフォーマルコミ
ュニケーションにおける身体操作が，複数回のインタラク
ションを経て形成されるのを鑑み，一度の実験で印象評価
を行うのではなく，実験を複数回，継続的に行い印象評価
を行う事で，エージェントとユーザとの持続的なインタラ
クション評価を行うこととした．本研究の成果は，持続的
に円滑なインタラクションを保つことができる対話エージ
ェントのノンバーバル行動の解明に寄与することにより，
カウンセリングエージェントなどユーザと長期的なインタ
ラクションが必要なエージェントの開発に応用できると考
える．

2. 対話エージェント
対話エージェントに実装する身体操作は先行研究[8]で
行われた，友人同士の対話における身体操作のビデオ分析
結果を参考に｢髪を触る｣，｢顔を触る｣，｢鼻を触る｣の 3 種
類とした．エージェントは Poser7 を用いて作成し，3 種類

図 1．身体操作「髪を触る」(上)，｢鼻を触る｣(中)，「顔を

の身体操作を行うアニメーションを作成した．図 1 に身体

触る(下)を行うエージェント

操作「髪を触る」「鼻を触る」を行うエージェントを示す．

Figure 1

Agents that exhibit “touching its hair” (top left),

また，身体操作以外の動作として，ジェスチャー「首をか

“touching its nose” (top right), and “touching its face” (bottom)

しげる」
「手を胸にあてる」を行うエージェントのアニメー

self-adaptors.

ションを作成した．これらのジェスチャーは対話内容に沿
って適切なタイミングで行う．
エージェント対話システムの概念図を図 2 に示す．ユー
ザとエージェントの対話方式は，エージェントの質問に対
する回答を参加者が選択肢の中から選択して回答する，選
択式の対話とし，エージェントの対話システムを Microsoft
Visual Studio 2008 を使用し，C++で開発を行った．エージ
ェントの音声には音声合成パッケージ AITalk 声の職人[9]
を用いて女性音声を合成した．ユーザとエージェントの対
話内容は，カジュアルな内容（通学経路，住んでいる地域
など）であり，事前にエージェントからの質問項目と回答
の選択肢などの対話シナリオを作成しておく．その対話シ
ナリオに沿ってエージェントのアニメーションを映像とし

図 2．エージェント対話システムの概念図
Figure 2

Conversational Agent System Components.

3. 実験方法

て作成し，ユーザの回答内容に沿った映像をつなぎ合わせ

実験参加者は 24 名の男子大学生と大学院生である．

て，疑似的にユーザとの対話を実現する．対話システムに

KiSS-18[10]を用いて社会的スキルを測定し，事前に実験参

は 2 つの状態があり，交互に遷移することでユーザとの対

加者を社会的スキル高群と社会的スキル低群に分類してお

話を実現する．1 つは発話状態で，エージェントがユーザ

いた．日本人成人男性，女性の平均得点がそれぞれ，61.82，

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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60.10 であるため[10]，これを参考に社会的スキル尺度得点

身体操作要因「あり」と実験回数要因「1 回目」の組み合

の 63 点以上を社会的スキル高群(11 名)，58 点以下を社会

わせと，身体操作要因「あり」と実験回数要因「5 回目」

的スキル低群(13 名)とした．

の組み合わせにおいて，社会的スキル要因に有意差(p<0.05)

社会スキル高群と社会的スキル低群の実験参加者は，身

が見られた(ともに高群＞低群)．社会的スキル高群は社会

体操作を行う対話エージェント(社会スキル高群 7 名，社会

的スキル低群に比べ，身体操作を行う対話エージェントに

スキル低群 7 名），身体操作を行わない対話エージェント

対し，実験回数が 1 回目，5 回目共に，有意に親近性が高

(社会スキル高群 4 名，社会スキル低群 6 名)のいずれかの

いことが示された．

エージェントのみと計 5 回の対話を行う．エージェントと

次に，社会的スキル要因と実験回数要因の各水準の組み

の対話は１日１回とし，対話するエージェントの種類（身

合わせにおける身体操作要因の多重比較を行った結果を図

体操作の有無）は全実験回で同じとする．対話エージェン

4 に示す．社会的スキル要因と実験回数要因のどの水準の

トの種類の差異は，身体操作を行うか行わないかだけの違

組み合わせにおいても，身体操作要因の「あり」と「なし」

いで，エージェントの外見，音声，ジェスチャーのタイミ

に有意差が見られなかった．

ングと回数，対話内容ともに同じである．また，対話内容

社会的スキル要因と身体操作要因の各水準の組み合わ

は全実験回数で異なるよう，５回分の対話シナリオを用意

せにおける実験回数要因の多重比較を行った結果を図 5 に

した．実験回数における対話シナリオの順番は，エージェ

示す．社会的スキル要因「高群」と身体操作要因「あり」

ントの種類に関係なく同じである．2 回目以降は，
「またお

の組み合わせと，社会的スキル要因「低群」と身体操作要

話できてうれしい」など，エージェントが初めての対話で

因「なし」の組み合わせにおいて，実験回数要因「1 回目」

ないことを示す表現が含まれる．対話実験の条件は社会的

と「5 回目」の間に有意差(p<0.05)が見られた．社会的スキ

スキル(社会的スキル高群，社会的スキル低群)とエージェ

ル高群は身体操作を行う対話エージェントに対し，実験回

ントの種類(身体操作を行うエージェント，身体操作を行わ

数 1 回目に比べ，実験回数 5 回目の方が有意に親近性因子

ないエージェント)と実験回数(１回目，２回目，３回目，

に対する評価が高いことが示された．また．社会的スキル

４回目，５回目)である．

低群は身体操作を行わない対話エージェントに対し，実験

各対話回の最後に，6 段階評定の SD 法によりエージェ
ントの印象評価を行う．印象評価項目は対人認知の特性形

回数 1 回目に比べ，実験回数 5 回目の方が有意に親近性因
子に対する評価が高いことが示された．

容詞尺度[11]の 20 項目と独自の 3 項目(エージェントの「人

慎重性因子の測定尺度値を用い，社会的スキル要因，身

間らしさ」「わずらわしさ」「自然さ」)を合わせた 23 項目

体操作要因，実験回数要因の 3 要因の分散分析を行った．

の形容詞対を用いた．また， 5 回目の対話実験終了後に，

その結果，どの要因の主効果，交互作用においても有意差

実験終了後アンケート調査を実施し，エージェント動作や

は見られなかった．

合成音声の自然さ等の主観的評価を行った．

4. 結果
4.1 親近性因子の分析
実験の結果，得られた対話エージェントの印象評価値を
用い，因子分析を行った結果，
「親近性因子」
「慎重性因子」
「寛容性因子」の 3 種類の因子が抽出された．主因子法を
用い因子分析を行った結果を表 1 に示す．人が対話エージ
ェントを対人的に認知し，印象評価する際は，これら 3 つ
の因子が大きく影響していることがわかった．因子分析に
より抽出された各因子と関係が強い(因子負荷量の大きい)
項目の測定値を単純に合算し，その合成値を因子の測定尺
度値とする．因子分析で抽出された親近性因子，慎重性因
子，寛容性因子それぞれの測定尺度値を用い，社会的スキ
ル要因(高群，低群)，身体操作要因(あり，なし)，実験回数
要因(1 回目，5 回目)の 3 要因の分散分析を行った．
親近性因子では，社会的スキル要因と身体操作要因と実
験回数要因の 2 次の交互作用(p<0.01)で有意差がみられた．
身体操作要因と実験回数要因の各水準の組み合わせにおけ

表 1．因子分析結果(プロマックス回転後の因子パターン)
Table 1

Results of Factor Analysis (after Promax rotation).

評価項目
人間らしくな い - 人間らしい
近づきがたい - ひとな つっこい
不自然な - 自然な
感じのわるい - 感じのよい
非社交的な - 社交的な
無気力な - 意欲的な
沈んだ - うきうきした
にくらしい - かわいらしい
人のわるい - 人のよい
消極的な - 積極的な
親しみにくい - 親しみやすい
不親切な - 親切な
無分別な - 分別のある
責任感のな い - 責任感のある
軽率な - 慎重な
軽薄な - 重厚な
な まいきな - な まいきでな い
わずらわしい - おとな しい
短気な - 気長な
心のせまい - 心のひろい
卑屈な - 堂々とした
自信のない - 自信のある
恥ずかしがりの - 恥知らずの

因子１
1 .0 0 9
.9 3 0
.9 0 6
.8 8 9
.8 5 6
.7 8 4
.7 8 4
.7 7 5
.7 3 6
.7 0 0
.6 8 1
.6 8 1
.5 0 9
.4 8 8
-.181
-.148
.403
.069
-.211
.297
.162
.238
-.148

因子２
-.098
-.309
.006
.050
.075
.020
-.185
.069
.219
-.140
-.145
.205
.204
.485
.7 5 1
.6 4 5
.5 0 2
.4 3 4
.143
.001
-.014
-.006
-.242

因子３
-.205
.118
-.030
.002
-.217
-.044
.098
.135
-.007
-.125
.333
.076
-.089
.008
-.069
.188
.012
.155
.8 6 3
.5 2 7
.177
.096
.062

る社会的スキル要因の多重比較を行った結果を図 3 に示す．
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数要因の各水準における社会的スキル要因の多重比較を行

84
社会的スキル：高群
74

*

*

社会的スキル：低群

64

った結果を図 6 に示す．実験回数要因「1 回目」において，
社会的スキル要因に有意差(p<0.05)がみられた(高群＞低
群)．実験回数が 1 回目の場合，社会的スキル低群に比べて

54

社会的スキル高群は，対話エージェントに対して有意に寛

44

容的であると評価することが示された．

34

社会的スキル要因の各水準における実験回数要因の多
重比較を行った結果を図 7 に示す．社会的スキル要因「低

24

* : p<0.05

14
身体操作：あり
実験回数：1回目

身体操作：あり
実験回数：5回目

身体操作：なし
実験回数：1回目

身体操作：なし
実験回数：5回目

回目＜5 回目)．社会的スキル低群は対話エージェントに対

図 3．身体操作×実験回数における社会的スキル要因別の
多重比較結果(親近性因子測定尺度値)
Figure 3

群」において，実験回数要因に有意差(p<0.05)がみられた(1

Results of Multiple Comparison of Friendliness by

して実験回数 1 回目に比べ，実験回数 5 回目の方が有意に
寛容的と評価することが分かった．
14
社会的スキル：高群

Social Skills.

12

社会的スキル：低群

*

84
身体操作：あり
74
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身体操作：なし

8
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6

44
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* : p<0.05

34
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実験回数：1回目
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実験回数：5回目

図 6．実験回数要因の各水準における社会的スキル要因別

14
社会的スキル：高群 社会的スキル：高群 社会的スキル：低群 社会的スキル：低群
実験回数：1回目
実験回数：5回目
実験回数：1回目
実験回数：5回目

の多重比較結果(寛容性因子の測定尺度値)

図 4．社会的スキル×実験回数における身体操作要因別の
多重比較結果
Figure 4

Figure 6

Results of Multiple Comparison of Tolerance by
Social Skills.

(親近性因子測定尺度値)

Results of Multiple Comparison of Friendliness by
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実験回数：1回目

Self-adaptors.
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図 5．社会的スキル×身体操作における実験回数要因別の
多重比較結果(親近性因子測定尺度値)
Figure 5

社会的スキル：低群

図 7．社会的スキル要因の各水準における実験回数要因別
の多重比較結果(寛容性因子の測定尺度値)
Figure 7

Results of Multiple Comparison of Tolerance by
Number of Trials.

Results of Multiple Comparison of Friendliness by
Number of Trials.

4.3 実験終了後アンケートの分析
実験終了後アンケートの評価値(1:低-8:高の 8 段階評価）

4.2 寛容性因子の分析

を用い，社会的スキル要因，身体操作要因の 2 要因分散分

寛容性因子の測定尺度値を用い，社会的スキル要因，身

析を行った．
「エージェントの動作が気になりましたか」に

体操作要因，実験回数要因の 3 要因の分散分析を行った．

ついて，社会的スキル要因と身体操作要因の交互作用で有

その結果，寛容性因子では，社会的スキル要因と実験回数

意差(p<0.05)がみられた．社会的スキル要因の各水準におけ

要因の 1 次の交互作用で有意差(p<0.05)がみられた．実験回

る身体操作要因の多重比較を行った結果，社会的スキル「低
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群」において，身体操作要因に有意差(p<0.05)がみられた(あ

ことから，対話エージェントとの持続的インタラクション

り:5.43＞なし:3.83)．社会的スキル低群は身体操作を行わな

において，社会的スキル高群は対話エージェントが身体操

い対話エージェントに比べ，身体操作を行う対話エージェ

作を行うことで，親近性を増していくのに対し，社会的ス

ントの方が，有意に動作が気になると評価したことが示さ

キル低群は対話エージェントが身体操作を行わないことで

れた．

親近性を増していくといえる．これも仮説の「社会的スキ

「エージェントの音声は聞き取りやすかったですか」に

ルの低い人に比べて，社会的スキルの高い人は身体操作を

ついて社会的スキル要因の主効果で有意差(p<0.05)がみら

実装した対話エージェントにより親近感を抱く」を支持す

れた．社会的スキル低群(4.69)に比べ，社会的スキル高群

る結果である．また，対話エージェントとの持続的インタ

(6.18)は有意にエージェントの音声が聞き取りやすかった

ラクションにおいて，社会的スキル高群は身体操作を行う

と評価したことが示された．

対話エージェントの親近性が向上していくのに対し，社会

5. 考察

的スキル低群は，身体操作を行わない対話エージェントの

5.1 親近性因子の分析結果の考察
図 3 より，社会的スキル高群は社会的スキル低群に比べ，

親近性が向上していくことから，社会的スキル高群と社会
スキル低群とで対話エージェントの身体操作についての親
近性評価が二分化していることが考えられる．

身体操作を行う対話エージェントに対し，実験回数が 1 回

これらの結果から，仮説の「社会的スキルの低い人に比

目，5 回目共に，有意に親近性が高いことが示された．こ

べて，社会的スキルの高い人は身体操作を実装した対話エ

のことから，実験回数にかかわらず，身体操作を行う対話

ージェントにより親近感を抱く」は支持されたといえる．

エージェントに対して社会的スキル高群は，社会的スキル

また，身体操作を対話エージェントに実装する際には，ユ

低群に比べて有意に高い親近感を抱くといえる．また，身

ーザの社会的スキルの高低に合わせて，対話エージェント

体操作要因と実験回数要因の各水準の組み合わせにおける

を開発する必要があること，エージェントとの持続的イン

社会的スキル要因「低群」の値にあまり差がないことから，

タラクションにおいては，社会的スキルの高低と身体操作

身体操作を行う対話エージェントに対して，社会スキル低

の実装の有無の組み合わせに考慮することで，ユーザのエ

群が親近性を欠いたのではなく，社会的スキル高群が，身

ージェントに対する親近性を持続的に向上させることがで

体操作を行う対話エージェントに対して，強く親近性を感

きることが示唆されたと考えられる．

じたと考えられる．これは仮説の「社会的スキルの低い人

5.2 寛容性因子の分析結果の考察

に比べて，社会的スキルの高い人は身体操作を実装した対

図 6 より，実験回数が 1 回目の場合，社会的スキル低群

話エージェントにより親近感を抱く」を支持する結果であ

に比べて社会的スキル高群は，対話エージェントに対して

る．

有意に寛容的と評価することが示された．図 7 より，社会

図 4 より，社会的スキル要因と実験回数要因の各水準の

的スキル低群は対話エージェントに対して実験回数 1 回目

組み合わせにおける身体操作要因の多重比較を行った結果，

に比べ，実験回数 5 回目の方が有意に寛容的と評価するこ

社会的スキル要因と実験回数要因のどの水準の組み合わせ

とが分かった．

においても，身体操作要因の「あり」と「なし」に有意差

これらの結果を踏まえると，社会的スキル低群は社会的

が見られなかった．このことから，身体操作要因だけでは，

スキル高群に比べ，対話エージェントを寛容的だと評価し

親近性に差がないことがわかる．しかし，有意差こそなか

ないが，対話エージェントとの持続的なインタラクション

ったものの，社会的スキル要因「高群」では身体操作要因

によって社会的スキル低群は，寛容性の評価を上げていく

「あり」と「なし」の差が大きく，社会的スキル「低群」

と考えられる．社会的スキル高群は対話エージェントとの

では身体操作要因「あり」と「なし」の差が小さいことが

持続的インタラクションにおいて，対話エージェントの寛

わかる．このことからも，身体操作を行う対話エージェン

容性の評価が上がることはないが，初回インタラクション

トに対して，社会的スキル低群が親近性を欠いたのではな

時から対話エージェントを社会的スキル低群と比べ，より

く，社会的スキル高群が，身体操作を行う対話エージェン

寛容的だと評価していることが考えられる．

トに対して，強く親近性を感じたという考えを支持する結

5.3 実験終了後アンケートの考察

果であるといえる．

実験終了後アンケートの質問項目である「エージェント

図 5 より，社会的スキル高群は身体操作を行う対話エー

の動作が気になりましたか」について，社会的スキル低群

ジェントに対し，実験回数 1 回目に比べ，実験回数 5 回目

は身体操作を行わない対話エージェントに比べ，身体操作

の方が有意に親近性因子に対する評価が高いことが示され，

を行う対話エージェントの方が，有意に動作が気になると

社会的スキル低群は身体操作を行わない対話エージェント

評価したことが示された．この結果は，親近性因子におい

に対し，実験回数 1 回目に比べ，実験回数 5 回目の方が有

て，社会スキル低群が身体操作を行う対話エージェントに

意に親近性因子に対する評価が高いことが示された．この

対する評価が低かったことと関連した結果であると考えら
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れる．エージェントの動作が気になったということが親近

サー等を用いて対話中のユーザ動作やその回数を検出し，

性因子の評価にネガティブに作用したことが考えられ，社

社会的スキルを推定することが可能である．その推定結果

的会スキル低群は「動作が気になった」が「動作が気に食

により，身体操作の回数，頻度を自動制御し，ユーザの親

わない」と同値の評価であることが考えられる．社会的ス

近感を引き出すことができるエージェントの開発ができれ

キル要因「高群」では身体操作要因「あり」と「なし」の

ば，質の高いエージェントインタラクションを持続できる

間に差がなかったことからも，社会的スキル低群は対話エ

と期待できる．本研究の成果は，カウンセリングエージェ

ージェントの身体操作について，過敏に反応し，ネガティ

ントなどユーザと長期的なインタラクションが必要なエー

ブな評価を持つことが示唆された．

ジェントの開発に応用できると考える．

「エージェントの音声は聞き取りやすかったですか」に

本研究では，カジュアルな対話シナリオを用いたが，カ

ついて，社会的スキル低群に比べ，社会的スキル高群は有

ウンセリングエージェントへの適用を鑑みると，コンセン

意にエージェントの音声が聞き取りやすかったと評価した

サスゲームを通した共同タスクを遂行するなどの，より深

ことが示された．対話エージェントの音声は，社会的スキ

い対話実験を通した身体操作の効果を検証する必要がある

ル高群と低群とでまったく同じものを使用しており，社会

と考える．また，身体操作の種類は多岐にわたるため，友

的スキル高群は対話エージェントの評価に関し肯定的であ

人同士の対話でみられるくつろぎの身体操作だけではなく，

るが，低群は対話エージェントの評価に関し否定的である

ストレス化で現れる素早く繰り返しの多い身体操作を実装

可能性があることを示唆している．

したエージェントとの対話実験も行う予定である．

6. おわりに
本研究では，「社会的スキルの低い人に比べて，社会的
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スキルの高い人は身体操作を実装した対話エージェントに
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