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学術・技術論文

Simple Recurrent Networkを用いた
感性ロボットのインタラクティブ表情表出

松 井 裕 紀∗1 加 納 政 芳∗2 加 藤 昇 平∗1 伊 藤 英 則∗1

Generating Interactive Facial Expressions of Kansei Robots
Using Simple Recurrent Network

Yuki Matsui∗1, Masayoshi Kanoh∗2, Shohei Kato∗1 and Hidenori Itoh∗1

To improve face-to-face interaction with robots, we developed a model for generating interactive facial expres-

sions by using a simple recurrent network (SRN). Conventional models for robot facial expression use predefined

expressions, so only a limited number of expressions can be presented. This means that the expression may not

match the interaction and that the person may find the expressions monotonous. Both problems can be overcome

by generating expressions dynamically. We tested this model by incorporating it into a robot and comparing the

expressions generated with those of a conventional model. The results demonstrated that using our model increases

the diversity of face-to-face interaction with robots.
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1. は じ め に

近年，人と共生するロボットの研究は盛んに行われており，人
に酷似した外見をもつロボットである Repliee [1] [2]や SAYA

[3] [4]，顔ロボットの Kismet [5]，WE-3RV [6] [7]が開発され
ている．また，我々は感情を取り扱うロボット ifbot [8] の研究
を行っている [9]～[11]．いずれのロボットも顔で表情を表現し，
人とのコミュニケーションの円滑化を図ろうとするものである．
このようなコミュニケーションロボットが人とかかわり合っ

ていくためには，ただの物理的なインタラクションだけでなく，
そこに「感性」が求められるようになってきた．つまり，ロボッ
トが人の指示を的確に聞くためのインタフェースを備える必要
があるのに加えて，相手の気持ちの理解や融和，コミュニケー
ション自体を楽しむなど心理的な交流も必要になる．また，ロ
ボットは擬似的な身体要素をもとに人とのインタラクションを
可能にする．ロボットが普及するにつれ，ロボットには，ユーザ
に馴染みやすく人に近いコミュニケーション手段・インタフェー
スが求められるようになる．そこで，本研究ではコミュニケー
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ションの媒体として，ロボットの顔表情に着目する．
一般に，ロボットの表情を作るためには，人が表情をデザイ

ンする必要があるため，作り込みのものが主流である．ロボッ
トの顔は多くの可動部が複雑に協調して動くことで表情を作る
ため，多様な感情を表現するには，多数の表情が必要であり，作
り込む手間と時間がかかる．このため，作ることのできる表情
のバリエーションは限られてしまう．また，自然さの演出に注目
すると，バラエティという人間の行動を表すキーワードが挙げ
られる．人が表情を表出するときには，ある特徴やパターンを
持った表情を表出するが，画一的な反応をすることはない．そ
のため，ロボットの表情がいつも同じ反応でバラエティに乏し
いと，人に飽きられてしまったり違和感や不自然感を与えてし
まう．多様で自然な表情を表出するためには，デザインした表
情を何らかの方法で合成して，感情に対応した表情を動的に生
成する必要がある．
ここで，人間の感情生成について見ると，過去の状態の影響

を受けて現在の感情を決定していると考えられる．また，人は
外部からの刺激（以下，刺激）に対して柔軟性を持ち，内部状態
の遷移によって感情が生成されると考えられる．そこで本稿で
は，このような動的な表情生成・表出を実現するために，Simple

Recurrent Network（SRN）[12] を用いた表情生成モデルを提
案する．SRNは，過去の状態遷移状況に依存した出力が得られ
るという特徴を持つため，ロボットの表情生成に適していると
考える．本稿では，提案モデルを感性ロボット ifbotに実装し，
ユーザと ifbotとのインタラクションを評価することによって，
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提案モデルのコミュニケーションに与える影響を考察する．実
験では，特に，入力刺激の変動に応じて異なる表情を表出する
ロボットと，刺激の累積状況に応じて表情の強度が変化するロ
ボットを考え，これらのロボットによる印象変化について議論
する．
本稿の構成を以下に示す．まず，2 章で先行研究と本研究の

違いをまとめる．次に，3 章で ifbot の表情表出機構について
の概要を示す．4章で SRNを用いた表情生成モデルを提案し，
5章で ifbotへの実装と制御について説明する．さらに，6章で
提案モデルと従来的な表情表出を比較する定量的評価実験によ
り，提案モデルの有効性を示す．

2. 関 連 研 究

Repliee [1] [2]は人に酷似した容姿を有しており，表情のみな
らず，手や腕の動作や呼吸による微妙な動きまで再現できるロ
ボットである．このような我々が普段意識しないような動きを空
気圧シリンダによるサーボ制御により実現しており，不自然な
印象を与えないように配慮している．SAYA [4] [13]は人間の顔
や皮膚の質感を実装しており，人間の表情を忠実に表す．SAYA

の表情は，顔筋肉の動きを定式化した Action Unit（AU）を
用いてデザインされており，人の顔の時間的変位をロボットの
表情の目標変位・速度として制御される．Kismet [5]は頭部を
デフォルメした顔ロボットで，強調された眉，目，口，耳を有
しており，Arousal・Valence・Stance の 3 軸からなる三次元
空間を用いて表情を表出する．具体的には，その空間内にデザ
インされた九つのプロトタイプ表情を配置し，それらを用いて
様々な表情を補間している．WE-3RV [6] [7] は，28 自由度の
表情表出機能と複数の感覚機能を同時に有するロボットである．
WE-3RVの表情はAUを参考にデザインされており，快–不快，
覚醒–不覚醒，確信–不確信の 3軸からなる三次元心理空間を用
いて表出される．ここで，ifbotの表情を生成することを考える
と，ifbot はエンタテイメント性を重視した漫画的な顔構造を
持っており，人の顔構造とは異なるため，AUを直接的に使えな
い．また，Kismetで用いられている合成方法では，LEDによ
る表情表出をシームレスに接続するための調整に手間がかかる
と考える．そのため，我々は，ifbotの表情表出のためにニュー
ラルネットワークを用いた表情表出手法について検討してきた．
文献 [9]では，文献 [14] [15]の手法を応用して，ifbotに作り

込まれた表情の動きを自然に接続する手法を提案した．この手
法では，作り込みの表情が表す単一感情を表現する表情は生成
できるが，感情の強さを取り扱えなかったり，複数の感情を同
時に表出する表情を生成することができない．この問題を解決
するために，文献 [10]において，怒り，悲しみといった感情を
数値化したパラメータ（感情指定パラメータ）で表情を制御す
る手法を提案した．しかしながら，感情指定パラメータとその
パラメータから得られた表情が表出する感情に対する人の主観
が線形に対応していないという問題があった．これらに対し，
文献 [11]では，恒等写像学習を用いて二次元の感情空間を構築
し，これを用いて人の主観に対応した ifbot の表情表出モデル
を提案した．感情空間内に感情を表出する弱領域と強領域を設
定することで，（1）領域の違いによって感情表出の強度が変わ

ること，（2）表情の変化速度によって感情表出の強度が変わる
ことを示した．しかしながら，この手法では，感情空間内の座
標点と出力表情が一対一に対応しているため，表情のバリエー
ションを増強するには，何らかの表情生成制御を行う必要があ
る．そこで，本稿では，過去の入力情報を用いて，ユーザの入
力タイミングから表情表現のバラエティを増強することを考え
る．ロボットに情動モデルを導入して，複雑な反応や行動をさ
せることに焦点をあてた研究として文献 [16]が挙げられる．こ
のように，外部刺激が情動に影響を与え，それにより表情や行
動を制御することによって，外部刺激とその影響をデザインす
ることができる．本稿では，同様の立場を取り，単純な感情の
モデルとして SRNを用いることを考える．

3. ifbot

Fig. 1 に ifbot の外観を示す．ifbot は身長 45 [cm]，重さ
9.5 [kg] であり，二つの腕を有し，車輪によって移動する．if-

botは作り込まれた数十種類の表情としぐさを持ち，表情によ
り感情を表現することができるロボットである．

Fig. 2に ifbotの表情表出機構を示す．ifbotは表情表出のた
めに，頭部に 10 のモータおよび 104 の LED を持つ．モータ
は，首を 2軸（同図 θN1，θN2），左右の目を 2軸（同図 θ

(L)
E1，

θ
(L)
E2，θ

(R)
E1 ，θ

(R)
E2 ），左右のまぶたを 2軸（同図 θ

(L)
L1 ，θ

(L)
L2 ，θ

(R)
L1 ，

θ
(R)
L2 ）の方向へ動作させる．LED は頭部，口部，目部，頬部，
および涙部の各部位に配置され，モータとともに表情を表出す
る．LEDの発色は，頭部 3色（橙，緑，赤），口部 1色（橙），
目部 3色（緑，赤，青），頬部 1色（赤），涙部 1色（青）これ
らの機構により，ifbotは表情豊かなコミュニケーションを行う
ことができる．

Fig. 1 Front and side views of ifbot

Fig. 2 Expression mechanisms of ifbot
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4. インタラクティブ表情生成モデル

顔ロボットの一般的な表情表出は，ある感情が生起されたと
き，その感情に対応する作り込み表情ファイル（モーションファ
イル）を読み込み，再生することによって行われる．これは言
わば静的な表情生成であり，いくらユーザがロボットとインタ
ラクションしたところで表出される表情は同じである．たとえ，
モーションファイルの数を増やしても，パターン化された表情
を見るとユーザは飽きてしまったり，違和感や不自然さを感じ
てしまうと考えられる．
そこで本稿では，動的な表情生成として，ロボットが刺激を知

覚して感情を生起し，その刺激に対する反応として表情を表出
するインタラクティブな表情生成モデルを提案する．刺激と表
情制御値という質的に異なるデータを扱うにはニューラルネッ
トワークが有効である [17]．また，ニューラルネットワークは
汎化能力を有しており，未知の入力データに対しても柔軟に対
応できる．ロボットも，人と同様に現在および過去の心理状態
の影響を受け，感情を変化させて表情を表出させるならば，時
間的変化を考慮する必要がある．しかしながら，一般的な階層
型ネットワークでは時系列情報を取り扱えない．そこで，過去
の状態遷移状況に依存した出力が得られる Simple Recurrent

Network（SRN）[12]を表情生成モデルとして採用する．
4. 1 Simple Recurrent Network

SRNは，階層型ネットワークの入力層と中間層の間に文脈層
を追加した構造を持つ．文脈層と中間層の素子数は等しく，中間
層の素子と文脈層の素子は一対一に対応している．また，SRN

では，中間層から文脈層への結合重み係数は 1 に固定されてお
り，ある時刻での文脈層の情報は，過去の中間層の情報を反映し
ている．文脈層に蓄えられた情報は，次の時刻の入力とともに
再び中間層に入力される．このように文脈層という内部フィー
ドバックを加えることで，時系列情報を処理できるようになる．

4. 2 SRNを用いた表情生成モデル
SRNを用いた表情生成モデルを Fig. 3に示す．通常の階層

Fig. 3 Proposed interactive facial expression model

†Ekman は，表情はどんな瞬間でも単一の感情を示していることは少
なく，大抵は複数の感情を示していると述べ，それを「入り混じった
（blend）感情」と呼んでいる [20]．「入り混じった感情」を表している
ような顔表情は，人間の生活の中で普通に見られ，この表情は「混合表
情」と呼ばれる．

型ネットワークの場合，中間層はある時刻の入力を出力にマッ
ピングするための内部表現であるといえる．これに対し，SRN

では，入力を刺激，出力を表情とすると，中間層と文脈層は過
去の刺激の変化を考慮した表情を出力する「感情」を表現して
いるとみなすことができる．本モデルを用いれば，適切な学習
を行うことによって，文脈層に蓄えられた過去の情報からロボッ
トの感情を変化させ，表情を表出させることができると考える．
本モデルの学習は，入力の刺激と出力の表情をマッピングす

ることで行われる．刺激と表情をマッピングする際に，一般的
には，刺激と感情の写像関係を構築したあと，感情と表情を接
続する方法が考えられる．例えば，文献 [18]の手法を用いて語
の好感度からロボットの感情を生成し，得られた感情を基に文
献 [11]の感情空間を用いて表情表出を行うことができる．しか
し，感情とは，ある感覚・欲望などを解放・満足させるために役
立つ行動であり，この行動は，習慣の力によって獲得されたと
考えられている [19]．例えば，猫の警戒姿勢のポーズは，本来，
他の猫との格闘中に耳をかまれないように保護するために現れ
た行動であり，これが「習慣として」自らの脅威にかかわる状
況で用いられるようになったといわれている．したがって，ロ
ボットの感情を生成する際には，一種の習慣が必要となる．す
なわち，ある刺激に対して，どのような行動（表情）を表出す
るべきかを繰り返し学習しなければならない．これは，刺激と
表情をネットワークの学習によってマッピングすることにほか
ならない．
本モデルでは，ネットワークが時系列パターンを学習できる

ため，ある刺激が入力されたときの表情遷移をネットワークの
内部状態の変化に基づき生成できる．また，ニューラルネット
ワークの汎化能力と内部フィードバックにより，刺激の入力タ
イミングから多様な混合表情†を合成することも可能である．つ
まり，本モデルは入力刺激の変動に応じて，内部状態から次の
表出表情の間を補間することで動的な表情生成を実現し，人と
のインタラクションに多様性を持たせられることが期待できる．
ただし，SRNの学習が収束した時点では，学習した表情を単に
表出するだけとなり，反応としては画一的であるといえる．し
かし，ユーザとのインタラクションを通して本モデルを利用す
ると，入力層への入力タイミングおよび入力値が学習時と異な
るため，文脈層の値が多様化し，出力される表情の画一性が軽
減できると考えられる．
ここで，SRNは，多くの場合，学習データ中の意味のある系

列依存関係を学習できる．しかし，文脈層に一時刻前の情報を
記憶するだけであるため，遠い過去の情報を蓄積することがで
きないわけではないが，長期にわたる依存関係の学習には不向
きといえる．SRN 内に蓄えられた情報をもとにロボットの表
情を滑らかに制御することを考えると，学習効率を改善する必
要がある．そこで本稿では，文脈層での素子自身へのフィード
バック結合を導入する [21]．Fig. 3 に，素子自身へのフィード
バック結合を α でラベル付けされた結線として示す．素子自身
へのフィードバック結合の重み係数が α で固定されているとす
ると，時刻 t における i 番目の文脈層の素子の出力 ci(t) は，
以下の式で与えられる．
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ci(t) =

�
ci(0) (t = 0)

αci(t − 1) + hi(t − 1) (t > 0)
（1）

ここで，hi(t) は時刻 t における i 番目の中間層の出力である．
また，hi(0) および ci(0) は，それぞれ i 番目の中間層素子，文
脈層素子の初期値である．ci(t) が無限大に発散することを防ぐ
ために，0 ≤ α < 1 とすれば，ci(t) には過去の時刻 r の情報
が αt−r+1 倍で足し込まれていると解釈できる．これを適切に
設定することにより学習効率を改善することが可能となる．

5. 評価用システムの構築

5. 1 評価用システムの構成
提案モデルの有効性を確認するために，評価用システムを構

築した．Fig. 4に ifbotを用いた評価用システムを示す．この
システムでは，ユーザがロボットに対して，任意のタイミング
である感情を生起する刺激を与えると，その刺激に反応してロ
ボットが表情を表出する．同図中のモニタに，赤（Red）・青
（Blue）・シアン（Cyan）・緑（Green）のボタンを表示したウィ
ンドウがあるが，これがロボットに対して刺激を与える入力イ
ンタフェースである．このように入力インタフェースを単純化
することで，提案モデル自体の効果を明確化するねらいがある．

Fig. 4 Evaluation system using ifbot

Fig. 5 Teaching data

刺激として，基本 6感情 [20]の中から，怒り・悲しみ・驚き・喜
びの 4感情を選択した．同ウィンドウ中の Redが怒り（Anger，
Ang），Blue が悲しみ（Sadness，Sad），Cyan が驚き（Sur-

prise，Sup），Greenが喜び（Happiness，Hap）の刺激に対応
する．これらの任意のボタン上でマウスをクリックすると，SRN

の入力層の対応するユニットに 1が入力され，入力がない場合
は常に 0が入力される．例えば，Redのボタンをクリックする
と，(Ang,Sad, Sup, Hap) = (1, 0, 0, 0) がネットワークに入力
される．ユーザ入力の監視間隔は，1 [s]とした．

ifbotの表情制御パラメータは，以下の 15パラメータである．

S = (θN1, θN2, θ
(L)
E1 , θ

(L)
E2 , θ

(R)
E1 , θ

(R)
E2 , θ

(L)
L1 , θ

(L)
L2 ,

θ
(R)
L1 , θ

(R)
L2 , LH , LM , LE, LC , LT )T . （2）

ここで，θ
(·)
· はモータの角度値，L· は LEDの制御情報であり，

Fig. 2で示した部位と対応する．
Fig. 5に学習に用いた教師信号を示す．教師信号には，怒り・

悲しみ・驚き・喜びの四つの時系列表情データを使用した．各
感情の表情変化は，10の表情データで構成されている．ネット
ワークの素子数は，入力層 4，中間層 25，文脈層 25，出力層 15

とした．
5. 2 ロボットの実装
本稿では，教師信号の与え方によって 2種類のロボットを実

装した（Proposed A，Proposed B）．また，比較対象のロボッ
ト（Control A，Control B）を実装した．提案手法は，入力層
と文脈層の値から表情を決定しており，過去の入力情報を考慮
に入れた時系列的な表情変化を表現できる．文脈層の存在によっ
て，出力の複雑さが増すために，どの程度心理的影響があるの
かを調査する必要がある．したがって，比較対象としては入力
に対する時系列的な表情変化が可能であり，かつ，過去の情報
を用いないものとした．以下に 4種類のロボットについて説明
する．

Proposed A — Proposed A は刺激が入力されると，そ
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Fig. 6 Learning of Proposed A

Fig. 7 Learning of Proposed B

れに対応した感情表出がすぐさま行われるロボットである．す
なわち，刺激が入力されると Fig. 5 の最左の表情を表出する．
Fig. 6に Proposed Aの学習方法を示す．同図は，ある感情表
出（この図では怒り）の学習について，入力（刺激）と教師信
号（表情）の対応を表している．入力には，時刻 t = 1 [s]では
刺激と対応する入力層の素子に 1 を，時刻 t = 2～10 [s] 間は
刺激がないものとして 0を与え，教師信号には，Fig. 5の右矢
印方向への表情変化を与えることで学習を行った．これにより，
刺激が入力されると，すぐさま感情的な表情が表出されるよう
に学習できる．以上の方法によって，4感情すべてについて学
習させた．

Control A — Control AはProposed Aの学習に用いた教
師信号 を時間経過ごとに表出するロボットである．つまり，教
師信号をモーションファイルとして使用した従来的な表情表出
を行う．具体的には，ある時刻において，刺激が 1回入力される
と，その刺激に対応する感情の表情（Fig. 5の最左の表情）が表
出され，その後，徐々に右矢印方向への表情変化を表出する．平
静の表情（Fig. 5の最右の表情）に戻るまでの時間は，Proposed

Aの教師信号の無刺激時間を考慮に入れて 9 [s]とし，表情は線
形補間によって表出するよう設計した．また，表情変化の途中
で別の刺激が入力されたときは，その刺激に対応する表情を表
出する．この間の表情変化時間は，1 [s]とした．このときの表
情も線形補間によって表出される．

Proposed B — Proposed Bは刺激が連続して入力される
に従って，徐々に感情表出が行われるロボットである．Fig. 7

に Proposed Bの学習方法を示す．入力には，時刻 t = 1 [s]以
降継続的に刺激と対応する入力層の素子に 1を与え，教師信号
には，Fig. 5の左矢印方向への表情変化を与えることで学習を
行った．これにより，多くの刺激が入力されるときに感情的な
表情が表出されるように学習できる．以上の方法によって，4感
情すべてについて学習させた．

Fig. 8 Emotional space of Proposed A

Fig. 9 Emotional space of Proposed B

Control B — Control B は Proposed Bと同様に，刺激
が連続して入力されるに従って，徐々に感情表出が行われるロ
ボットである．具体的には，Proposed Bの教師信号のモーショ
ンファイルを使用し，同一の刺激が入力されるにつれ，Fig. 5の
左矢印方向の表情へと順に遷移するように設計した．また，途
中で入力が無くなった場合は平静の表情へ戻るが，平静の表情
に変化するまでの時間は 1 [s]とした．なお，表情は Control A

と同様に線形補間によって制御される．
以上の 4 種類のロボットの特徴は，Proposed A と Control

Aは，入力刺激の変動に応じてすぐさま異なる感情の表情を表
出するロボット（即反応型）であり，Proposed Bと Control B

は，刺激の累積状況に応じて表情の強度が変化するロボット（刺
激累積型）であるといえる．以降，本稿では，即反応型と刺激
累積型を区別するために，「性格付け」という用語を用いる．

5. 3 学習結果：内部状態の可視化
提案モデルの学習した構造を可視化することで，各刺激に対

する内部状態（中間層の値）の変化を確認する．具体的には，時
刻 t における中間層素子の内部状態ベクトル H(t) を対象とし，
H(t) を三次元空間上で可視化する．まず，学習ずみの提案モ
デルに，怒りの教師信号を入力した際の内部状態ベクトルの集
合 HAng = {HAng(t)|t = 0, ..., 9} を考える．同様に，HSad，
HSup，HHap を考え，H = HAng ∪HSad ∪HSup ∪HHap に
対して主成分分析を行い，その結果得られた第 1～第 3主成分得
点を用いて三次元空間を構築する．これを「感情空間」とする．

Fig. 8，Fig. 9 にロボットごとの内部状態 H を主成分分析
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Fig. 10 Facial expressions using Proposed A

Fig. 11 Facial expressions using Proposed B

して得られた感情空間のグラフを示す．同図中の Anger，Sad-

ness，Surprise，Happinessの軌跡は，それぞれ HAng，HSad，
HHap，HSup のグラフであり，ある時刻の内部状態の遷移を表
している．座標点 O は平静（Neutral）の座標点であり，それ
ぞれの感情の軌跡が同点を中心に描かれており，感情ごとに分
布していることが分かる．例えば，Fig. 8 の感情空間では，刺
激が 1 回入力されるとすぐに軌跡を構成する座標点は O から
遠く離れる．このとき最も離れた座標点がロボットの表情変化
の度合が最大の状態であり，その後，入力がない状態が続くに
従い座標点は O 付近へ戻る．他方，Fig. 9の感情空間では，刺
激が入力され続けることによって，軌跡が O から放射状に広
がっていき，最後の刺激入力があったときが表情変化の度合が
最大となる．このように，構築された感情空間は，それぞれの
ロボットの性格付けを反映した空間構造を獲得している．ここ
では，学習データの刺激タイミングによって各ロボットの持つ
感情空間の基本的な特性を確認したが，次節で説明するように，
提案モデルはユーザによる刺激タイミングの多様化と感情空間
の特性によって様々な表情を生成する．

5. 4 学習結果：表情表出例
Fig. 10，Fig. 11に Proposed Aおよび Proposed Bの表情

表出例をそれぞれ示す．これらの図では，左から右へ時間が遷
移しており，時間軸上に示した丸印のタイミングで刺激を与え
たときの表情変化を表している．Fig. 10を見ると悲しみの刺激
が入力されたときに，教師信号にはない混合表情が表出されて
いることが見て取れる．提案モデルではこのような表情を容易
に表出することが可能である．また，Fig. 11は刺激が連続して
入力されるに従い徐々に刺激に対応した表情が表出されている
ことが分かる．

6. 主観評価による表情表出の評価

本章では，ロボットとユーザの 2者によるインタラクション
実験を実施する．ここでの主観評価の結果を定量的に分析する
ことで，提案手法の表情表出がユーザに与える影響を検証し，有
効性を確認する．

6. 1 評価方法

被験者は，5. 2節で実装した 4種類のロボット（Proposed A，
Proposed B，Control A，Control B）のそれぞれとアンケー
ト項目を十分に評価できるまでインタラクションし，ロボット
の印象に関する主観評価を行う．入出力インタフェースはすべ
てのロボットにおいて同一であり，ユーザの刺激を与えるタイ
ミングによるロボットの反応（表情生成・変化）が，評価対象
であることを被験者に説明している．被験者は，20～24歳の大
学生男女 28 名（男性：23 名，女性：5 名）とした．ロボット
の提示順序は，被験者ごとにランダムに行い，実験終了ごとに
アンケートを行う．感性評価には SD法 [22]の 7段階評価を用
いた．

•自然な（natural） － 人工的な（artificial）
•人間的な（humanlike） － 機械的な（mechanical）
•複雑な（complicate） － 単純な（simple）
•面白い（interesting） － 退屈な（boring）
•感情的な（intuitive） － 理性的な（rational）
•好き（like）－ 嫌い（dislike）

各評価において，上記の左側の形容詞を 7点，右側の形容詞を
1 点とした評価点を与え，ロボットの表現が望ましい場合には
評価点が高くなるように設定した．また同時に，被験者に 4種
類のロボットに対して総合的に良かったものから順位を付ける
アンケートおよび，被験者の意見を聴取するために自由記述に
よる印象調査も行った．

6. 2 評価結果

本実験では，ノンパラメトリックな分散分析としてフリード
マン検定（Friedman test）を用いて，Scheffeの対比較による
多重比較で有意差検定を行った．Fig. 12に各評価項目の評価値
の平均，標準偏差を示す．危険率 1%（p < 0.01）のもとで有意
差がある場合には ∗∗（実線の括弧）を，危険率 5%（p < 0.05）
のもとで有意差がある場合には ∗（破線の括弧）を記した．

自然な（natural）－ 人工的な（artificial）
Propose Aおよび B（以下，提案手法）と Control Aの間に

有意差が認められた．提案手法は共に中立的な評価を得ている
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Fig. 12 Experiment result of each system (robot) of each evaluation item

のに対して，Control Aおよび B（以下，比較手法）は人工的
な評価に偏っている．自由記述に，「すぐ反応する，決まりきっ
た動きをすると人工的に感じる」という意見が寄せられており，
この理由から，Control Aは人工的な評価になったといえる．提
案手法は，過去の刺激の履歴や，刺激のタイミングによって表
情が変化するため，提案手法は比較手法に比べてロボットの表
情の持つ人工的な感じを軽減させる可能性があると考察できる．

人間的な（humanlike）－ 機械的な（mechanical）
提案手法と比較手法のそれぞれの間に，有意差が認められた．

提案手法はともに，人間的に評価されているのに対して，比較手
法は機械的な評価をされる傾向がある．これは表出される表情
のバリエーションに差があるためだと考えられる．提案手法は
表情にバリエーションがあり多様な表情表現ができるため，比
較手法に比べて機械的な感じが軽減されることを示唆している．
この考察は，自由記述からもうかがえた．

複雑な（complicate）－ 単純な（simple）
提案手法と比較手法のそれぞれの間に有意差（p < 0.01）が

認められた．提案手法はともに，複雑であると評価されたのに
対して，比較手法は単純な側に評価が偏っている．自由記述に
は，「比較手法は単調に感じた」という意見が多く，他方で「提
案手法は混合表情が表出されるので複雑である」という意見も
多かった．以上より，提案手法は比較手法に比べて複雑な表情
表現が可能である，すなわち，表情の画一性が軽減されている
ことが示された．

面白い（interesting）－ 退屈な（boring）
提案手法と比較手法のそれぞれの間に有意差（p < 0.01）が

認められた．提案手法はともに，面白いという評価がされたの
に対して，比較手法は中立的な評価を得ている．そのため，提
案手法は比較手法より面白い表情表出を行えることが示された．
この評価項目の結果は，上記の評価項目を総合的に反映したも
のだと考察できる．この結果は，提案手法の「飽き」に対する
有効性を示唆している．

Fig. 13 Frequency distribution of each rank

感情的な（intuitive）－ 理性的な（rational）
この評価項目については，提案手法と比較手法との違いでは

なく，性格付けの違いについて評価が分かれた．Proposed Aお
よびControl A（以下，A）はすぐさま刺激に反応するのに対し，
Proposed Bおよび Control B（以下，B）は刺激を蓄積しない
と表情を表出しない．そのため，一般的に考えると性格付けに
関して，A は感情的，Bは理性的であると考えられる．Fig. 12

より，性格付けに関して Aは，Bに比べて感情的であり，性格
付けの設定と一致した結果となった．

好き（like）－ 嫌い（dislike）
Proposed A と比較手法について有意差が認められた．しか

し，評価結果を見ると制御の仕方（提案手法または比較手法），
性格付けにおいて人によって嗜好が異なるという傾向が見られ
た．自由記述から，Aのようにすぐ反応するほうを好む人もい
れば，Bのように段階的に表情が見えるほうを好む人もいた．ま
た，怒りの感情一つとっても，すぐに怒ったほうが自然と思う
人もいれば，徐々に怒っていくのが自然だと思う人もいた．こ
のため，評価にばらつきが生じ，その他の組み合わせでは有意
差が認められなかったと考える．

6. 3 順位付けによる評価結果
Fig. 13 に順位ごとの頻度分布を示す．同図から，1 位また
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Fig. 14 The ordinal data changed distance scales using the
normalized-rank approach

は 2位には，提案手法のどちらかが選ばれていることが分かる．
1位を選ぶ理由は，前節で説明したように，本人の嗜好による
ところが大きい．ここで注目すべきは，2位としてもう一方の
（嗜好に合わない）提案手法が選択されていることである．これ
は，提案手法のインタラクションに与えるよい影響が，性格付
けの好み以上に強いことを示唆している．
ここで，アンケート結果を定量的に評価するため，正規化順

位法 [23] [24]を用いて解析したところ，Fig. 14の結果を得た．
提案法手と比較手法とのそれぞれの間に危険率 1%のもとで有意
差が認められた．同図より提案手法がよりよく評価されている
ことが分かる．これにより提案手法の有効性が十分に示された．

7. お わ り に

本稿では，SRNを用いた動的な表情生成モデルを提案した．
本モデルの動的な表情生成を用いる利点は二つある．一つ目は，
基本的な表情を作るだけでそれに類似した表情を自動的に生成
できるという点である．これにより，表情の作り込みの手間を
ある程度省くことができる．二つ目は，ロボットの持つ違和感
や不自然さを軽減できるという点である．
実験では後者に注目し，人と ifbotとのインタラクションを評

価することで，提案モデルの有効性を検証した．その結果，提
案モデルによる表情表出は，従来的な表情表出に比べ，よりよ
い印象をユーザに与えることが示された．提案モデルを用いる
ことで以下のことを確認した．
（1）表情の人工感，機械的な感じが軽減できる
（2）面白く複雑な表情表現ができる
また，今回の実験では，提案モデルの有効性を確認するため

に単純化された短期的なインタラクションの枠組みの中で評価
を行った．短期のインタタラクションでは，ロボットへの第一印
象の影響や，人とのロボットの関係がつくり出される初期の過
程が評価されるだけ [25] であり，長期的な利用に対する飽きな
どへの影響を調査する必要がある．また，音声や画像などを入
力情報としたときのインタラクション評価については，実利用
を念頭に置いた開発を進めるためには実施する必要がある．こ
れらの人との共生までを考慮に入れたロボットとのインタラク
ションの評価実験については，今後の課題としたい．
また，SRNを導入することにより，入力刺激の過去情報を用

いて表情バリエーションの増強を行ったが，これ以外にもラン
ダム性を持たせた表情表現などによって，画一性を軽減できる
可能性がある．今後，これらの手法との比較も必要である．
謝 辞 ifbot は株式会社ビジネスデザイン研究所の製品企

画・総合プロデュースのもと，特に，形状デザイン，表情制御
メカニズムはブラザー工業株式会社，および，表情制御ソフト
はブラザー工業株式会社，ロボス株式会社，名古屋工業大学が
共同開発した．関連各位に感謝いたします．
本研究の一部は，文部科学省科学研究費補助金若手研究（A）

（課題番号 20680014），および人工知能研究振興財団研究助成
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