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１．教育支援ロボット研究の起こり
駅構内や科学館などを案内するロボット［1］や，大
学や博物館などで受付を行うロボット［2］など，実生
活の場面でロボットを活用する試みが始まっている．
また同時に，ロボットと人との相互作用を研究対象と
するHuman－Robot Interaction（HRI）の研究も盛んに
行われ［3］，人と関わり合うロボットが人に与える効
果も明らかにされている．例えば，ロボットが持つ実
空間での存在感が，相互作用の体験をよりリアルなも
のにし，興味づけを促すという報告がある［4］．ま
た，ロボットは画面上のエージェントと比べて，人と
会話する際にアドバイスに優位性がある［5］，心理的
に難度の高いタスクを行う際にユーザに与える影響力
が大きい［6］という報告がある．これらから，人に対
して支援やアドバイスなどをするにあたり，ロボット
の持つ身体性が効果的に働くと考える．
しかしながら，従来のHRI 研究では，ロボットが人
と関わり合い，何をするかという目的が不明確なまま
に，現実から切り離された限定状況において研究が行
われる場合が多い［7］．現存するロボット関連の技術
をさらに発展させるためには，具体的な状況において
ロボットが人と関わり合うための必要な行動や機能を
評価する必要がある．
このような背景から，具体的なロボットの使用環境
として学校などの教育現場を想定し，そこで学習者の
学習を支援するロボット「教育支援ロボット」の研究開
発が注目されつつある．教育支援ロボットの研究は，
HRI の研究分野における人と人との学び合いを支援す
るという明確な目標だけでなく，学習科学や認知科学
においてもロボットを使い，人の学習を自然な形で統
制するという方法論を与えることができる［8］．
教育支援ロボットの多くは，人の教師の役割を想定

した教師型ロボットとして研究開発が進められている
が，現在では人と共に学ぶパートナーの役割を想定し
たパートナー型ロボットの研究開発も増えている．本
稿では，人同士が話し合いながら学ぶ協調学習で活用
されるパートナー型ロボットの行動とそのロボットが
及ぼす学習効果について，研究事例を踏まえながら解
説する．
まず，第２章でパートナー型ロボットが注目された
経緯について説明する．次に，第３章で複数の学習者
に対して１体のロボットを導入した協調学習の研究事
例について述べる．第４章では，学習者とロボットが
一対一で学習するためのロボットの行動モデルとして，
他者に教えることによる学び（Learning by Teaching）
と，他者の行為を観察することによる学び（Learning
by Observing）［9， 10］を用いた教育支援ロボットの研
究についてそれぞれ詳述する．第５章では，教育支援
ロボットを円滑に運用するためのロボットネットワー
クシステムについて述べ，第６章でまとめる．

２．パートナー型ロボット着目の経緯
教育支援ロボットの研究では，教師の役割を想定し
た教師型ロボットに関する研究が多い．例えば，Han
らは，腹部にモニターを有するロボットIROBI を用い
て，ロボットが子どもに英語を教示する学習実験を行
い，既存のe－learningや教科書を用いた学習手法に比
べてロボットを導入するほうが，子どもたちの英語学
習に対する集中度や学習効果を高められることを示し
た［11］．また，Youらは，教師のアシスタントとして
デモンストレーションを行うロボットを授業に導入す
ると，通常の授業に比べて生徒の学習意欲を高められ
ることを示した［12］．このように，教師型ロボットを
活用した効果的な学習手法が数多く提案されている．
しかしながら，現代社会では，教員から教えられた
問題がその場で解けることよりも，他者と話して問題
を解き，そこからさらに次の問題や目標を見出す能力
が求められている［13， 14］．このような能力の獲得を
促す効果的な学習法として，人同士が話し合いながら
学ぶ協調学習がある［15］．最近の学習関連の研究で
は，効果的に学ぶための誘導や学習内容の教示といっ
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た方法論の研究が少なくなり［16］，協調学習の学習効
果やそのメカニズムを探求する研究が増えつつある
［17］．また，大学や高校などの教育現場においても協
調学習を取り入れた授業が導入されつつある．
これらのことから，学習内容を教える教師型ロボッ
トだけでなく，学習者と共に学び合うパートナー型ロ
ボットのニーズが見出され，研究開発が始まってい
る．例えば，神田らはコミュニケーションロボット
Robovieを小学校に長期間導入し，子どもとの相互作
用の関係と影響を調査したところ，子どもたちは
Robovieを仲間として受け入れ，積極的に関わろうと
する傾向が見られることを確認した［18］．このよう
に，ロボットはパートナーとしても有効に活用できる
ことが示唆され，教育のパートナーとしてロボットを
協調学習の場面で利用する試みが始まっている．

３．複数の学習者と協調学習を行うロボット
ロボットを協調学習の場面に導入する形態として，
複数の学習者に対して一体のロボットを配置すること
が考えられる．この形態では，ロボットは学習者間の
協調を促すための役割を担うことになる．本章では，
複数の学習者と協調学習を行うロボットの研究事例と
して，小泉らの研究［19］と白水らの研究［20］について
解説する．

3.1 ロボットによる支援が協調学習に及ぼす影響［19］

小泉らは，子どもたちがLEGOブロックによる車ロ
ボットの組み立てやその動きを制御するプログラミン
グを話し合いながら学ぶ協調学習の状況にロボットを
導入する実験を行った．
ロボットは，遠隔操作手法であるWizard－of－OZ手
法で制御されており，条件に応じて熟練者がロボット
の行動を決定する．実験条件として，ロボットが協調
学習を促進するための支援を行う条件（支援条件）と，
支援を行わない条件（無支援条件）の２種類を定め，両
条件の共通の行動として，組み立て方などを説明する
説明行動と，作業の流れを制御する管理行動が設定さ
れている．支援条件下でのロボットには，課題の習得
を促進・支援する行動と，子どもたちと関係性を作る
行動を加えている．促進・支援する行動では，子ども
たちが互いを助け合うことを促進させたり，子どもた
ちで考案することを促す発話を行う．子どもたちと関
係性を作る行動では，子どもたちの名前を呼んだり，
自己表出するような発話を行う．上記のようなロボッ
トを用いた授業を小学校６年生を対象として１週間に
１回行い，８週間実施した．
ロボットが協調学習を促進したのか検証するため

に，６， ７回目の授業内で協調学習が行われた時間の
比率を計測したところ，無支援条件下のグループに比
べて，支援条件下のグループは学習時間の大半を，子
どもたち同士で協調して学習していることがわかっ
た．これは，ロボットが協調学習を促進する役割を担
う可能性があることを示している．また，実験中の様
子を観察すると，教室内に大人がいないにもかかわら
ず，ロボットと子どもたちのみで学びの場を作りあげ
られることがわかった．おとなしい子どもがリーダー
シップを発揮するといった状況も起きており，ロボッ
トならではの学習支援の可能性も見出された．

3.2 協調学習におけるロボットのリボイスが促す影響

［20］

白水らは，二人の大学生が協力して問題を解決する
場面にロボットを導入し，二人の議論を促すためのロ
ボットの会話方法を検討している．具体的には，物理
の問題解決の際に人の発話を繰り返す「リボイス」とい
う手法をロボットに実装したときの効果を評価してい
る．
二人の大学生とロボット一体を1グループとし，学
生の発話中のキーワードをロボットが繰り返すだけの
「単純リボイス群」，規範的理解に沿ったキーワードに
はロボットが肯定的にリボイスし，沿わないものには
否定的にリボイスする「誘導リボイス群」，三人の大学
生で構成される「統制群」に振り分け，全群に「糸巻き
問題」と呼ばれる物理の難問を解かせた後，学生のみ
に「トイレットペーパー問題」と呼ばれる転移課題を行
わせ，学習効果を調査した．
実験の結果，転移課題の正解率において各群間で違
いは見られなかった．しかしながら，物理的に正しい
理由が説明できた割合（理由記述率）を比較したとこ
ろ，単純リボイス群は他の群に比べて理由記述率が高
く，知識の自力構成が促されたことが示唆された．ま
た，ロボットの遠隔操作履歴と実験中の様子を撮影し
たビデオを用いて，ロボットと人の相互作用の特徴を
調査したところ，単純リボイス群では大学生はロボッ
トのリボイスをヒントとして受け入れて，知識構造を
進める過程が起きていることが示された．

４．人と一対一で協調学習を行うロボット
複数の学習者にロボットを導入する形態では，ロ
ボットは多数の学習者の一人として場に存在するた
め，ロボットには積極的に問題を解くような能動的な
行動は必要とされない場合が多い．一方で，ロボット
が人と一対一で協調学習を行う場合は，ロボット自身
が主体的に問題解決に取り組み，学習者の学習効果を
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高める必要がある．本章では，他者に教えることによ
る学び（Learning by Teaching）と，他者の行為を観察
することによる学び（Learning by Observing）［9， 10］
を活用した教育支援ロボットの研究事例について述べ
る．まず，4.1節でLearning by Teachingに注目した松
添らの研究［21］について説明し，4.2節でLearning by
Observingに注目した筆者らの研究［22］について述べ
る．

4.1 Learning by Teachingを促すロボット［21］

Learning by Teachingは，他者に教えることによっ
て教えた本人が学習する枠組みであり，これを人とロ
ボットの協調学習に導入すると，人が教え，ロボット
が教えられる関係となる．人とロボットのLearning by
Teachingでは，ロボットが問題を解く中で意図的に
間違えることで学習者にその効果をもたらすことが示
唆されている［23］．松添らは，図形のお絵かきゲーム
を使用した英単語の学習において，ロボットの賢さの
違いが子どもたちの学習にどのような影響を及ぼすか
について調査した．
実験では，英会話教室の子どもたちをCondition A，
Condition B，  Condition Cの３グループに振り分けた．
ロボットは，Condition Aでは，子どもからの質問に
対して全て正答する優等生タイプ（図１（a）），  Condi-
tion Bでは，最初は子どもからの質問に対して正答す
ることができないが，子どもから一度教示を受けると
次回からはその質問に正答することができるようにな
る学習タイプ（図１（b）），Condition Cでは，ロボット
は教示を与えても質問に対して誤答を繰り返す非学習
タイプ（図１（c））として実装された．実験手順は次の
通りである．まず，実験者が子どもに出題し，誤答し
た場合は正答を子どもに教示する．次に，ロボットに

図１　ロボットの三種類の賢さ

（a）Condition A （b）Condition B （c）Condition C

同様の問題を質問し，ロボットは設定された条件に応
じた行動をとる．Condition BとCでは，ロボットは誤
答して子どもに教示を求め，子どもの教示が終わる
と，実験者はロボットに再度同じ質問を行う．このサ
イクルを２周行った後，子どもがロボットと自由に遊
ぶための自由時間を10分間設ける．自由時間終了後，
子どもたちの英単語習得状況を調査するための事後テ
ストを行う．
事後テストの結果，Condition Cのグループに比べ，
Condition AおよびBのグループは平均正答率が高いこ
と，およびCondition Bは他のグループに比べて平均
回答所要時間が短いことがわかった．これらのことか
ら，子どもたちに英単語を効果的に学習してもらうた
めにはロボットからの正解提示が有効であり，さらに
その回答に自信を持たせるためにはロボットに直接教
示する機会を与えることが必要であることが示唆され
た．また，自由時間のインタラクションをビデオ分析
したところ，Condition Bのグループは他のグループ
に比べて学習に関連するインタラクションの発生回数
が多いことがわかった．このことは，子どもの自発的
な教示行動を促すには，正答提示と直接教示をバラン
ス良く含むような適度な賢さのロボットが重要である
ことを示している．

4.2 Learning by Observingを促すロボット［22］

前節の松添らの研究では，ロボットが誤答した後に
学習者がロボットに対して教示を行うことでLearning
by Teachingの状況を構築している．ここで，ロボッ
トが学習が進むにつれて賢くなるという状況の変化自
体を学習者が観察することが，学習者に影響を与える
可能性がある．このような他者の様子の観察して観察
した本人が学ぶことをLearning by Observingという．
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筆者らは，Learning by Observingに注目し，ロボッ
トと単独の学習者が協調学習する際に，ロボットの学
び方が変化することが学習者の学び方に変化を与える
かを英単語学習を例にして調査を行った．
学習には，学習者が英単語の知識量に左右されず
に，例文を通して学習対象の英単語（目標語）の意味を
推測できるように，例文中の目標語以外の翻訳を提示
する支援機能（ヒント翻訳）を有する英単語学習システ
ム［24］を使用した（図２）．学習者にロボットと共に学
習していると体感してもらうために，ロボットには
「解答する動作」と「考える動作」を実装した．これらの
動作は，図３のように学習の始めはヒント翻訳を使い
つつ目標語の意味を解答したり，考えたりするが，学
習が進むにつれてヒント翻訳の使用率が減少し，例文
だけに注目して問題を解くように変化すると同時に，
解答の正答率も上昇するよう設計した（図４）．
実験は，大学生とロボットが協調学習する「ロボッ
ト共同群」と，ロボットなしで学習する「システム単独
群」に振り分けて，１回45分の学習を18回実施した．

図２　英単語学習システム

（d）通常

（e）ヒント翻訳使用時

図４　ロボットの正解率とヒント翻訳の使用率

ロボット共同群のロボットは，学習者に対して Learn-
ing by Observingを促せたかを確認するために，ヒン
ト翻訳の使用率，未学習の英単語の意味を推測するテ
スト，自由記述アンケート，学習中にロボットの発話
が無視された回数（置き去り回数）を調査した．
ヒント翻訳の使用率（図５）と推測テスト（図６）の結
果から，ロボット共同群の学習者の学び方が，システ
ム単独群に比べて，ヒント翻訳を使いながら英単語を
学ぶ方法から例文中で英単語の意味を推測して英単語
を学ぶ方法へと変化したことが示唆された．また，自

図５　ヒント翻訳使用率

図６　各群の推測テストの平均点

図３　ロボットの賢さの変化
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由記述アンケート，置き去り回数（図７）から，ロボッ
トの正解率が向上し解き方が変化しいく過程で，学習
者はロボットの発話や解き方に注目して，例文中で英
単語の意味を推測しながら英単語を学ぶ学び方を獲得
したことがわかった．賢くなるロボットと協調学習を
行うことは，学習者に対して，解き方が変化しいく過
程にあるロボットの発話や解き方を観察することを促
し，Learning by Obseringによって新たな学び方を獲
得する効果を持つことを示唆している．

５．教育支援ロボットとネットワーク経由
で通信する教員用システム

これまでの章で解説したとおり，従来の教育支援ロ
ボットの研究は，教育支援ロボットが学習者に及ぼす
効果を検証する点に注目する研究が多い．一方で，教
育支援ロボットと連動するシステムに注目した研究は
極めて少ない．近年の教育現場ではタブレット端末な
どの情報端末の導入が増加しており，近い将来には教
員と生徒全員が情報端末を活用した授業が行われるこ
とが容易に想像できる［25， 26］．そのような状況にロ
ボットを導入すると，ロボットは外部にあるシステム
と連動する必要がある．しかしながら，現在のロボッ
トと連動するシステムには，（1）特定のロボットとし
か通信できない，（2）通信が行えるロボットは一体の
みである，という問題点がある［27］．
そこで筆者らは，Robot Service Network Protocol

（RSNP）を教育支援ロボットに導入して，インター
ネット経由でロボットの行動指示と学習者の状況把握
を行う教員用システムを提案している［28， 29］．RSNP
はロボットをインターネット経由でサーバ内のシステ
ムと相互接続するために策定されたロボットサービス
プラットフォーム［30， 31］であり，多様なロボットに
利用できる．したがって，RSNPを導入したロボット
であれば，教員用システムによって学習内容の通信が
可能となる．また，RSNPは従来の通信プロトコルに
比べ，セキュアであり，学習者の学習状況といった個
人情報を安全に扱える．
図８に教員用システムの全体概要を示す．システム
は，教育支援ロボット（Robot Side）と，教員用システ
ム（Server Side）で構成される．

図７　置き去り回数

図８　システムの全体構造

Robot Sideでは，ロボットは学習者の学習を支援す
る．ロボットには学習者の学習を支援するための行動
が実装されている．たとえば文献［29］では，認知的徒
弟制理論による６段階のアプローチ［32］に基づいた６
つの行動がロボットに設計されている．また，ロボッ
トはRSNPを用いてServer Sideに通信し，Server Side
にあるデータベースからの教員の指示の読み取りや，
データベースへの学習者の成績の記録を行う．
Server Sideでは，サーバに構築された教員用システ
ムにアクセスすると，学習者全員の成績を分析したグ
ラフが表示され，学習者全体の学習状況を確認でき
る．また，教員用システムでは，学習者一人一人に応
じてロボットの行動を指示でき，指示された行動は
Server Sideにあるデータベースに記録される．
これらによって，教員は場所や時間などによる制限
をうけずに，複数のロボットに対して個々に通信がで
き，学習者の学習状況の把握およびロボットの行動指
示が行えるため，学習効果の向上に寄与できると考える．
文献［28， 29］の教員用システムは，教師型ロボット
の使用を想定して設計されているが，現在，パート
ナー型ロボットのためのシステムの開発を進めている．

６．おわりに
本稿では，協調学習におけるパートナー型教育支援
ロボットの行動とそのロボットが及ぼす学習効果につ
いて，研究事例を踏まえながら述べた．教育支援ロ
ボットの研究は，HRIと学習科学の両領域から注目さ
れ，多様な形で研究が進めれているが，教育支援ロ
ボットにおける研究成果の報告はまだまだ少ない．そ
のため，どのようなロボットの行動が学習者の教育支
援に有効であるか明確な定義を行うことは難しい．し
かしながら，教育支援ロボットの研究は，研究に対す
る貢献ばかりではなく，人の学習環境にも大きな効果
をもたらすことが期待されている．今後は，教育支援
ロボットを学習現場に長期的に導入した際の影響や，
学習科学における学習理論を応用した教育支援ロボッ
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トの行動モデルの構築など，より実用的な研究開発へ
の展開が望まれる．

参　考　文　献

［１］ M. Shiomo, T. Kanda, H. Ishiguro and N. Hagita:
“Interactive humanoid robots for a science museum,”
IEEE Intelligent System, Vol.22, No.2, pp.25－32,2007．

［２］ 小林宏：“表情豊かな顔ロボットの開発と受付システ
ムの実現，”日本ロボット学会誌，Vol.24，No.6，pp.708－
711，2006．

［３］ H. Ishiguro, T. Ono, M. Imai, T. Maeda, T. Kanda and
R. Nakatsu:“Robovie: An interactive humanoid robot,”
International Journal of Industrial Robotics, Vol.28,
No.6, pp.498－ 503, 2001．

［４］ 石黒浩：“アンドロイドサイエンス－人間を知るため
のロボット研究－，”毎日コミュニケーションズ，
2007．

［５］ K. Shinozawa, F. Naya, J. Yamato and K. Kogure:
“Differences in effect of robot and screen agent rec-
ommendations on human decision－making,”Interna-
tional Journal of Human－ Computer Studies, Vol.62,
No.2, pp.267－ 279, 2005．

［６］ W. A. Bainbridge, J. Hart, E. S. Kim and B .Scassellati:
“The effect of presence on human－robot interaction,”
IEEE International Symposium on Robot and Human
Interactive Communication, pp.701－ 706, 2008．

［７］ 三宅なほみ，石黒浩：“人とロボットの協創へ向けて，”
日本ロボット学会誌，Vol.29，No.10，pp.868－ 870，
2011．

［８］ 三宅なほみ：“人ロボット共生学：実践的な学習研究
にロボットを導入して，何ができるか，”認知科学，
Vol.19，No.3，pp.292－ 301，2012．

［９］ 笠井俊信，岡本敬雄：“仮想的協調学習環境における
エージェント間コラボレーション，”情報処理学会論
文誌，Vol.40，No.11，pp.3934－ 3945，1999．

［10］ J. Davis, K. Leelawong, K. Belynne, G. Biswas, N. Vye,
R. Bodenheimer and J. Bransford:“Intelligent user
interface design for teachable agent systems,”Interna-
tional Conference on Intelligent User Interface, pp.26－
33, 2003．

［11］ J. Han, M. Jo, V. Jones and J. H. Jo:“Comparative study
on the educational use of home robots for children, ”
Journal of Information Processing Systems, Vol.4, No.4,
pp.159－ 168, 2008.

［12］ Z. －J. You, C. －Y. Shen, C. －W. Chang, B. －J. Liu and
G. －D. Chen:“A robot as a teching assistant in an En-
glish class,”IEEE International Conference on Ad-
vanced Learning Technologies, pp.87－ 91, 2006．

［13］ C. Bereiter:“Education and mind in the knowledge
age,”Routledge, 2002．

［14］ P. Griffn, B. McGaw and E. Care;“Assessment and
teaching of 21st century skills,”Springer－Verlag, 2012.

［15］ C. E. Humelo－Silver, C. A. Chinn, C. Chan and A. M.
O’Donnell:“The international handbook of collabora-
tive learning（educational psychology hand－book）,”
Routledge, 2013．

［16］ R. K. Sawyer:“The cambridge handbook of learning

sciences,”Camdridge University Press, 2006.
［17］ D. L. Scwartz and T. Martin:“Inventing to prepare for

learning: the hidden effciency of original student pro-
duction in statistics instruction,” Cognition & Instruc-
tion, Vol.22, pp.129－ 184．

［18］ 神田崇行，平野貴幸，ダニエルイートン，石黒浩：“日
常生活の場で長期相互作用する人間型対話ロボット－
語学教育への適用の試み－，”日本ロボット学会誌，
Vol.22，No.5，pp.636－ 647，2004．

［19］ 小泉智史，神田崇行，宮下敬宏：“ソーシャルロボッ
トを用いた協調学習実験，”日本ロボット学会誌，
Vol.29，No.10，pp.902－ 906，2011．

［20］ 白水始，中原淳：“人の主体的な問題解決を促すロボッ
トの役割，”日本ロボット学会誌，Vol.29，No.10，
pp.898－ 901，2011．

［21］ 松添静子，田中文英：“教育支援ロボットの賢さの違
いが子どもの英単語学習に及ぼす影響，”人工知能学
会論文誌，Vol.28，No.2，pp.170－ 178，2013．

［22］ F. Jimenez and M. Kanoh: “Robot that can promote learn-
ing by observing in collaborative learning,” IEEE In-
ternational Conference on Systems, Man and Cyber-
netics, 2013．

［23］ 田中文英：“幼児教育現場におけるソーシャルロボッ
ト研究とその応用，”日本ロボット学会誌，Vol.29，
No.1，pp.19－ 22，2011．

［24］ ジメネスフェリックス，加納政芳：“英単語学習シス
テムにおける足場かけ使用による学習能力の変化，”
知能と情報，Vol.25，No.5，pp.880－ 888，2013．

［25］ 文部科学省：平成 24年度学校における教育の情報化
の実施等に関する調査結果，2013． Available:
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/09/

1339553.htm

［26］ 文部科学省：「教育の情報化ビジョン」の公表について，
2011．Available: http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/23/04/1305484.htm

［27］ O. H. Kwon, S. Y. Koo, Y. G. Kim and D. S. Kown:
“Telepresence robot system for English tutoring,”
IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social
Impacts, pp.152－ 155, 2010．

［28］ ジメネスフェリックス，加納政芳：“RSNPを用いた英
単語学習支援ロボットの開発，”日本ロボット学会学
術講演会，2012．

［29］ ジメネスフェリックス，加納政芳：“教育現場でのロ
ボット活用を円滑にする教育用システム，”日本ロボッ
ト学会学術講演会，2013．

［30］ 成田雅彦，村川賀彦：“ロボット技術の標準化とRSi
（Robot Service Initiative）の取り組み，”日本ロボッ
ト学会誌，Vol.29，No.4，pp.353－ 356，2011．

［31］ 成田雅彦，村川賀彦，植木美和，中本啓之，日浦亮太，
平野線治，蔵田英之，加藤由花：“普及期のロボット
サービス基盤を目指すRSNP（Robot Service Network
Protocol）2.0の開発，”日本ロボット学会誌，Vol.27，
No.8，pp.857－ 867，2009．

［32］ J. Enkenberg:“Situated programming in a LEGOLogo
environment，”Computers and Education, Vol.22，
No.1－ 2，pp.119－ 128，1994．

（２０１３年１２月６日　受付）

7



8 知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）

Vol.26 No.1

［問い合わせ先］
〒466－ 8666　愛知県名古屋市昭和区八事本町101－2
中京大学 工学部
加納　政芳
E－mail：mkanoh@sist.chukyo-u.ac.jp

著　者　紹　介

ジメネス　フェリックス ［学生会員］

　2012年中京大学情報理工学部卒業．
同年，同大学大学院情報科学研究科博
士前期課程進学．教育工学，インタラ
クションの研究に従事．特に，情報技
術及びロボットを活用した教育支援に
興味を持つ．日本ロボット学会，日本
認知科学会各会員．

  か  のう まさよし

加納　政芳 ［正会員］

　2004年名古屋工業大学大学院工学
研究科博士後期課程修了．同年中京大
学講師．2010年同大学准教授．現在
に至る．博士（工学）．感性・知能ロボ
ティクス，インタラクションの研究に
従事．特に，人の感性に主導される
ヒューマン・ロボット・インタラク
ションに興味を持つ．2006年日本感
性工学会技術賞．2010年日本知能情
報ファジィ学会論文賞．日本ロボット
学会，人工知能学会，日本感性工学
会，日本公衆衛生学会，情報処理学
会，電子情報通信学会，IEEE各会
員．

8


