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研究成果の概要（和文）：本研究では，言語情報の中でも非言語情報が多く含まれている，擬態語・擬音語（オ
ノマトペ），および感動詞，幼児語に着目したヒューマンロボットインタラクション「はざまインタラクショ
ン」を提案する．具体的なインタラクションの場面として，教育支援現場を考え，それに必要な要素技術の確立
を目指した評価実験を行い，はざまインタラクションによって生じる効果を検証する．

研究成果の概要（英文）：In this research, we propose a human robot interaction that focuses on 
mimetic and onomatopoetic words, interjections and infant words, which contain a lot of nonverbal 
information compared to other linguistic information, and investigate the effect of this 
interaction. As a specific application scene of robots, we consider educational support situations, 
and aim for establishment of elemental technologies required by the interaction.

研究分野： Human robot interaction
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１．研究開始当初の背景 
 これまでのロボットは，人の言動や感情を
認識して応答するものが一般的であるが，多
用途化を目指したり，機能以上の外観を与え
たりすると，適応ギャップを感じさせる原因
となる．たとえば，我々は，家庭用会話ロボ
ットであれば日常会話ができると思うし，足
のあるロボットは当然歩けると期待する．し
かし，我々が期待したことをロボットが期待
通りに行えなかった場合にユーザは強い落
胆（適応ギャップ）を感じてしまい，ロボッ
トへの信頼感や親近感を損なう原因となり
得る．これらのことから，特定の用途におけ
る，適応ギャップを感じさせない新たなヒュ
ーマンロボットインタラクションをデザイ
ンすることが重要といえる．本研究では，教
育支援のためのインタラクションについて
考える． 
 日本においては，養育者は子どもに対して，
オノマトペを副詞的に付与した動詞を多用
する傾向がある．たとえば，「ぐんぐん伸び
る」「こそこそする」などである．幼少時の
これらの体験は，オノマトペと学習時の意欲
を無意識的に関連づけさせると思われる．こ
のことから，ロボットの発話内容に単なる副
詞（たとえば，「すごく」）ではなく，オノマ
トペ（「ぐんぐん」）を付与することで，先行
刺激のオノマトペによって後続刺激となる
学習意欲（内的刺激）が促進されるという，
一種のプラミング効果を引き出し，学習成績
の向上につながるものと考える．本研究では，
オノマトペの他に，非言語情報を多く含む感
動詞，幼児語の効果も調査する． 
 
２．研究の目的 
本研究では，言語情報の中でも非言語情報
を多く含む，擬態語・擬音語（オノマトペ）
および感動詞・幼児語に着目したヒューマン
ロボットインタラクションを提案し，このイ
ンタラクションから生まれる効果を調査す
る． 
 
３．研究の方法 
 本研究では，以下 4 点の研究を行う． 
(1) オノマトペを用いた書写教示ロボット

の開発・評価 
書写学習は，熟練者から指導を受ける際
にも，筆圧や筆速といった感覚的な筆遣
いを的確に学ぶことは難しい．このよう
な現状から，オノマトペを用いた書写教
示ロボットを開発し，その有効性を調査
する． 

(2) オノマトペの音象徴属性値の調整 
オノマトペをロボットが理解するため
に客観的な印象値を求める必要がある
が，さらには，個々のユーザに対して，
適切な振る舞いを行う必要がある．そこ
で，オノマトペの音象徴属性値を調整す
る手法について検討する． 

(3) 感情モデルを持つロボットとの共同学
習でおきる心理効果の調査 
教育支援現場においてより親和性の高
いロボットを開発するために感情モデ
ルを持つ教育支援ロボットの開発を行
う． 

(4) ロボットの外見と発話内容のミスマッ
チによる心理的影響の調査 
ロボットがオノマトペなどを発話する
ことによって違和感が生じる恐れがあ
る．ここでは，ロボットの外見と発話内
容のミスマッチについて調査する． 

 
４．研究成果 
(1) 図 1 に示す書写ロボットを開発し，数値

化されたオノマトペを用いて熟練者の
書写技能を教示するパーソナルロボッ
トの書写技能伝達能力を評価した．実験
には，手本を見ながら書写学習を行う手
本群，ロボットが書写動作を提示しなが
ら学習するロボット群，ロボットが書写
動作をしながら，オノマトペを用いて運
筆を表現するオノマトペロボット群を
設け，比較を行った．表 1 に実験結果を
示す．実験の結果，書写技能教示ロボッ
トを用いることで，書写の学習者に対し
て書写技能の伝達を促すことが確認で
きた． 
  

 

 

図 1：ロボットの外観とロボットがオノマトペを用い

て筆記した文字「は」 
 
表 1：実験結果．  

群 得点 群 得点 p 値 

手本群 18.4 ロボット群 24.1 <0.001 

手本群 18.4 オノマトペ

ロボット群 
22.2 0.009 

ロボット群 24.1 オノマトペ

ロボット群 
22.2 0.265 

 
(2) 個々人によって印象のばらつきの多い

オノマトペに対しては，ロボットの動作
を設計する際に，オノマトペの音象徴を
表現する属性値をユーザごとに設定す
ることが必要となる．そこで本研究では，
オノマトペの客観的な音象徴属性値を
調整する手法を提案した．以下の式にオ
ノマトペの印象を強める更新式を示す． 



 
同様に，以下の式に印象を弱める更新式
を示す． 

 
提案手法によって主観的な印象を付与
した動作が生成できるかを確認するた
めに，「調整前動作」を-1 点，「どちらで
もない」を 0 点，「調整後動作」を+1 点 
とした際に，平均値が 0 点を超えた場合
を有効性があるとして，母分散が未知の
場合の平均値の検定を行った．その結果，
有意水準 5%で有意に平均値が高いこと
が示された（avg = 1.82±4.45, t = 1.92, df = 
21, p = 0.031 片側）． 

(3) 本研究では，Russell の感情円環モデルを
参考に，学習者にロボットが共感してい
ると感じさせる感情表出モデルを提案
した．提案モデルの有効性を確認するた
めに，提案モデルを実装したロボットと
学習する提案モデル群，従来モデルを実
装したロボットと学習する比較モデル
群，ランダムで感情表出するロボットと
学習する統制群による比較実験を行っ
た．各群における学習効果については，
分散分析の結果，差は認められなかった
（t = 0.81, df = (2, 12), p = 0.47, n.s.）．しか
し，ロボットの印象評価では，提案モデ
ルを実装したロボットは，従来モデルを
用いたロボットに比較して学習者に親
密度と共感度を与えることができた． 

(4) 本研究では，非言語と言語の中間的な存
在である幼児的発話に注目する．幼児の
発する曖昧なことばに対して，成人はそ
の場に応じて様々な解釈を加えること
が多々ある．幼児が「まま」と言ったと
きに「母」なのか「食事」なのかを幼児
の心理を読み取ってインタラクション
するなどである．このように，幼児的な
発話という曖昧な言語情報であれば，成
人と幼児の関係性のように，人がロボッ
トを理解しようとする心理が働き，人が
ロボットを理解するという心理的イン
タラクションが実現できる可能性があ
る．そこで，新生児的な外見を有するロ

ボットを使用し，幼児的発話の許容され
る範囲を調査し，ヒューマンロボットイ
ンタラクションにおける幼児的発話の
活用の可能性を探った．その結果，1 歳
半前後までの幼児的発話を行うロボッ
トが新生児的な外見をしている場合に
は，インタラクションを開始できること，
また，幼児的発話を用いた心理的インタ
ラクションが実現できることが示され
た． 
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