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概要：	 本研究では，自閉症当事者のコミュニケーション理解を目的として，再帰結合型神経回路モデル・Kinect・ロボ
ットを統合した模倣インタラクションシステムを構築し，そのシステムを用いて健常者を対象とした実験を行った．
Kinectで取得した人間の双腕運動とそれに対応するロボットの運動を神経回路モデルに学習させ，ロボットの前で学習し
た運動パターンの双腕運動をジェスチャーで示すと，ロボットが人の動作を模倣するというシステムである．実験では被
験者はジェスチャーを用いてロボットが学習した運動パターンを見つける．そして実験の評価を，神経回路のダイナミク
スという客観的視点とアンケートを用いた主観的視点の２つの観点から行った．ロボット実験の結果，インタラクション
を神経回路の内部ダイナミクスとして解析可能となり，また神経回路モデルの挙動とアンケートの対応関係が確認できた． 
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１．はじめに 
人の生活に身近なロボットの研究が進み，人とロ

ボットのインタラクションを分析する実験が多く

行われている．特に自閉症児は人よりぬいぐるみの

ような無生物には心を開きやすいという特徴から，

自閉症児の療育を目的としてロボットを用いる試

みが報告されている[1]．その多くは自閉症児対人，
自閉症児対ロボットといった自閉症児を中心とし

た比較実験であったが，Boucenna ら[2]はロボット
対定型発達児，ロボット対自閉症児といったロボッ

トを中心とした比較実験を行った．実験では定型発

達児と自閉症児がそれぞれジェスチャーを用いて

複数のポーズをロボットに教えた．これをロボット

は階層型の神経回路モデル (Feedforward Neural 
Network: FNN)を用いて学習する．実験の結果，ロ
ボットの学習には定型発達児に比べ自閉症児に教

わった際に多くのニューロンが必要となることが

示された．これは一見違いが無い動作であっても，

FNN の学習を通して評価することで，自閉症児に
よって教示されたポーズの複雑性が高いことを捉

えたためと考えられる．このアプローチでは，従来

の行動観察による理解が中心だった自閉症の症状

に対してロボットを用いた新しい手法を提案して

いる．しかし本来あるべき動的なコミュニケーショ

ンを扱っておらず，さらに FNN の静的な特性のみ
が分析の対象であった．また Itoら[3]はロボットと
人間の動的なコミュニケーションを再帰結合型神

経回路モデル(Recurrent NN: RNN)の内部ダイナミ
クスで解析しており興味深い分析結果を示してい

る．しかし実験は健常者のみを対象とし，自閉症児

との比較実験は行われていない．またこれらの研究

において被験者の主観的評価は考慮されていない．  
そこで，我々はロボットによる健常者と自閉症当

事者それぞれのインタラクションを模倣ゲームと

いう動的なコミュニケーションにより解析し，自閉

症当事者のコミュニケーション理解を目指す．本研

究では，動的インタラクションを実現するために内

部ダイナミクスを有する RNN とヒューマノイドロ
ボットによる模倣システムを構築し，健常者を対象

とした実験と RNNの挙動の解析を行った．  

２．模倣インタラクションシステム 
	 本研究では，人間とロボット双方向のインタラク

ションを実現するために RNN 
・Kinect・ヒューマノイドロボット NAO を統合し
た模倣インタラクションシステムを構築した（Fig.
１）． 
	 まず RNN の学習データ作成のため，ロボットに
は学習させたい運動パターンの動作を生成するよ

うプログラムし，その動きに合わせて人が両腕を動

かした．その際の Kinectにより認識された人の両手
首の３次元座標（計６次元）とロボットの両肩肘の

関節角度（各２自由度，計８次元）の合計１４次元

のデータを記録し，そのデータを RNN で学習させ
た．インタラクションの際は学習後のRNNにKinect
で取得した現在の人の両手首の３次元座標が入力

され，次の時間の人の両手首の３次元座標とロボッ

トの両肩肘の関節角度の予測結果が出力される．ロ

ボットは RNN により出力された両肩肘の関節角度

Fig. 1.  構築した模倣インタラクションシステム  



の値に従い腕を動かす． 

３．実験設定 
本研究では Itoらの実験[3]を参考に人間とロボッ

トの模倣ゲームを行った．ロボットにあらかじめい

くつかの運動パターンを学習させておく．実験参加

者がロボットの学習した運動パターンに対応した

双腕運動を示すと，その運動に引き込まれてロボッ

トも同様の運動を生成し，模倣が成立する．学習し

ていない運動パターンに対しては模倣が成立しな

い．実験参加者には以上の性質を利用してロボット

の学習している運動パターンをできるだけ多く見

つけるよう指示した．模倣ゲームは１ターム２分と

し計４回行い，ターム終了毎にロボットの印象評価，

ロボットの運動評価，ゲームの評価に関するアンケ

ートに回答してもらった．項目は既存研究[4][5]を
参考に選出した． 
本実験では NAO に RNN を用いて５種類の運動

パターンを学習させて模倣ゲームを行った（Fig.２）．
学習させた運動パターンはいずれも両腕のみを使

った周期運動である．また被験者は男性２６名女性

１５名の計４１名で，本実験は倫理委員会の承認を

得て行った（研究計画 2015-088）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．実験結果 
４１名の実験参加者の内４０名が１つ以上の双

腕運動においてロボットと動きが同調し，運動パタ

ーンを発見できたと答えた． 
そこで，実験参加者が見つけた運動パターンの成

否を客観的に確認するため，実験参加者がロボット

と同調したと感じた際の人の両手首の３次元座標

とロボットの両肩肘の関節角度の RNN の出力を２
次元ずつプロットし，実際に学習させた際の周期運

動の RNNの出力と比較した（Fig.３）．図から学習
した運動と実験で生成した運動は同一の運動パタ

ーンであると言える．さらに，RNN の内部ダイナ
ミクスにおいても同様に比較したところ，学習後の

運動パターンと模倣ゲームにおける運動パターン

は一致した．（Fig.４）． 
また内部ダイナミクスの周期性とアンケートに

よる主観的評価の対応関係を確認したところ，周期

性とロボットの印象評価やゲーム評価に関する複

数の項目との間に相関関係が見られた． 

 

５．おわりに 
	 本研究では，自閉症当事者のコミュニケーション

理解を目的としたヒューマノイドロボットによる

模倣インタラクションシステムを構築した．人間の

双腕運動に対応するロボット動作を神経回路モデ

ルに学習させ，人間とロボットの模倣インタラクシ

ョンを行った．健常者を対象とした実験の結果，イ

ンタラクションを神経回路のダイナミクスとして

解析可能となり，また神経回路の挙動とアンケート

の対応関係が確認できた．今後このシステムを健常

者だけでなく自閉症当事者に応用し，自閉症の症状

の一つであるコミュニケーション障害の解析を行

う．  
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Fig.3.  RNN の出力：学習した運動パターン（左）
と模倣ゲーム中に生成された運動パターン（右）  

Fig.4.  上図の出力に対応した RNN の内部ダイ
ナミクス 

Fig.2.  実験の様子  


