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概要：近年，自閉症スペクトラム（Autism Spectrum Disorder :ASD ）と診断される人は増加の一途を辿ってい
る．一方で，現在の ASD 診断は専門医の観察に基づいており，その診断の難しさや定量性の無さが問題視されて
いる．そこで，本研究では定量性を持った診断手法の提案を目標として，ASD 当事者を対象としたロボットによ
る模倣を用いたインタラクション実験を行い，ASD 当事者のロボットに対するコミュニケーション手法の解析を
行った．インタラクションの様子を，リカレントニューラルネットワーク（Recurrent Neural Network ;RNN）
を用いて解析した結果，健常者と ASD 当事者のコミュニケーション手法には差異が確認された．
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１．はじめに
近年，自閉症スペクトラム（Autism Spectrum Disorder :
ASD）と診断される人は増加の一途を辿っている． ASD
診断は専門医によって行われるが，その診断は専門医
の観察に依るものであり定量化されていないことが問題
視されている．
一方で，自閉症児は人よりもロボットのような無生物との
コミュニケーションを得意とするという特徴から，自閉症児
とロボットのインタラクションを調査する実験が報告されて
いる[1][2]．しかし，これらの ASD 当事者とロボットとのイ
ンタラクションを解析する実験の多くのは，実験室等の様
な実際にコミュニケーションが取られる環境とはかけ離れ
た不自然な環境で行われていた．ASD の定量的な診断，
療育方法を検討するには彼らが苦手とする人-人で行わ
れる様な動的かつ双方向性を有したコミュニケーション
実験を行う必要性がある．
平野ら[3]は再帰結合型神経回路モデル（Recurrent
Neural Network : RNN），モーションキャプチャーデバイ
ス（Kinect），ロボットを統合したインタラクションシステム
を用いた実験を行うことで動的かつ双方向性を有したコ
ミュニケーション実験を行った．この研究では，成人の健
常者を対象に模倣を用いた実験を行い，人間–ロボット
のインタラクションの様子を RNN の内部ダイナミクスという
客観的評価と，被験者の主観的評価を取得した．実験
の結果，インタラクションの様子を客観的評価、主観的評
価には対応関係が確認され，当システムを用いてのイン
タラクション解析が可能であることが示された．
そこで，本研究では ASD 当事者を被験者としたコミュニ
ケーション実験を行った．そして得られた結果を客観的
評価視点，主観的評価視点の両側面から評価し，その
結果を健常者が被験者として行われた平野ら[3]の実験
結果と比較・検討した．
２．本研究のアプローチ
本研究では，動的かつ双方向性を有したコミュニケー
ション実現のために，模倣インタラクションシステムを用い
て模倣を用いたゲーム(Fig.1)を行った．
模倣インタラクションシステムの概要を以下に示す．
まず，５種類の周期的な双腕運動のデータをロボットに

プログラムする．次に，人はプログラムされた周期運動に
合わせて人が双腕運動を示す．その際，Kinect を用いて
人の両手首の３次元座標（計６次元）とロボットの両腕肘
の関節角度（各２自由度，計８次元）を取得し，それらの
データを RNN に学習させた．
模倣インタラクションシステムでは人が Kinect を用いて
取得した被験者の両手首の３次元座標を入力として，
RNN を用いて次のタイムステップにおける被験者の両手
首の３次元座標，ロボットの関節角度の予測を出力する．
そして，ロボットは RNN によって出力された関節角度の予
測に基づいて運動を生成する．つまり，被験者がロボット
の学習した５種類の運動を示すと，ロボットは被験者に同
調するように運動を生成することが可能となり，模倣が成
立する，という設定となっている．
本研究では，インタラクションによって得られたデータを
RNN の内部ダイナミクスを用いた客観的評価視点と被験
者に対するアンケートを用いた主観的評価視点の両側面
から解析し，健常者を対象とした同実験[3]の結果と比較
することで，ASD 当事者のコミュニケーション解析を行っ
た．

Fig.1 模倣ゲームの様子
３．実験設定
本研究では平野らの実験[3]で用いられた模倣インタラク
ションシステムを用いて，ASD 当事者を対象とした模倣ゲ
ームを行った．
模倣ゲームにおいて，被験者にはロボットの前で両腕を
使った周期運動のジェスチャーを用いてロボットが学習し
た運動パターンを探索するように指示した．

その際，模倣インタラクションシステムの概要を説明し
た上でロボットの学習しているパターンを出来る限り多く
探すという条件を提示した．模倣ゲームは１ターム２分で
計４ターム行い，ターム終了毎にアンケートに回答しても
らった．アンケートの項目は，全２３項目あり，大きく（A）ロ
ボットに対する印象評価，(B)ロボットの運動評価，(C)実
験で行われたゲームの評価，の３つのセクションに分か
れている．
また，被験者の半数には模倣ゲームの際にエラーグラ
フを表示した．このエラーグラフは RNN によって出力され
た次のタイムステップの予測に対する被験者の両手首座
標との誤差を示しており，被験者にはこのエラーグラフ
（Fig.2）をヒントにパターン探索を行ってもらった．
本実験の被験者の ASD 当事者は，自閉症スペクトラム
障害／アスペルガー障害／広汎性発達障害／特定不
能の広汎性発達障害，のいずれかの診断を専門医から
受けた 20〜50 代の 16 名である．

重ねる毎にロボットは能動的に運動を生成したと感じる
傾向にあったが，ASD 当事者にはそれが見られなかった．
ゲームに対する評価では，ゲームの成功度の項目にて，
エラー値の有無が健常者と ASD 当事者にて有意差が見
られた．ASD 当事者はエラー表示有の際に，ゲームが失
敗したと感じていることがわかった．

Fig.3 1 つのパターンの繰り返し

Fig.2 表示したエラーグラフ
４．実験結果と考察
４．1.運動パターンの探索
本研究では，模倣ゲームにおいて被験者が運動パタ
ーンを発見したか否かを客観的に評価する目的で RNN
の 内 部 ダイナミクスを主 成 分 分 析 に よって評 価 した．
Fig.3, Fig.4 に例を示す．
（※黒点：インタラクション中の内部ダイナミクス）
実験の結果，１ターム内に２分間１つのパターンを繰り
返しジェスチャーし続ける被験者は，健常者の場合 1/41
名だったのに対して ASD 当事者では 4/16 名となった．
これは，ASD の症状の１つでもある常同行動が主成分分
析によって確認することが出来ることを示していると考え
られる．（Fig.3）
また， １ターム内に３パターン以上の周期運動を発見
することが出来た被験者は，健常者の場合 6/41 名だっ
たのに対して，ASD 当事者では 0/16 名であった．ASD
当事者のパターン探索は大きく２通りに分けられ（１）同じ
パターンに固執(Fig.3)，（２）複数のパターンを探索する
がロボットとの同調は無い(Fig.4)，というものが多く見受
けられた．
４．２.被験者の主観的評価
アンケートの結果，インタラクションの際のエラー値の表
示の有無によって健常者と ASD 当事者のロボットに対す
る印象評価に有意差（p<0.001）が見られ，エラー値の表
示によって，ASD 当事者はロボットにたいしてネガティブ
な印象を抱く傾向にあることがわかった．これは，ASD 当
事者がエラー値の様な，コミュニケーション相手が発信
する情報の理解を苦手としていることを示していると考え
られる．また，ロボットの運動評価において，ロボットは能
動的に動いたか，という項目にて健常者はタームが回を

Fig.4 複数のパターンの探索
（黒点：インタラクション中の内部ダイナミクス）
５．おわりに
本研究では，ASD 当事者を対象としたインタラクション実
験を行い，その結果を RNN の内部ダイナミクスとアンケート
によって解析し，健常者を対象とした．平野ら[3]の結果と
比較した．結果，ASD 当事者と健常者のコミュニケーション
には客観的視点からも主観的視点からも相違点が発見さ
れた．
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