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概要: 本研究は、人のインタラクション様式の違いを理解することを目指し、人と Recurrent Neural Network（RNN）の描画イン

タラクション実験を行う。本年度は特に、RNN 学習用の大規模軌道データ収集とその解析を行った。人同士の実際のインタラクショ

ンを簡略化した、人と RNN の描画インタラクションタスクをデザインし、RNN 学習用データとしてスタートから経由点を通過し

てゴールに到達するような軌道データをWeb 実験により 1050 人から取得した。また同時に、複数の精神疾患尺度によるアンケート

データも取得した。得られた 1035 人分の有効データを用いて解析した結果、特に、アンケート結果から精神疾患項目間での相関がみ

られ、また、各精神疾患項目は三つの因子に分けられることが確認された。
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1 はじめに

インタラクションは会話，スポーツなどという形で我々の

生活に深く関与している．しかし，インタラクションを苦

手とする人（精神疾患患者など）も存在する．彼らを支援

する方法を考えた時，まずはインタラクションそのものを

理解することが大切になる．実生活におけるインタラク

ションの要点を考慮すると，(1)意図を含んだ行為の双方

向性，(2)リーダーとフォロワーの連続的変動の 2要素に

着目した解析を行う必要がある．

インタラクション研究の手法は大きく分けて人対人，人

対人工物の二種類であるが，本研究では解析のしやすさか

ら人対人工物に着目することにする．その中で特に参考に

なる研究として，模倣インタラクション研究 [1] がある．

リカレントニューラルネットワーク（RNN）を用いて人-

ロボット間で模倣インタラクションを行い，参加者を自閉

症者と健常者の 2 つにカテゴリー分けをしている．イン

タラクションの双方向性，連続的変動という 2 要素を踏

まえられているものの，サンプル数が 57と少なく，評価

方法も 2 つのカテゴリー分けになっているという問題が

ある．これら 2つの問題点を解決しているWeb上画像選

択タスクによるデータ解析 [2]では，大規模データと複数

の精神疾患尺度との関連について解析されている．また，

Web上の人-RNN間描画タスクとして Sketch-RNN[3]の

研究がある．

以上 3つの先行研究を踏まえ，本研究では複数の精神疾

患尺度を用いたインタラクション解析を通して人によるイ

ンタラクションの違いを理解することを目的として，双方

向性・連続的変動があり，大規模かつ広く精神疾患に着目

した描画インタラクションの解析を行う．

2 手法

タスク設定を図 1 に示す．人と RNN はそれぞれ赤いス

タート地点から緑のゴールまで、二つの四角い中継点のう

ちのどちらかを通り線を描く．この時人は事前に選択した

中継点を通り，かつ RNNの描く線となるべく近くなるよ

うに線を描くことが求められる．RNNも事前に設定され

た中継点を通り，かつ人の振る舞いを受けた経路を描く．

人と RNNとが互いに影響を与え，また，どちらが先行す

るかも連続的に変化しながらスタートからゴールまで経路

をたどる．これは先に述べた双方向性と連続的変動を含ん

だインタラクションを簡略化したタスク設定であるとい

える．

図 1 人ー RNN間描画インタラクション

本実験を行うため，以下の 3つの手順を追う．

1. Web上軌道データ収集

スタート，中継点，ゴールの経路をたどるタスク．

1000人程度分集める．

2. 学習

1で取得したデータを RNNで学習させる．

3. 人-RNN間インタラクション実験
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2 で学習させたモデルを用いて人とのインタラク

ション実験を行う．

本研究では 1 段階目の Web 上軌道データ収集までを

行った．データ収集の流れは以下の通りである．

1. スクリーニング

質問文を読まずに回答している人を除外する．

2. 軌道データ収集

スタートから中継点を通りゴールに行くまでの経路

データを収集する．

3. 精神疾患傾向に関するアンケート

統合失調症 (SPQB)，強迫性障害傾向 (OCI)、鬱傾

向 (PHQ)，状態不安 (STAI1)，特性不安 (STAI2)，

自閉傾向 (AQ)，ADHD 傾向 (ASRS) の尺度を用

いる．

3 結果

一人あたり 28 種類，計 168 個の軌道データを 1050 人分

収集した．収集した軌道パターンの例を図 2に示す．

図 2 軌道パターン

1050人のうち 1035人が軌道，アンケート共に完全なデー

タであり，そのうちの 1025人は成功率（正しくスタート，

中継点，ゴールを通ることができていた）が 95%以上で

あった．また，データの質を維持するため，精神疾患質問

項目内に引っ掛け問題を用意した．正しくできなかった人

は 1035人中 5人のみであり，質の高いデータが取得でき

たと言える．

7つの精神疾患傾向（統合失調症，強迫性障害，鬱，状態

不安，特性不安，自閉症，ADHD）同士の相関分析を行っ

た結果，各精神疾患尺度間で正の相関が見られた．先行研

究 [2]同様，特に鬱と不安，自閉症と統合失調症との間に

強い正の相関が確認された．（図 3）

精神疾患傾向の全質問項目間の因子分析を行ったとこ

ろ，強迫性障害傾向，不安・鬱傾向，自閉傾向の 3因子に

大別された．（図 4）これにより本研究で得られたデータ

の妥当性が確認された．

図 3 相関分析結果

図 4 因子分析結果

4 まとめ

本研究では，Web 上の人-RNN 間描画インタラクション

を行うための，タスクデザイン，学習用大規模データ収集

とその解析を行った．精神疾患項目間の相関分析，因子分

析の結果が先行研究の結果と概ね一致し，収集したデータ

の妥当性を示した．今後は本実験で収集したデータを用い

RNNの学習を行い，人と学習させた RNNによる描画イ

ンタラクションの大規模Web実験を行う予定である．
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