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対話型ロボットのための友達関係推定モデル
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�� はじめに

近年、人と相互作用する対話型ロボットの研究が盛

んに行われており ��� ���、その活動の場面は徐々に日常

的、社会的になりつつある。例えば我々は自律的に人

と相互作用を行う人間型対話型ロボット �������を用

いて、小学校で２ヶ月にわたって昼休みに子供たちと

相互作用させるフィールド実験を行った ���。また仲川

らは小型のダンゴ型の身体に視聴覚機能を備えたぬい

ぐるみロボット ��� ��を開発し ���、療育施設のプレ

イルームで１年以上にわたって子供たちと相互作用さ

せる試みを行った。これらのような対話型ロボットは、

ロボット工学が発展するに従って我々の日常生活の中

で広く役割を担うようになると考えられるため、これ

にともなって、ロボットには複数の人々と関わるため

の社会的機能が必要となってゆくだろう。

このような社会的機能の中でも、特に人同士の人間

関係を認識する能力が重要であると我々は考える。こ

れは、日常の場で活動する対話型ロボットが周囲の人

間関係に介在することで、教育的な観点からも有用な

ツールとなりうると考えるからである。例えば我々の
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小学校での実験 ���で観察された次のような場面（図

�）では、ある三人の女子が同時にロボットと遊んで

いたが、このうち二人は親しい友達であった。この二

人は常に互いの近くにおり、頻繁に笑顔を向け合って

いた一方、残りの一人は二人の行動に同調するように

ロボットに話しかけたり触ったりしながらも３人の中

では浮いているような状態であった（図１ !"）。しか

し、ロボットが「秘密」を話し出すと、全員が顔を見

合わせていっせいにロボットの発話に注目した（図１

!�"）。（この実験ではロボットは子供たちと遊んだ時

間に応じて「ロボビーの秘密を教えてあげるね」「こ

のクラスが好きだよ」等の発話を行い、その行動が子

供たちの間で人気だった。）この状況でロボットが周

囲の友達関係を認識できたなら、ロボットが「秘密を

教える」など子供たちの間での相互作用を引き起こす

ような行動を行うことで一人が浮いている状況を避け

るなど、周囲の人間関係を取り持つ役割を担うことが

できる。この延長線上には「イジメを見つけたら教師

に報告する」などの役割も考えられるが、子供たちの

社会的な人格形成は教育の一つの目標であり、日常生

活の場で活動する対話型ロボットが人間関係に介在す

ることでその有用なツールとなる可能性があると我々

は考える（ただし、ロボットの介入は適切な方法のも

とで行われなけれるよう十分注意されなければならな

い）。そして、人間関係を認識することはそのために

要求される基本的な能力である。

この友達関係認識機能を達成するために、我々は人
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図 � 対話型ロボットの周囲での人同士の相互作用
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同士で行われる友好的なインタラクション行動を分析

する必要があると考える。例えば、上記の実験では、

子供たちが友達同士でしばしば頻繁に互いを触ったり、

笑顔で相手を見たり、あるいは常に近くにいるなどの

行動が観察された。我々はこれらの行動から得られる

情報が彼らの友達関係を認識するのに有効であると

考えている。しかし人同士の様々な相互作用から人同

士の友達関係を同定するためのモデルは考えられてい

ない。

人間の相互作用を分析する試みとしては、各種セン

サにより自動的に相互作用を記録・分析する試みが近

年盛んに行われている。これらには例えば無線タグに

よる展示物の情報支援システム ���や、人同士の相互作

用を赤外線 �#タグや複数のセンサで記録しコーパス

を作る試み ���などがある。さらに $��������らは集

団内で行われる対面状況での音声コミュニケーション

をウェアラブルセンサで記録し視覚化する試みを行っ

た ���。しかし、この研究では会話量から明らかになっ

た人同士の関係が実際にはどのような関係であるのか

という点は議論されなかった。さらに、我々も友達関

係を無線タグの情報から自動的に推定することを試み

たが ��� �	�、推定は基礎的な性能にとどまった。

一方で、心理学の分野でも人同士の友好的な関係と

行動を観察する研究は多数行われている。例えば %��

らは子供たちが友好的な関係に基づいて集団を形成し、

ともに行動することを見出した �
�。また、周囲の子供

たちから拒否される（友達だと思ってもらえない）子

供からは悪口を言う、叩く、蹴る、などの攻撃的行動

が多く見られることも知られている ����。しかし、こ

れらの個別の知見はあるものの、具体的にどのような

相互作用を組み合わせて観察すれば友達関係を推定で

きるのか、といった友達関係認識モデルにつながる研

究は行われてこなかった。

本稿ではセンサを利用した自動的な手法ではなく、

人間の観察者が人同士の相互作用を観察することで人

間関係を推定するモデルを確立することを目指す。具

図 � ����"�
と無線タグ
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図 � 実験が行われた教室
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体的には、この小学校での実験のビデオ記録に観察法

を適用することで子供たちの間で起こる相互作用行動

を明らかにし、それを用いて友達関係を認識するモデ

ルを構築する。観察法は心理学で確立された手法で、

観察された行動を人間がコーディングすることによ

り、データを探索的に分析し数量化された結果を得る

ことができる。我々はこの実験から豊富なビデオ記録

を得ているが、これらは統制された実験室実験からは

得られない自然な相互作用を記録したものであり、こ

れを活用するために観察法は適している。そこで本稿

では、観察法を通じて子供たちの相互作用を分析し、

対話型ロボットが人同士の友好的な相互作用から友達

関係を推定するためのモデルを構築したアプローチを

報告する。

�� 小学校での長期相互作用実験

本稿の研究に先立って、我々は対話型ロボット

「�������」を用いて実際の小学校で二ヶ月にわたって

実験を行った ���。この試みの中で我々は人間とロボッ

ト、あるいはロボットの周囲で起こる人間同士の相互

作用を観察し、同時に単純な友達関係推定モデルの性

能を検証した。本稿では、この先行研究で得られたビ

デオ記録を分析することで、���&�����な相互作用を

利用した友達関係推定システムを構築することを目

指す。

�� � 対話型ロボット「�������」と個人の同定

図２に実験で使われた対話型ロボット「�������」を

示す ����。�������は人間に似た表現能力と認識能力

を持つという特徴があり、多数の関節やマイクロフォ

ン、接触センサ、超音波センサ、ステレオカメラ、全

方位視覚センサなどにより自律的に人間と相互作用す

ることができる。これらの制御に必要なコンピュータ

やモータ制御ボード、あるいはバッテリーなども全て

内蔵されている。

�������は一貫して矛盾しないような対話ビヘービ

アを継続するためのソフトウェアメカニズムを持つ。

このメカニズム上に実装された自律対話行動は、「ロ
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ボットは自律的に小さい子供のするようなコミュニ

ケーションを行い、さらに相互作用を持続する」とい

うアイデアに基づき、握手、抱擁、体操のまね、じゃ

んけんなど ���の個々のビヘービアが子供たちからの

センサ刺激に従う一定のルールによって出現するよう

に実現された。

一方で、多数の子供たちを同時に個人同定するため

に、このロボットに無線タグシステムを搭載した。図

２右下にタグと名札への取り付け例を示す。名札の大

きさは約 '()であり、子供でも容易に持ち運ぶこと

ができる。このタグは無線により一定の時間間隔で

�#情報を発信し、ロボットは搭載された読みとり機

によって周囲約 �)の範囲にあるタグとその �#を認

識することができる。実験では子供たちはロボットと

遊ぶ際にこの名札を胸に着用するように指示され、そ

れによってロボットは多数の子供たちを同時に個人同

定することができた。

�� � 実験と結果

この対話型ロボットを用いて、我々は小学校で二ヶ

月にわたるフィールド実験を行った。実験は奈良女子

大学附属小学校において行われ、５年生のあるクラス

に所属する生徒 	*名（男子 �+名、女子 �,名）が実験

に参加した。二ヶ月の実験期間中に、合計 	�日間実験

が行われた。ロボットは教室の中におかれ（図３）、子

供たちは昼食後の約 	�分間の休憩時間のあいだ自由

にロボットと相互作用した。また、友達関係の推定モ

デルを検証するため、実験開始前に質問紙調査によっ

て子供それぞれに友達の名前を最大 '名まで挙げるよ

うに求めた。（このような調査はソシオメトリックテ

ストと呼ばれ、一般に実施されるときは「嫌いな相手」

も問うので倫理的問題が指摘されている。その点を考

慮し、本研究では友達関係のみを調査し、「嫌いな相

手」は質問しなかった。また、調査結果は厳重に管理

し、プライバシーの観点からも配慮を行った。）

図４に子供たちのロボットとの相互作用の推移を示

す。破線は二ヶ月間の間の ,週間の各週を示す。毎日、

おおむね延べ ��人がロボットと相互作用を行った（図

５ !"）。子供たちの実験全体を通じた相互作用時間は

平均 *�分であり、その傾向としては最初の �週間は

ロボットの周囲は混雑し、その後は徐々に相互作用す

る子供の数が少なくなっていき、最後の �週間で相互

作用する子供は再び増加した。これらの結果は ���で

詳しく報告されている。

実験期間の初めの５日は、ロボットの周囲は著しく

混雑し、しばしば子供たちは列を作ってロボットと遊

ぶ順番を待った（図５ !�"、!("）。また、実験の最終

日には、実験に先立ってクラスでロボットに対するお

別れ会が開かれた（図５ !�"）。���ではこれらのデータ

も分析の対象としたが、本稿ではより一般的な状況で

行われる相互作用を対象とするため、これらのデータ

は分析から除外する。

�� 友達関係推定モデル

�� � 友達関係の定義と推定の対象

本稿では、前出の質問紙調査において二者-、.の

いずれかが相手を友達として指名した場合、この両者

の間に友達関係が存在するとして扱った。これは我々

の先行研究 ��� �	�と同様の定義であるが、友達関係を

「一方が他方を『友達』だと思っている」こととして

定義したことになる。我々がこのような関係を友達関

係として扱うのは、「長い時間一緒にいる」や「たま

たま一緒に遊んだ」などの表面的な関係に比べ、子供

たちへの影響が大きいという観点から重要であると考

えたからである。一方で、本稿において友達関係を推

定する対象は同性同士の関係のみとした。これは、本

稿のデータが対象とする子供たちの年齢では、同性同

士で行動することが多いことが心理学の分野などで明

らかであり、異性間の友達関係が同性間に比べて少な

いこと、そして例え存在しても子供たちが質問紙に回

答するのをためらうことが推測されるからである。実

際、質問紙で異性を友達として指名する回答は皆無で

あった。この研究の目的は友達関係を推定するモデル

を構築することであるが、現在の段階で異性間の関係

を考慮することはいたずらに問題を複雑にするもので

あり、まずは同性での関係に対象を絞ってモデルを構

築することが将来の対象を限定しない推定モデルにも

つながるものであると考える。よって、実験の対象と

なったクラス内での同性関係の総数は 	�/（うち男子

同士の関係が �'	）であり、うち友達関係は ��0（同

'�）であった。

�� � モデルが推定に利用する相互作用

本稿で提案する友達関係推定モデルは、二者間で行

われる相互作用から友達関係を推定しようとする点で

従来のモデルと異なる。そのために、我々はまずビデ

オ記録から子供たちの間で起こる相互作用を観察し、

分類した。次にこの分類に基づいて、それぞれのカテ

ゴリに含まれる相互作用が子供たちの間で起こった回

数をビデオ記録より求めた。そして、このデータから

友達関係を推定するモデルを構築した。これらの分析

で、データは２章で述べた実験から得られたビデオ記

録を用いた。

なお、本稿ではモデルはロボットの周囲で観察され

た相互作用の情報のみを用いて推定を行った。これは、

推定する主体がロボットであるので、まずはロボット

の周囲で得られる情報のみからどの程度の推定を行え

るかを明らかにしようと考えたからである。本稿では
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図 * 子供たちとロボットの相互作用時間の変遷
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ロボットの周囲とそれ以外とで子供たちの振る舞いの

違いを検討しないが、これは今後の課題である。

���������(����子供たちの相互作用の分類

1方法2

子供たちがロボットの周囲でどのような相互作用を

行うかを明らかにするため、我々はビデオ記録を観察

し子供たちの行動を分類した。そのために、我々は集

団の中の一人の子供に注目し、その子供の取る行動を

逐一書き下すことを行った。我々はクラスの中からラ

ンダムに男女３人ずつの子供を選び、その子が他の子

供と一緒にロボットと遊んでいる場面を１分ずつ取り

出した。書き下した子供と場面は、実験のちょうど真

ん中の日以降で子供たちが登場した順に選んだもので

あるが、まだロボットの目新しさやもうすぐロボット

がいなくなるという情報が子供たちの相互作用に影響

した場面を除外する目的からである。書き下しにおい

ては、注目する子供の「行動」と「ロボット・周囲の

子供に対する位置」を逐一記録した。

1結果2

分析の結果、我々は子供たちの間で起こる相互作用

を「同時滞在」「同時出現」「同時離脱」「接触」「視線」

「笑顔」「至近滞在」「接近」「音声による相互作用」「コ

ンテキストによる相互作用」の ��項目に分類した（表

１、図６）

���������(����分類からの相互作用の数量化

1方法2

これらの分類に基づき、我々はそれぞれのカテゴリ

がデータの中で観察される回数を数え（コーディン

グ）、子供たちの相互作用を数量化した。ただし、こ

の分析から「音声による相互作用」「コンテキストに
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図 , 実験の風景
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図 . 位置に関する相互作用
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よる相互作用」の二つは除外し、���&�����な相互作

用のみを分析した。これは、「音声による相互作用」は

扱ったビデオ記録に騒音が多くしばしば子供たちが声

を出しているかの判断が難しかったからであり、「コ

ンテキストによる相互作用」はそうでない場合と客観

的に区別することが困難だったからである。

このコーディングでは、我々はビデオ記録を ��秒

ずつに区切って分析した。この分析で、子供たちのロ

ボットに対する相対位置は ��秒ごとに記録し、また

その ��秒の間に「接触」「視線」などの行動が観察さ

れた場合はそれも記録した（「視線」の場合はそのと

きの子供の表情も記録した）。それぞれの行動を判断

した基準を表１に示す。これらのうち「視線」「笑顔」

は隣り合った二人の間で行われたものしか記録してい

ないが、これは子供同士が隣り合っていない場合、ビ

デオ記録からはしばしば子供が相手の顔を見たのかど

うかを客観的に判断できなかったからである。また、

「接触」を手のひらでの接触に限定したが、これは子

供たちの間での意図的な接触を記録することをねらっ

たもので、腕が当たるなどの意図しない接触を記録し

ないためにこのような扱いを行った。

以上のような限定のもとで得られた相互作用につい

ての情報は、子供たちの行動を表すものとして不完全

ではあるが、我々はそれでもこれらは友達関係推定の

ために有用な情報であると考えている。

1結果2

表２に観察された ���&�����な相互作用の回数と

頻度を示す。ここで「頻度」は ��秒間の同時滞在の

間にその行動が起こる率を示すものであり、したがっ

て「接触」「視線」「笑顔」「至近滞在」「接近」のカテ

ゴリにしか定義されていない。

結果からは、これらに分類されたそれぞれの相互作

用から友達関係を推測できることが示唆された。「同時

出現」「同時離脱」では、実験を通じて友達間で観察さ

れた回数は非友達間での回数より若干多かったが、	��

節で述べたとおり友達関係より友達でない関係のほう

が約２倍多いので、これらの相互作用は友達同士の間

でより頻繁に起こっていたと考えられる。頻度が定義

された相互作用については、友達間で相互作用が起こ

る頻度が非友達間での頻度より高ければその相互作用

から友達関係の推定を行えることが示唆されるが、事

実全てのカテゴリで友達間で相互作用が起こる頻度が

非友達間での頻度より高かった。

�� � 友達関係推定モデル

これらの結果より、我々は子供たちの ���&�����な

相互作用から彼らの友達関係を推定するモデルを構築

した。

推定に際して、我々は推定の対象をロボットと ��分

以上遊んだ子供たちに限定した。これに該当する子供

は男子が ��人、女子が �'人おり、よって対象となる

関係の数は �0�（うち男子同士の関係は ''）で、その

うち '�（同 �*）の関係が友達関係であった。これは

クラス内での同性関係の約半分でしかないが、ロボッ

トとの相互作用が少なかった子供に対してはどのよう

な方法でもその人間関係を推定することはできないの

で、対象が限定されるのはやむを得ないと考える。

このモデルにおいて、推定される友達関係は以下の

ように定義された。

������!���" 3 �	!������
�����!���" � ���" 　　!�"

������
�����!���" 　　　　　　　　　　　　　　　

3
�

�

� � ������������!���" 　　　　　　　　　!�"

3 同時滞在 � �����������同時滞在!���" 　　　

4同時出現 � �����������同時出現!���" 　
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4接触 � �����������接触!���" 　　　　　
4視線 � �����������視線!���" 　　　　　
4笑顔 � �����������笑顔!���" 　　　　　
4至近滞在 � �����������至近滞在!���" 　

4接近 � �����������接近!���" 　　　　　

ここで、��� はモデルが友達関係を判定する閾値で

あり、������������!���"は二者-�.間で行われた相

互作用 �の頻度をその相互作用自体が起こる頻度を考

慮して正規化した得点である。� はそれぞれの相互

作用 �を重み付けする係数であり、このモデルの最も

重要な部分である。すなわち、を適切に設定するこ

とによって、それぞれの相互作用が「友達同士で頻繁

に起こる」ときや「友達同士ではあまり起こらない」

ときでもその生起回数から友達関係を推定できる。

補足として、このモデルは「友達関係」というポジ

ティブな関係のみを推測するものであり、「仲が悪い」

などのネガティブな関係の推測は行わない。ネガティ

ブな関係まで推測するモデルは、今後の課題である。

また、本来子供たちのロボットの周囲での行動は彼ら

の友達関係のみならず、ロボットに対する好奇心や興

味にも規定されるものであるが、このモデルはこのよ

うな変数は扱わない。これは、モデルが対話型ロボッ

トの友達関係推定のためのものであるので、好奇心な

どのような個人の内面的な属性は変数を利用せず客観

的に観察できる変数のみから推定を行うことが重要で

あると考えたからである。

 � モデルの推定結果

 � � 推定への各相互作用の寄与

1方法2

我々は前節の �で表されるそれぞれの相互作用の

モデルに占める重みを、友達関係に関するデータから

の判別分析によって求めた。これは得られた係数�が

このデータから友達関係を推定するのに最適化される

ということで、必ずしも一般のデータに対して最適な

係数となることは保証しない。しかし、我々の目標は

ロボットの存在下で一般的に友達関係を推定できるモ

デルを構築することで、現段階ではそのための具体的

なパラメータを求めることは目標としていない。我々

は、判別分析から得られる係数から友達関係の推定に

どのような相互作用が寄与するかという基礎的な知見

が得られ、またこのように構築されたモデルはこれら

の相互作用を適切に利用する方法が明らかになったと

きに同モデルが発揮しうる性能のポテンシャルを示す

指標になると考えている。なお、判別分析はデータの

男子の関係、女子の関係、同性の関係全て、の３つの

対象に対して行い、これらの推定に最適となる３組の

パラメータを得た。

なお、「視線」と「笑顔」が隣り合った二人のみの

場合を記録しているため「近接」と重複する情報を含

むなど、二つ以上の変数が依存関係を持つときに判別

分析は問題を生じうる（多重共線性の問題）。これは、

各変数ごとに求まる分散拡大要因（��5）の値を調べ

ることで検証でき、一般にこれが ��以上であるとき

に変数間の依存関係が問題だと見なされる。今回の分

析については、最も大きかった「笑顔」（女子）でも

��5は 0��程度であったので、全ての変数は独立した

変数として判別分析で扱うことができる。

1結果2

上記の分析で得られた � の値を表３に示す。この

結果は、それぞれの対象について友達関係を推定する

際にどの相互作用がどの程度寄与したかを示すもので

ある。それぞれの相互作用からの得点は正規化されて

いるため、これらの値の大きさが友達関係推定におけ

るそれぞれの相互作用の重要度を表している。

これらの結果より、男子と女子では友達関係を推定

するのに有効な相互作用が異なり、男子の友達関係を

推定するには「視線」「同時離脱」「接触」が、女子の

友達関係を推定するには「同時滞在」「接近」「接触」

が重要であることが示された。これらのうち係数が負

の値になっているものは、他の種類の相互作用と関連

して推定に寄与しているものであると考えられる。例

えば女子において、「至近滞在」が多く「接近」が少な

い関係は常にいっしょにいたということであり、「至

近滞在」も「接近」も多い関係より友達である可能性

が高いと解釈できる。一方、男子の結果は「視線」「同

時離脱」など一見意外な相互作用の係数が大きく、ま

た「接触」が大きな負の値を示すなど、女子に比べて

複雑な様子を示している。ビデオ記録の観察から我々

は、男子は女子に比べて友達・非友達での態度の差が

小さく、またロボットとの遊び方が周囲の人の影響を

受けにくい傾向があったような印象を受けたが、男子

の複雑な結果はこのような男女の行動の違いに由来す

るものではないかと考えている。しかし、これについ

ては現時点では明らかではなく、より詳細な検討をす

ることは今後の課題である。

 � � 得られたモデルの評価

得られた友達推定モデルの性能を評価するために、

我々は二つの尺度を設けた。一つはもっとも自然な方

法であり、推定結果に含まれる正答の率を求めるもの

である。これを本稿では「判別率」と呼び、下式で定

義する。

判別率 3
正しく推定された関係の数
推定の対象となった関係の数

!	"
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一方で、この尺度は全関係に占める友達関係の数が

少ない場合には適切な尺度とはならない。例えば、小

学校のクラス全体を異性関係まで含めて考えると、友

達関係が ��0あるのに対し関係の総数は 000となる。

このとき、全ての関係を友達関係でないと判定するモ

デルは +/6の判別率を示すが、このような評価は全く

無意味である。そこで、我々の先行研究 ��� では信頼

度と被覆率によって推定された関係の適切さを評価す

る尺度を導入している。これらは下式で定義される。

信頼度 3
モデルが正しく推定した友達関係の数
モデルが推定した友達関係の総数

被覆率 3
モデルが正しく推定した友達関係の数
質問紙から得られた友達関係の総数

!/"

本稿の場合は、対象となる関係に対して友達関係の数

が十分に多いので、判別率と信頼度・被覆率の両方の

尺度でモデルを評価できる。そこで、本稿では判別率

を用いてモデルの性能を評価し、信頼度・被覆率の尺

度でモデルの閾値による性能の変化を調べる。

1結果2

表４と図７に、友達関係推定モデルで推定を行った

結果を示す。図表には、本稿で提案した ���&�����な

相互作用から推定を行うモデルと、先行研究 ��� の同

時滞在時間のみから推定を行うモデルの結果が示され

ている（ここでの同時滞在時間は、無線タグではなく

ビデオ記録のコーディングから得られたものである）。

/��節で述べたとおり、���&�����な相互作用から推

定を行うモデルは男子、女子、全体のそれぞれで最適

なパラメータを設定されている。

表４はこれらのモデルの判別率を示す。ここで、!�"

式で示された閾値は、係数を求める際の判別分析がもっ

とも高い判別率を保証する値を用いた。全体での推定

で、���&�����な相互作用から友達関係を推定するモ

デルは *��	6の判別率を示し、これは同時滞在時間に

よるモデルの判別率を 0�	6上回った。���&�����な

相互作用を利用することによる判別率の向上は男女を

別々に扱った場合により大きく、男子では �	�06、女

子では ���'6の向上が示された。この結果より、���&

�����な情報を友達推定に利用する際は男女での相互

作用の違いを考慮することが重要であると考えられる。

図７は信頼度・被覆率で評価したそれぞれのモデル

の性能を示す。図中の ����)はモデルが仮に全ての

関係を友達関係であると判断したときの性能を示すも

ので、推定モデルの性能の下限を示すものである。こ

の結果から、これらの推定モデルには明らかに 5��

に依存する信頼度&被覆率のトレードオフが存在するこ

とが分かる。また、この結果より、���&�����な相互

作用から友達関係の推定を行うモデルは全体の ��6の

友達関係をほぼ ���6の正確さで推定し、また '�6の

友達関係を 0�6～+�6の正確さで推定できることが明

らかになった。

!� 結論

本稿では、小学校において対話型ロボットの周囲で

行われる友好的な相互作用を分析した。分析では実験

のビデオ記録に観察法を適用し、得られた結果から友

達関係を推定するためのモデルを構築した。この結果、

子供たちの特定の相互作用が友達関係の推定に重要で

あることが明らかになった。この相互作用は男子と女

子で異なり、男子では「視線」「同時離脱」「接触」が

推定に有用であったのに対し女子では「同時滞在」「接

近」「接触」が有用であった。これらの知見をもとに構

築されたモデルは、男子、女子の間の友達関係をそれ

ぞれ */�'6、+	�+6の判別率で判別し、これは従来の

同時滞在時間から推定を行うモデルに比べてそれぞれ

�	�06、���'6の向上であった。本稿のアプローチは

子供たちの相互作用を人間がコーディングすることに

よりモデルを構築するものであったが、このようにし

て得られた知見は今後の対話型ロボットが自動的に周

囲の人間関係を認識するという社会的機能の開発に役

立つと考えられるが、一方で推定が完全に正しい推定

が保証されないときに間違った推定結果が周囲の人の

間でトラブルを起こさないよう、実際のロボットに活

用する際は適切な利用を行いその性能の限界は周知さ

れなければならない。そうすれば、本稿の技術は例え

ば教室の様子を教師に報告するなど、日常社会でのロ

ボットの活用方法を広げるのに役立つと考えられる。
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