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[研究の目的]

人間社会においてヒューマノイドロボットの

活用可能性が高まっており，特に様々なサービ

スでの応用や一般家庭での活用といった「人間

生活との関わり」が深まりつつある。ヒューマ

ノイドロボットと人間社会との親和性を高める

ためには，人間の心を惹きつけるヒューマノイ

ドの動きを生成することが重要である。

本研究の最終的な目的は「人間の情動変化を

惹起する魅力的なバイオロジカルモーションを

生成するシステムを構築すること」である。そ

のため，本研究では女性の歩行運動に着目し，

歩行時のキネマティクスデータから教師あり主

成分分析を用いて，歩行の美醜に関わる特徴量

を抽出することを目的とした。

またさらに，抽出された美歩行運動の特徴量

の意味 (つまり抽出された特徴量の心理学的な

機能) を分析するため，ラバン理論に基づいた

ラバン特徴量を算出するモデルを構築した。こ

れにより，心理学的な観点から人間の運動の特

徴量を考察することが可能になる。ラバン理

論・特徴量の詳細は，研究成果の項に記載する。

[研究の内容，成果］

実験方法

被験者として，プロのファッションモデルの

女性 7 名 (年齢：42.4±7.0 歳，身長：170.6±

3.7 cm，体重：55.6±3.4 kg) およびモデル経

験のない女性 10 名 (年齢：34.0±6.8 歳，身

長：162.0±5.2 cm，体重：54.7±7.3 kg) をリ

クルートした。ファッションモデル群のモデル

歴は 16.6±9.1 年であり，7 名中 5 名がプロの

指導者としても活動しており，本研究のモデル

群と一般群の歩行運動データを比較することに

より，歩行運動の美的特徴量を抽出することが

可能であると考えられる。

実験課題として，トレッドミル上 (速度 1.0

m/s，7 分間) での裸足歩行を，「歩行の魅力

を意識して歩く」条件 (Attractive 条件) と

「普段どおり出来るだけ何も考えずに歩く」条

件 (Normal 条件) の 2 条件で行った。その際

の全身の関節位置座標を 3 次元動作解析装置

(OptiTrack) により計測した。

データ解析

3 次元動作解析により得られた関節位置座標

を用いて全身の関節角度 (足関節・膝関節・股

関節・腰仙関節・胸腰関節・頸関節・肩関節・

肘関節) を算出した。1 歩行サイクルは右足接

地から次の右足接地までの期間と定義した。接

地と離地の時刻はそれぞれ，踵マーカーの鉛直

方向の位置の極小値，速度の極大値をとる時刻

として検出した。本研究報告で示す時系列デー

タは全てストライド時刻で規格化しており

(%gait cycle)，統計解析も規格化した時系列

データを用いて行った。
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歩行時の全身の関節角度時系列データにおけ

る群間差 (モデル群 vs. 一般群) および自身の

運動の美に対する意識の差 (Attractive 条件

vs. Normal 条件) を抽出するため，群または条

件を教師情報とした教師あり主成分分析を行っ

た。教師あり主成分分析は，説明変数 Xと目

的変数 Y の依存度を測るためにヒルベルト-

シュミット独立基準を導入する。

X=
  

x x ⋯ x

   
xk (k=1,2,…,N) は 31 列 (関節角度変数)

200 行 (各歩行サイクルのサンプル点) の行列

であり，N は一般群において条件間の差を抽

出する場合は 140 (10 被験者×2 条件×7 サン

プル)，モデル群において条件間の差を抽出す

る場合は 98 (7 被験者×2 条件×7 サンプル)，

群間差を抽出する場合は 119 (17 被験者×7 サ

ンプル) であった。目的変数 Yは教師情報を

表す N次元ベクトルであり，教師あり主成分

分析では d次元に情報が集約される。

d=uniqueY −1

X, Yおよび dを用いて，教師あり主成分分

析では以下のとおり固有ベクトル行列 Uを出

力する。

H=I−n1ee

Q=XHLHX

U←1 to dth principal eigen vectors of Q

本研究では，U は群間差あるいは条件差に

対する各関節角度変数の重みとなる 31 次元の

ベクトルであり，これを美歩行運動の特徴を反

映する指標として算出した。

またさらに，美歩行運動が見る側に与える心

理学的な機能を検討するため，ラバン理論に基

づいたラバン特徴量をモデル化し，条件間・群

間で比較を行った。ラバン理論は，ダーウィン

の「多次元の身体運動は戦闘形態と服従形態に

分類される」という提言に基づき，あらゆる身

体運動のエフォート (動きの質) とシェイプ

(身体の幾何学的形状) を戦闘形態 (活動的で

目立つ動き・形状) または陶酔形態 (不安定で

不規則な動き・形状) に分類するというもので

ある。これまで，人間の歩行運動に対するラバ

ン特徴量の数理モデルの報告はないため，本研

究ではまず美歩行運動に関するラバン特徴量を

モデル化する試みを行った (ヒューマノイドロ

ボットの身体表現用の既存のモデルを参考にし

た)。ラバン特徴量はエフォート (動作の力学

的特徴) とシェイプ (身体の幾何学的形状) に

大別されるが，それぞれさらに力加減・空間・

時間エフォート，上下・前進後退・開閉シェイ

プに分類される。

力加減エフォートの原義は身体運動の力強さ

であり，力強ければ戦闘形態，弱々しい場合は

陶酔形態である。この力強さを表す物理量とし

て，本研究では「単位時間あたりの各身体セグ

メントの運動エネルギー」として記述した。空

間エフォートの原義は方向的偏りの度合いであ

り，腕や視線の方向が一方向に収斂することが

戦闘形態であり，散逸的な場合は陶酔形態であ

る。本研究では，歩行時の空間エフォートを表

す物理量として「頭部・上胴・下胴のセグメン

ト角度の一致度の逆数」として記述することと

した。つまり，胴体のねじりや頸関節の傾きが

大きいほど陶酔形態を表し，逆に捻転が小さい

場合は戦闘形態を表す。また時間エフォートは

動作の変化の慌ただしさを表し，突発的であれ

ば戦闘形態，継続的であれば陶酔形態であると

されるが，これは，「単位時間あたりの各セグ

メントの速度変化」として数量化できる。我々

の歩行データにおいて時間エフォートに条件

差・群間差は見られなかったため，以降は力加

減・空間エフォートの結果のみを示す。

人間の身体の形状はヒューマノイドロボット

と大幅に異なるため，シェイプの定義を既存の

ものから大幅に改変した。ラバン理論の定義に

おいて，身体シルエットが上方・後方・内側方
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向へ広がりを持つ状態が戦闘形態を表すとされ

ている。そこで本研究では，上下シェイプは

「矢状面・前額面での四肢および頭部の仰角の

余弦とセグメント長の乗算値」，前進後退シェ

イプは「矢状面での四肢の仰角の正弦とセグメ

ント長の乗算値」，開閉シェイプは「前額面で

の大腿部と上腕の内外転角度の正弦とセグメン

ト長の乗算値」として定義した。

ラバン特徴量の時系列データ (%gait cycle)

における条件間および群間の統計的有意差は t

検定により確認した。ボンフェローニ法による

p値の補正後，p<0.05 を統計的に有意である

と判断した。

解析結果

教師あり主成分分析により，一般群あるいは

モデル群における条件差，Normal 条件あるい

は Attractive 条件における群間差が，全身の

関節のどの部位の角度変化に見られるかを検討

した。図 1 は，一般群のデータにおいて Nor-

mal 条件と Attractive 条件を教師ラベルとし

て算出された重みベクトル Uの値を棒グラフ

として示したものである。横軸は各関節角度変

数を表しており，下肢の変数は左から「足関節

の底背屈・内外反・内外転，膝関節の内外転，

股関節の屈曲伸展・内外転・内外旋」の 7変数，

体幹部の変数は左から「腰仙関節の前傾後傾・

左右傾・左右回旋，胸腰関節の前傾後傾・左右

傾・左右回旋，頸関節の前傾後傾・左右傾・左

右回旋」の 9変数，上肢の変数は左から「肩関

節の屈曲伸展・内外転・内外旋，肘関節の屈曲

伸展」の 4変数に対応する。重みが相対的に大

きな変数が，一般群の条件差に寄与する変数で

あると解釈する。図 1 より，一般群の Normal

条件と Attractive 条件の差は，足関節 (底背

屈)・膝関節・胸腰関節 (前傾後傾)・頸関節

(前傾後傾) の動きに見られることが示された。

同様に，モデル群の Normal 条件と Attrac-

tive 条件の差は，膝関節・胸腰関節 (前傾後

傾)・頸関節 (前傾後傾)・肩関節 (屈曲伸展)

の動きに見られることが分かった。さらに，

Normal 条件およびAttractive 条件における一

般群とモデル群の差は，胸腰関節 (前傾後

傾)・頸関節 (前傾後傾)・肩関節 (屈曲伸展)

の動きに見られることも明らかとなった。これ

までの美歩行運動の法則に関する定性的な報告

では，主に下肢の運動にのみ着目されてきたが，

本研究より「美歩行運動の特徴は下肢のみなら

ず体幹・上肢の動きにも存在する」ことが示唆

された。

本研究ではさらに，美歩行運動が見る側に対

してどのような心理的印象を与えるかを検討す

るため，ラバン理論に基づくラバン特徴量を算

出する試みを行った。各試行におけるエフォー

トおよびシェイプの時系列データ (%gait

cycle) を，群間および条件間で統計的に比較

検討した。

運動の力強さを反映する力強さエフォートの

条件間・群間差は，膝関節・股関節・胸腰関節

に見られた。図 2 は，例として股関節の力加減

エフォートの Normal 条件 (上) および At-

tractive 条件 (中) での群間比較，モデル群に

おける条件間比較 (下) である。横軸に黒の

バーで示している部分が統計的有意差の検出さ

れた時刻である。両条件において，同側の片脚

支持期 (10-50 %gait cycle) にモデル群の方が

有意に小さな (陶酔形態) 力加減エフォートを

示した。一方モデル群のデータでは，接地直後

において Attractive 条件の方が有意に大きな
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図 1 一般人データにおける条件差に対する重みベクトル



(戦闘形態) 力加減エフォートを示した。

同様に膝関節および頸関節の力加減エフォー

トの群間・条件間の差を検出した結果，力加減

エフォートに関して，「モデル群の下腿・大

腿・上胴は陶酔形態を表すのに対し，Attrac-

tive 条件は大腿と上胴が戦闘形態を表す」こと

が分かった。また，同様の検討を空間エフォー

トにおいて行ったところ，「モデル群とAttrac-

tive 条件の体幹部の動きは陶酔形態を表す一方，

モデル群の頸関節の水平面上の動きは戦闘形態

を表現している」ことが分かった。

同様の解析を上下・前進後退・開閉シェイプ

においても行った。上下シェイプは「Attrac-

tive 条件の上下方向の頭部シルエットおよびモ

デル群の大腿部・頭部・上腕部の上下方向のシ

ルエットは陶酔形態を表す」こと，前進後退

シェイプは「Attractive 条件およびモデル群の

前後方向の下腿シルエットは陶酔形態，前後方

向の上腕シルエットは戦闘形態を表す」こと，

開閉シェイプは「モデル群の大腿部および上腕

部のシルエットは戦闘形態を表す」ことが明ら

かとなった。

全エフォート・シェイプの結果をまとめると，

女性が自身の魅力を意図した際の歩様 (以降，

魅力的歩様と称する) およびファッションモデ

ルの歩様は，主に陶酔形態として表現された。

これは，他者に対して自らの身体の魅力を伝え

る際の心理状態が戦闘形態ではないと考えられ

ることと一致する。しかし，一部の身体セグメ

ントは戦闘形態により魅力的歩行・モデル歩行

を表現していた。

魅力的歩様およびモデルの歩様の両者に共通

して見られた前進後退シェイプの戦闘形態は，

上腕をより後方でスイングさせている状態であ

り，歩行者を矢状面から観察した際に歩行者の

胸部を強調させるという機能があると考えられ

る。また，魅力的歩様のみの特徴である股関

節・胸腰関節の力加減エフォートの戦闘形態も

また，両関節の動きを激しくすることによって

臀部と胸部の動きを強調する機能がある。さら

にモデルの歩様においては，股関節 (接地期)

と上腕 (腕の後方スイング期) の開閉シェイプ

が戦闘形態を示したが，これらはそれぞれ前額

面上での臀部のスイングを強調し，上腕の内転

と連動した水平面上での上胴の捻転が胸部の動

きを強調すると考えられる。

動物の配偶者選択は身体的魅力に基づいて行

われる。歩行時の臀部と胸部の動きと形状を強

調することで，女性らしさに関する視覚情報を

豊かにすることができ，動作主体は配偶者選択

において観察者に対して自身の女性らしさをア

ピールすることが可能となる。またモデル群の

みにおいて頸関節の空間エフォートが戦闘形態

を示したが，これは頭部と胸部の水平面上での

方向を一致させる動きであると解釈できる。視

線は人間の好ましさの評価に関わる対人コミュ

ニケーションにおいて重要な役割を果たすため，

頭部と胸部の動きの方向的一致は，歩行者の視

線に対する観察者の注目を利用した胸部の強調
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図 2 股関節の力加減エフォート



戦略となりうるかもしれない。

まとめ

本研究では，教師あり主成分分析を用いて，

美歩行運動 (歩行者自身の魅力に対する意識お

よびファッションモデル) の特徴量を抽出し，

これまで着目されてきた下肢の動きだけでなく

体幹・上肢の動きも美歩行にとって重要である

ことが明らかとなった。一般女性が自身の魅力

を意識した際の歩様とファッションモデルの歩

様はキネマティクスレベルでは多くの違いがあ

るものの，ラバン特徴量によりその機能を抽出

すると，いずれも臀部と胸部の動き・形状を強

調する機能を持つという共通点がある可能性も

示唆された。

[今後の研究の方向，課題］

本研究で抽出した美歩行運動の特徴量と，実

際の観察者の評価との関係性を明らかにするた

め，印象評価実験を行い，美歩行運動の法則に

ついて包括的に検討を行う。

[成果の発表，論文等］

Hiroko Tanabe, Naotsugu Kaneko, Keisuke Fujii,

Hikaru Yokoyama, Kimitaka Nakazawa : How does

the conscious of self-attractiveness change walking

motion. The 46th annual meeting of Society for

Neuroscience, USA, 2018.
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