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半自律テレプレゼンスロボットによる
自律化が与える遠隔操作者への影響調査
Influence Evaluation on Remote Operator by Autonomization
with Semi-autonomous Telepresence Robots
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Abstract: Semi-autonomus telepresence robots are proposed by some researches. However, it is
insuﬃcient that guidelines defining which behavior should be autonomized on telepresence robots.
In our previous research, we proposed a guidline of autonomization focusing on voluntary behavior
and involuntary behavior. We extended the architecture focusing on those two behaviors for a
telepresence robot and evaluated the impression. However, an evaluation from the viewpoint of
remote operator is insuﬃcient. In this paper, we investigated the influence through experiments
that participants remotely attend meetings with the telepresence robot. From the results, it was
suggested that autonomization of voluntary behaviors could be a factor of unpleasantness for
remote operator.
Keywords – telepresence robot, voluntary, involuntary

1 はじめに
テレプレゼンスロボットの研究では、頷きなど動作の
一部を自律化する半自律テレプレゼンスロボットが注目
されている。動作の自律化によって、遠隔操作者の操作
に対する負担を軽減しつつ、対話相手に存在感を与える
ことが示されている。[1]
しかし、[2] が指摘するように、自律動作は遠隔操作者
の意図と十分に合致しなければ、操作者のロボットに対
する主体感を損なう可能性がある。そのため、従来研究

図 1 半自律テレプレゼンスロボットの自律動作によ
る影響調査

では頷きなどの意図が合致しやすい一部の運動を自律化
することに留まっており、自律化する運動についての指
標を求めるための知見が十分に得られていない。そこで
著者らの先行研究 [3] では、随意・不随意運動を指標と
して注目した。各運動の自律機能を個別に ON-OFF で

きるテレプレゼンスロボットを用いて、各運動が与える
影響の評価実験を行った。
しかし、[3] では遠隔操作者の視点における影響につ
いては、遠隔操作を行った実験協力者へのインタビュー
による評価しか行われておらず、十分な検討が行われて
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いない。
そこで本研究では、随意・不随意運動が与える遠隔操

図 2 robovie-mR2[4]

図 3 随意・不随意運動に着目したテレプレゼンスシ
ステム [3]

作者側への影響について調査した。[3] で作成した各運
動の自律機能を ON-OFF できるテレプレゼンスロボッ

ロボット

トを用いて遠隔会議を想定した実験を行った。各運動
操作 PC

の自律機能の ON-OFF を被験者内要因として会議を行

机

い、遠隔操作者へのアンケートと会議中の映像、操作ロ
操作者

グから遠隔操作者への影響を分析した。
本論文の構成は以下の通りである。まず、第 2 章で
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は本研究で利用する、[3] が提案したテレプレゼンスシ
ステムを説明する。第 3 章では遠隔会議を想定した実験

図4

参加者と機材、フリップ提示位置の配置

について解説し、第 4 章では結果に対して考察する。最
後に、第 5 章においてまとめを述べる。

2 随意・不随意運動に着目した
半自律テレプレゼンスロボット
本研究では、半自律テレプレゼンスロボットにおける
随意運動と不随意運動の各自律機能の影響を調査する。
そこで、[3] で提案した、随意・不随意運動に着目した
アーキテクチャを robovie-mR2（図 2）に組み込んだロ
ボットを利用する。

2.1 SB アーキテクチャ [5]
随意・不随意運動に着目したアーキテクチャとして

2.2 テレプレゼンスシステムへの
SB アーキテクチャの拡張
テレプレゼンスロボットとして遠隔操作を行えるよう
に、提案された SB アーキテクチャ [5] に、意図のある
随意運動として遠隔操作による行動が入力されるように
拡張している。（図 3)
遠隔操作としては、視点の上下左右への移動・頷き・
手を振ることが可能であり、自律的な随意運動よりも優
先して出力するように実装している。

3 実験

著者らの一部は随伴性行動生成アーキテクチャとして、

SB(Simple Bi-layered) アーキテクチャを提案している。
ロボットが人間と円滑にインタラクションするため
に、人間の行動や環境の変化に対して即座に反応する、
随伴性という性質を持つことが有効だと考えられてい
る。[5] では、随伴性を持つロボットの設計難易度を下げ
ることを目的としたアーキテクチャを提案すると共に、
振る舞いを随意運動と不随意・反射運動に分類して扱う
ことを提案している。また、実験として robovie-mR2
に SB アーキテクチャを実装し、提案手法の適切性を示
している。

3.1 実験設定
本研究ではシナリオに沿った遠隔会議を想定した実験
を行った（図 1）
。会議には１人が発表者、１人がロボッ
トを用いて遠隔操作者として参加した。
シナリオは、遠隔者へ向けた発表者によるプレゼン
テーションを想定したものとした。内容には、発表者が
フリップを利用して「こちらをご覧下さい」と注視を誘
導する動作を左右のフリップでそれぞれ一度ずつ行うこ
とを組み込んだ。各参加者と機材、フリップの提示位置
を図 4 に示す。
また、随意・不随意運動の影響を調査するために、各
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会議はスムーズに進行したと思いますか？
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不随意運動自律化の有無による比較

（１：思わない〜７：思う）
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ロボットを自分自身のように感じましたか？
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（１：感じない〜７：感じた）
ロボットの動作が意図に反している、思い通り
にいかないと思ったところはありましたか？
（１：よくあった〜７：なかった）
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操作は快適だと感じましたか？
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随意運動自律化の有無による比較

運動の自律機能の ON-OFF について表 1 に示す４条件
を設定した。本実験では、１９歳から２９歳の男性５名
女性３名、平均年齢２４歳の計８名の実験参加者が遠隔

行った。不随意運動の自律化の有無による比較結果を図

操作者として４条件全てに参加した。また、全てのタス

5 に示す。システムへの総合的な満足度において１％有

クにおいて２１歳男性の実験協力者１人が発表者として

意水準で有意差が認められ、不随意運動の自律化によっ

参加した。

てシステムへの満足度が向上することが示唆された。

3.2 実験手順

では、Q1 において５％有意水準で有意差が認められ、

次に、随意運動の自律化の有無による比較結果（図 6）

まず初めに、遠隔操作者は操作に慣れるために自律機
能をすべて OFF にした状態で１度、シナリオに沿って
遠隔会議を行った。次に全４条件でシナリオに沿った遠
隔会議を実施し、会議の終了後にアンケートによる評価
を行った。なお、各条件の実施順の影響をなくすために
カウンターバランスをとった。

他全ての質問では１％有意水準で有意差が認められた。
結果から、随意運動の自律化はテレプレゼンスシステム
全体の適切性を低下させることが示唆された。

3.4 時系列に応じた分析結果
3.3 の結果から、遠隔者への影響が著しいと考えられ

アンケートでは、実験参加者がタスクに関する印象の

る随意運動に着目し、実験参加者の中で随意運動の自律

度合いについて、表 2 に示す全５問の質問に答えた。加

化に著しく反応を示した１人の、時系列に応じた分析結

えて、任意で実験に対するコメントを記入した。また、

果を図 7 に示す。

遠隔者・発表者側の２つの視点からの映像、遠隔操作の
ログを収集し時系列に応じた解析を行った。

遠隔者視点の遷移を見ると、随意運動の自律化時には
視点が移動していないことが分かった。これは、発表者
による視点移動の誘導に対して視点を移動させようとす

3.3 実験参加者へのアンケート結果
アンケートの結果に対して分散分析を行った結果交互
作用は認められなかったため、各要因間において比較を

る操作が、自律化時には発表者を注視しようとする自律
動作と衝突しているためである。
本実験では、自律随意運動と衝突した場合は操作が優
先されるように実装しているが、断続的に発表者への注
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いて、不随意運動の自律化は遠隔操作者への悪影響はな
く、外部からの印象も向上するため、自律化が適切であ
ると考えられる。一方、随意運動の自律化には外部から
の印象は向上するものの、遠隔操作との衝突によって操
作者に強い不快感を与えることを考慮する必要がある。

Look at Presenter

5 まとめ
本研究では、半自律テレプレゼンスロボットにおけ
る随意・不随意運動の自律化による遠隔操作者への影
響を調査した。随意・不随意運動の自律機能を個別に

Look at Presenter

ON-OFF できるテレプレゼンスロボットを用いて、遠
隔会議を想定した実験を各運動の自律の有無を変えて
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時系列に応じた分析結果

４条件行い、操作時のログと映像、遠隔操作者へのアン
ケートによって分析した。
結果、不随意運動の自律化は遠隔操作者のテレプレゼ
ンスシステムへの満足度を向上し得る一方、随意運動の
自律化は遠隔操作者に強い不快感を与えることが示唆さ

視が生成されることで、操作者の視点移動が即座に発表

れた。

者への注視へと上書きされたと考えられる。

4 考察
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3.3 の結果から、不随意運動の自律化は遠隔者のシス
テムへの満足度に有意差が生じ、満足度の向上が見られ
た。一方、他の質問に対しては有意差は生じなかったが
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