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「『多様化するヒューマンインタフェースと高次インタラクション』特集号」解 説

ユーザ–システム間の適応のための
ヒューマンコンピュータインタラクションのデザイン

山田　誠二 †・角所　考 ‡
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1. はじめに

計算機やロボット，エージェントを含む情報システム
と人間とのインタラクション HCI (Human Computer
Interaction)では，ユーザからの指示の理解，それに基
づくタスクの実現，ユーザへの結果の提示などのシステ
ム側の処理に対して，ユーザがシステムに期待する処理
が，ユーザ個人の主観，選好，経験に依存する場合が多
い．例えば，計算機のユーザインタフェースとしてアイ
コンの直接操作とコマンド入力のいずれが使いやすいか
は，ユーザの計算機への熟練度等によって異なる．この
ことから，システム側の処理の内容を，HCIの過程を通
じて，ユーザの主観に合ったものに適応させることが望
ましく，そのための様々な適応インタフェースが研究さ
れている．
一方，人間は高度な適応能力を有し，対象に不可避的

に適応する傾向があるため，HCIにおいても，意識する
しないに関わらず，ユーザはシステムに適応するという
現象が起きる．ユーザは，携帯電話や計算機を使ってい
るうちに，メニュー階層のどこにどのコマンドあるのか
を自然に学習するようになるし，擬人化エージェントを
用いたインタフェースでは，相手があたかも人間である
ように，エージェントのモデルを構成し，そのモデルに
基づいてエージェントの挙動や表情を理解しようとする．
本論文では，このようなHCIにおけるユーザ・システ

ム間の適応過程を望ましい結果に導くために，どのよう
なインタラクションを設計すべきかという観点から，適
応過程を分類・モデル化すると共に，その観点から興味
深い関連研究をいくつか紹介しながら，研究の現状と課
題について議論する．

2. タスクとインタラクション

HCIと適応過程との関係には様々なものが考えられる
が，本節で述べるように，それらはいずれも，人間，シ
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第 1 図 自律的タスク，対話的タスクにおけるインタラク
ション

ステム，環境，それぞれの間でのインタラクションを構
成要素としてモデル化できる．以下では，システム，人
間，環境間での情報伝達過程を，たとえそれが一方向で
あっても，広くインタラクション と呼ぶ．
システムには，適応するか否かとは関係なく，本来達

成すべきタスクが存在する．タスクは，コンピュータ内
で閉じた計算，自律ロボットの行動のように，本来シス
テムが人間とのインタラクションを必要とせずに単独で
達成できる自律的タスクと，ユーザの問題解決支援や人
間同士のコミュニケーション支援などのように，人間と
のインタラクションがタスク達成の前提となる対話的タ
スクとに大別できる．

2.1 自律的タスク
自律的タスクの典型的な例は，WWWでの情報収集
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システム，自律エージェント，自律ロボットなどである．
これらのシステムのタスクは，人間の助けを借りずにシ
ステム自身が環境の情報を獲得し，行動を決定・実行し
ていくことにより遂行される．
自律的タスクでは，システムは，自身の身体や外界な

どの環境をセンサで観測する一方，その環境に対して物
理的，論理的操作といった行為を加える．このときのシ
ステムと環境の関係は，第 1 図 (a) のようになる．シス
テムを S，タスクの実行対象となる身体や外界を広義の
環境とみなしてEとすると，システムが環境から得る観
測結果と，環境に加える行為は，EからS，S からE へ
のインタラクションとして，それぞれ IES，ISEで表現
できる．さらに，このような自律タスクとして，システ
ムがユーザの期待する処理を実現できるように，何らか
の学習アルゴリズムによって環境に適応する場合，その
適応過程をLSEとする．

2.2 対話的タスク
対話的タスクでは，システムと人間との情報伝達を基

にタスクが遂行される．例えば，人間による設計作業や
人間同士のコミュニケーションを支援するシステムなど
がこの対話的タスクを扱うシステムの典型例である．
システムと人間が相手に情報を伝達するには，データ

出力やアイコン，テキスト，文字，音声，表情，ジェス
チャといった何らかの表現メディアを用いて，情報を一
旦人間が知覚できる表現に外化することが必要であり，
人間とシステムとの情報伝達は，両者がそれぞれ，情報
をこのような表現メディアを用いて外化する一方，その
外化結果を観測，解釈することで実現される．
このときの外化された表現メディアを一種の環境とみ

なしてEに含めると，人間H あるいはシステム Sが表
現メディアを用いて情報を表現・獲得する過程も，それ
ぞれEとH，Sとの間のインタラクション IEH，IHE，
IES，ISE で表すことができ，第 1 図 (b)のような関係
となる．ここで，LHE，LSEはそれぞれ，このようなタ
スクを実現する際の人間の環境への適応と，システムの
環境への適応を表わす．
以上のように，環境の役割を広義に捉えることにより，

システムによるタスク実行のためのインタラクションは，
自律的タスク，対話的タスクを問わず，環境，人間，シス
テムとの間の 4つのインタラクション IEH，IES，IHE，
ISEを要素としてモデル化できる．

3. 適応のためのインタラクション

自律タスク，対話的タスク双方において，システムに
おける環境への適応 LSE の実現を目指す研究では，従
来，システムが環境とのインタラクション ISE , IES の
みを通じて自律的に適応することが目標とされてきたが，
そのような自律的適応の実現は容易ではない．
これらの問題を解決するためのもっとも有効かつ現実
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第 2 図 適応のためのHCI設計

なアプローチの１つとして，人間とシステム間に新たに
適応のためのインタラクションを導入し，これを利用し
て LSE，LHE を実現する方法が考えられる．このよう
な，人間とシステムの適応を促進するために新たに導入
されたインタラクションにおける，人間からシステム，
システムから人間への情報の流れをそれぞれ IHS，ISH

で表すと，自律的タスク，対話的タスクそれぞれにおけ
る人間，システム，環境の関係は，第 2 図のように表現
できる．
この適応のためのインタラクションの導入によって

LSE，LHE をどの程度効果的，効率的に実現できるか
は，IHS，ISH でどのような情報がやりとりされるかに
よって決まる．なお，より厳密には，IHS，ISH も，や
はり何らかの環境を介して実現される必要があり，適
応のためのインタラクション IHE，IEH，ISE，IESと，
その実現の際のユーザとシステムによる環境への適応
LSE，LHEから構成されることになる．したがって，も
しこれが繰り返されれば，適応のためのインタラクショ
ンがカスケードに積層し，例えば第 2 図 (b)は，第 3 図
のようになる．図ではこの段数を右肩の添字で示してい
る．しかし，本論文のように，I1

HE，I1
EH，I1

SE，I1
ES

によってL0
SE，L0

HEの促進を目指す場合には，むしろ，
L1

SE，L1
HEが不要で，かつユーザとシステムのコミュニ

ケーションにおいてやり取りされる情報に対する解釈の
違いがない，つまり I1

HE=I1
ES，I1

SE=I1
EH である状況
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第 3 図 IHSと ISH の環境

を実現すべきであるため，以下では，これを簡略化した
第 2 図の構成を元に論を展開していく．
また，IHS，ISHによってLSE，LHEを促進できたと

しても，その際の人間の負担が大きすぎる場合には，そ
のようなインタラクションはLSE，LHE を実現できる
メリットに見合わないものとなることから，IHS，ISH

の導入にあたっては，この点も併せて考慮に入れる必要
がある．
以上から，システムのタスク実行における人間，シス

テムの適応を実現するには，機械学習としての学習・適
応アルゴリズム自体の議論もさることながら，それを実
現するためのインタラクション IHS，ISH をいかに設計
するかがより重要な研究課題となる．我々は，このよう
な IHS，ISH の設計問題を，適応のためのHCI設計と
呼ぶ．
適応のためのHCI設計のクラスは，タスクが 2.の自

律的タスク，対話的タスクのいずれであるかにより分類
される．また，タスクに対して IHS，ISH を設計する際
に，それらによって LHE，LSE のいずれを促進するか
の違いがある．次節では，このような分類に基づき，適
応のためのインタラクション設計について，重要と考え
られる研究例を示しつつ議論する．

4. 自律的タスクにおける適応の促進

自律的タスクにおける適応のためのインタラクション
の枠組みは，第 2 図 (a)のようになる．ここでの適応の
ためのHCI設計の目的は，LSEの促進である．
これに関する代表的な従来研究としては，ロボットに

物体操作タスク等のための行動モデルを獲得させるため
に，人間の実演による教示を利用しようという試みがあ
る [3][8]．これらの研究は，人間の実演に基づくロボッ
ト側の学習手法自体を議論するものであるが，さらに，
人間とロボット間のインタラクションの設計指針にまで
踏み込んだ研究として，対話的進化ロボティクスにおけ
る教示の視点の効果について議論した片上らの研究があ
る [5]．
この研究では，クラシファイアシステムにより行動学

習を行う移動ロボットに対し，次に取るべき行為を人間

がジョイスティックで直接教示することにより，一般に
は非常に効率の悪い進化ロボティクスによる学習の高速
化を実現している [5]．ロボットは，教師の教示をクラシ
ファイアとして取り込み，学習に役立てる．この場合の
ロボットのタスクは，障害物回避を含む自律移動であり，
第 2 図 (a)の構成要素は，それぞれ以下のようになる．
• E：ロボットのワークスペース．
• IES：ロボットのセンサによる情報の獲得．
• ISE：ロボットのアクチュエータによる行為．
• LSE：クラシファイアシステムによるロボット（シ
ステム）の環境への適応．
この研究において，適応のためのHCI設計の対象とし

て考慮されているのは，IHS，ISH の両方であるが，片
上らは，IHS をジョイスティックによるロボットの直接
操作として固定し，残る ISHについて，以下に示すよう
な 2つの設計方法について，そのLSEへの効果を実験的
に比較している．
• 学習者の視点：ロボットの得るセンサ情報と同じも
のを人間の教師も見て (ISH=IES)，環境の情報を
獲得し，教示を行う．ロボットのセンサ情報を表示
するインタフェース (第 4 図) を通して教示がなさ
れる．

• 教師の視点：人間は鳥瞰的に環境を見て，環境の情
報を獲得する．第 5 図のような環境全体を見渡せる
視点から教示がなされる．
比較実験の結果，学習者の視点による教示の方が，ク

ラシファイアシステムの学習効率がよかった．これは，
学習者の視点の方が教師の視点よりもロボットの環境認
識能力とのギャップが少なく，そのためより適切なクラ
シファイアが学習でき，結果としてロボットの適応LSE

の効率がよくなったと考えられる．一方，人間にとって
は，教師の視点の方が，自然に環境を認識できるために
認知的負荷が少ないが，学習者の視点に対しても，多少
の負荷はかかるものの，人間はそれに対し十分に早く適
応している．
片上らの研究は，この人間の特性を上手く利用して，

換言すると，人間の高度な適応能力に頼って，エージェ
ントの適応LSEの効率化をはかるためのインタラクショ
ンを設計した一例となっている．このように，対話的シ
ステムである以上は，ユーザに過度の認知的負荷を与え
ない範囲であれば，人間の適応能力を最大限有効に利用
することが重要である．

5. 対話的タスクにおける適応の促進

対話的タスクにおける適応のための HCI設計は，前
述の第 2 図 (b)のように表現される．これに関する研究
は，人間，システムのどちらの適応に焦点を当てている
かによって，いくつかの種類に分けることができる．
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第 4 図 ロボットと同じ視点：ISH=IES

第 5 図 教師の視点

5.1 人間の適応の促進
対話的タスクにおける人間の適応LHE のためのHCI

設計の例として，擬人化エージェント（life-like agent）
がある．擬人化エージェントは，MicroSoft Agent に
代表されるように，ユーザのソフトウエア操作やWeb
ショッピングでのデータ入力を支援する目的で数多く開
発されている [4]．
これらのシステム（エージェント）の多くは，環境へ

の適応能力LSEを持たない．システム，人間，環境間の
インタラクション IEH , IHE，IES，ISE，は，支援対象
となるソフトウエアによって決まる．Webのオンライン
ショッピングの情報入力をユーザに支援するソフトウエ
アエージェントの場合，各要素は以下のようになる．
• E：オンラインショッピングのWebサイト．
• IEH：Webページ自体からの情報獲得と ISEにより
提供される情報の獲得．

• IHE：ユーザによる商品名，個数，支払い方法等の
情報の入力．

• IES：IHE により提供される情報とユーザプロファ
イルなどの付加情報の獲得．

• ISE：システムからユーザへの情報入力に関するア
ドバイス（次に入力すべき情報の指示，バルーンヘ
ルプなど）の提示．

第 6 図 ユーザ表情とエージェント表情の対応関係

このとき，適応のためのHCI設計の対象として，IHS，
ISH の両方が考慮されるべきであるが，これまでの多く
のソフトウエアエージェントの研究では，IHSを使わず，
主に人間がシステムのアドバイスを受け入れるように適
応 LHE できるには，ISH としてどのような情報を与え
ればいいかの議論がされてきた．このために有効な ISH

の 1つがエージェントの擬人化であり，人間に近い外見，
ジェスチャ，感情的表情などを ISH として導入すること
により，エージェントをあたかも自我をもつ人間のよう
に感じさせ，人間との間に信頼関係を築こうとする試み
がなされている [1]．

5.2 システムの適応の支援
上のように，人間の適応のためにシステムの擬人化を

考える場合，そのようなシステムをさらに人間に適応さ
せるための HCI設計に関する研究例として，ユーザの
実表情を擬人化エージェントの合成表情で置換する処理
を，ユーザとのインタラクションを通じてユーザの要求
に適応させるという近藤らの試みがある [7]．これは以下
のようなタスクとなり，擬人化エージェントを介したコ
ミュニケーションやCGキャラクタの表情生成などの際
に必要となるため，この中の IES，ISEを実現する手法
が表情認識の分野で多数提案されている．なお，このタ
スクでは，IEH は必要ない．
• E：ユーザ，エージェントそれぞれの顔．
• IHE：ユーザによる表情の表出．
• IES：ユーザの顔の観測による表情特徴の抽出．
• ISE：エージェントの表情の合成と表出．
近藤らは，このようなIES，ISEに加え，さらにユーザ

の表情とエージェントの表情の対応関係をユーザの要求
に適応させるためのLSEを，以下のような ISH，IHS に
基づく事例ベース学習によって実現している（第 6 図）．
• ISH：合成されたエージェントの表情のフィード
バック．

• IHS：GUIによるエージェントの表情の修正．
擬人化されたシステムにおけるLSE の実現のために，

本来のタスクとは別の IHS，ISH を導入している他の研
究例として，ペットロボットや自律型キャラクタによる
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第 7 図 マインドマッピングの相互適応と相互読心ゲーム

第 8 図 相互読心ゲーム（人間が相手のマインドを当る番）

物語の実演タスクにおいて，ユーザが適切な演技を，体
に位置センサを装着して実演することによって教示し，
その動作を子供のリハビリテーションに利用する試み [9]
や，ユーザがシーン中の物体を直接操作したり，個々の
キャラクタに行動内容を言葉で指示できるようにする試
み [2] 等がある．

5.3 システムと人間の相互適応の支援
ここまで紹介した研究は，適応のためのHCI設計にお

いて，システム側あるいは人間側の一方の適応を考慮し
ているが，相互に適応する場合を扱っていない．これに
対して，人間とシステムの相互適応を試みたものとして，
山田らの研究 [10] がある．この研究では，擬人化エー
ジェントシステムと人間が対話的タスクを扱う場合に必
要な自然なコミュニケーションを実現するには，お互い
が相手の表情からマインドと呼ばれる内部状態（“忙し
い”，“暇である”など）を推定できるように相互適応す
る必要があるというマインドマッピングの相互適応問題
（第 7 図）を提案している．この相互適応において，シ
ステムはカメラで人間の表情を観測し，それを事例とし
て人間のマインドマッピングの学習を行う一方，人間は
自由にエージェントのマインドマッピングの学習を行う．
この相互適応を構成する要素は以下のようになる．

• E：相手の表情を表現する表現メディア（相手の顔）．
• IEH：エージェントの表情の観測．
• IHE：人間の表情の表出．
• LHE：人間によるエージェントのマインドマッピン
グの学習．

• IES：人間の表情の観測．
• ISE：エージェントの表情の表出．
• LSE：エージェントによる人間のマインドマッピン
グの学習．
この研究では，2つの適応 LSE，LHE の両方を促進

させるためのHCI設計として，相互読心ゲームという，
お互いが相手の表情からマインドを当て合う一種の協
調ゲームを設計している．第 8 図に，そのゲームにお
いて人間がエージェントのマインドを当る場合のインタ
フェースのスナップショットを示す．このようなシステ
ムにより，システムと人間の適応がスムーズに実現され
ることを調べる実験が行われている [10]．
人間同士の相互適応を試みた研究例としては，テレビ

ゲームのスキル学習における人間の教師と学習者の相互
適応の研究 [6]などがあるが，人間とシステムの相互適
応を促進するためのインタラクション設計に関する研究
は少なく，今後の研究の進展が期待される分野である．

6. まとめ

本稿では，HCIにおいて人間とシステムの適応を促進
するためのインタラクション設計について議論した．人
間はインタラクションの対象に適応する性質を持ってい
る一方，システムにおいても適応機能は重要である．し
かし，このような適応を独立かつ自律的に実現すること
は一般に困難であることから，人間，システムの適応を
促進するための新たなインタラクション－適応のための
インタラクション－の導入を提案した．また，自律的タ
スク，対話的タスクという 2種類のタスクの分類に基づ
いて，それぞれのタスクにおける適応のためのインタラ
クションの具体的な研究例を挙げ，それぞれにおけるイ
ンタラクションのバリエーションやその利用法の紹介を
通じて，適応のためのインタラクション設計の問題に関
する研究の現状と課題を述べた．
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