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個体間協調運動の定量化手法の検討
一ユーモア生成過程における協調行動の定量化一
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体を揺らしたり声をあげたりして笑うと考えられる。

問題と目的

このような演者と観客のコミュニケーションが円滑に

落語や漫才などの演芸においては，演者は観客を楽し

行われるためには，他の場面と同様に，絶えず相手の情

ませ笑わせるように工夫しながら演題を演じている。従

報を取り入れ，それに応じて情報を相手に伝えるやりと
りが繰り返される過程が必要であると考えられる。この・

来，漫画やジョークのように絵や文字を媒体とするユー
モアを対象とした研究では，一般に おもしろい と感
じる，すなわち，ユーモアが誘発される（elicited）ため
には，おもしろいと感じさせる刺激と文脈との間に不調
和（incongruity）が生起し，その後の解釈によって不調
和が解決されていくといった論理の流れが必要であるこ
とが指摘されている（Ruch，

McGhee，＆Hehl，1990；

ため，観客を十分目楽しませるためには，演者は，演題
を単に覚えたとおりに提示するのではなく，観客の反応
（動作や笑い声）を参考にしながら，．演題の肝要な部分
（ストーリ展開，クスグリDにおけるキーワード）や理
解が難しい部分（論理の流れが複雑であったり，あまり

に唐突であったりする部分）においては，間の取り方や

Suls，1983；Wyer＆Collins，1992）。演芸という場面に

強調の仕方を工夫して情報を補ったり，既に共有されて

おいても，演者は，観客に演題が持つ論理の流れを伝え
ようと工美しながら演じ，これを受け取った観客は，演
者の演出上の意図を理解することで，おもしろいと感じ，

観客と

D噺家は，演題中で演者が意図的に楽しませ，笑わせようとす
る部分を，櫟ることになぞらえて「クスグリ」と呼び慣わして
いる。本研究でもこれに倣う。
2）ここで，響感とは，時間・空間を共有する

今ここで

とい

う制約の下での相互作用において，演者と観客とが一つの系
（システム）として組織化されている程度（場の空気）を感じ
取ることを指す。時空間の制約の下では，言語による内省では
なく，自己の働きかけのレバー杢リに対する他者の反応のパター
ンから，身体を媒体として（肌で）場の空気を山山していると
考えられる。

いる部分を省略したりするというように，目の前にいる
対話

しながら演じていく必要がある。

その一方で，観客は，観客自身が楽しむためには，単
に「情報を取り入れるため」というように受け身の姿勢
で聞くのではなく，演者が演技に込めた演出上の意図を
トレースしながら，積極的に「次はどんな展開になるの
だろうか」とか，「登場人物はどんな言動をするだろう

か」といった予想を持つというように，目の前にいる演
者と 対話 しながら聞き，演者の活動内容や振る舞い
を感じ取っていく必要がある。この対話を通じて，暗黙
のうちに 場 の空気を肌で響感し合う2協調行動が生
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のモダリティに注目する。まず，セリフと笑い声は，同

ざまな様相を見せながら展開していくと考えられる。そ

じ音声として直せられるものではあるが，演者と観客の

して，このような響重し合う

立場の違いから，付与される意味が異なり，非対称的な

場

の存在が，従来の研

究が対象としてきた絵や文字を媒体としたユーモアの生
成にはない，演者と観客の関係性の中に拓かれるユーモ
アの生成過程を特徴づけるものである。
ユーモアが関係性の中で生成されていくメカニズムを

モダリティといえる。同じように，表情も登場人物とし
ての表情と情動を伴った表情というように，立場の違い
を反映して，異なる意味が付与されるモダリティである
と考えられる。

がどのよ

これに対して，演者の特定の動作と観客の動きには対

うに始まり，展開し，おもしろさへとつながってくかを

応が見られる。落語における演者の動作には，登場人物

明らかにしていく上で，演者と観客の

対話

検討することは重要な研究課題である。しかしながら，

としての動作（主として手の動き）だけではなく，人物

このような

区別のための動作（主として頭の動き）が含まれる。後

対話

の内実である思考の流れ（時系列的

な変化）は，ごく内的な過程であり，外部から観察する
ことは難しい。内的な過程であっても，演者については，

練習や実践のなかで自分の演技を内省したり，師匠や同
僚から示唆を受けたりする機会があるため，演技を撮影

者は，間の取り方や強調の仕方に直結する動作であり，
演者の演出上の意図を直接反映するものである（野村・

丸野，2006）。一方，観客は，ストーリ展開での場面転
換やクスグリといった，演者の演出上の意図を具現化す

したビデオを見ながら演技中の思考を述べる

レトロス

ペクティブレポート（retrospective

といった手

るような部分で動き，このような働きかけがない部分で
動くことはほとんどない。つまり，演者は演出上の意図

法を用いることで，適切にプロトコルとして表現するこ

を込めて人物区別の動作として働きかけ，観客は演出上

report）

とができるかも知れない。しかしながら，観客について

の意図をトレースし，理解に伴って（意図的，非意図的

は，自分自身の思考の流れをそれほど意識化していない

に関わらず）動作を返し，さらに，演者はこれを踏まえ

ことが多いと予想される。このため，演題中の特定の部

て次の働きかけをしている。このように，演芸において

分において，演者の演出上の意図をトレースするように
聞いていたかや，想像を巡らせながら聞いていたかといっ1

は，観客の思考の流れを中心として，演者の動作と観客
の動作が対峙するような対応関係がある。このため，演

たことを適切に表現することは難しいだろう。

者一観客間での動作の協調は，演者と観客のあいだでの

それでは，研究者が観客の思考の流れを取り出すため
に，どのような手法が適切なのだろうか。観客の最も身
近な観察者である演者は，多くの芸談で指摘されるよう

思考の流れの協調，ないしは響感関係を取り出すために
有用な指標となると想定できる。
以上の議論を踏まえ，ユーモアが関係性の中で生成さ

に，観客の思考の流れを把握する実践的，経験的な知識

れていくメカニズムを明らかにしていく上で重要な観客

を持ち，演技の調整に活かしているようである（桂，19

の思考の流れを，研究者が客観的，定量的に取り出すた
めに，動作の協調に注目する必要があるといえるだろう。

86；立川，2000）。これらの知見が示唆するのは，熟達
した演者が，自身の働きかけに対する観客の反応から，

動作の協調についての研究は，逆さ振り子課題

「観客が演題の肝要な部分を理解しているか否か」のよ

（Bingham，

うな部分的な思考の流れを把握し，それに応じて演じ方

代表されるような周期的な運動を扱っていることが多く，

Schmidt，

Turvey，＆Rosenblum，1991など）に

を調整しているということである。このような工夫があ

演芸といった現実的な場面での動作を対象とした研究は

るとすれば，演者の働きかけに対する観客の反応や，さ

少ない。その大きな理由として，生態学的な制約から生

らに観客の反応を踏まえた演者の働きかけは，結果とし

まれる方法論的な困難さがある。現実の運動場面を観察

て観客の思考の流れを反映したやりとりとなっている。

してみると，人は，前後の文脈や他者との関わりによっ

そして，このやりとりは，演者が把握した観客の思考の

て，急に止まったり，また突然動き出したりというよう

流れを踏まえているため，演者が主導しながらも，協調

に，その挙動は線形ではなく，時間に伴って変化してい

したものになるはずである。以上のことから，研究者が
観客の思考の流れを取り出すためには，演者の働きかけ
と観客の反応との間にある関係の様相（協調の程度）を

く。このような非定常的な運動の分析には，データに定

定量化するという手法が適切であると考えられる。
外部から観察可能な演者の働きかけとしては，セリフ，

表情，動作が挙げられ，観客の反応としては，笑い声，
表情，動作が挙げられる。もちろん，演芸においては，

常性を仮定する相互相関係数（Cross−Correlation
cient：CCC）や，フーリエ変換（Fourier

Coefn−

transfom1：F7）

といった手法を用いるのは適切ではないことが指摘され
ている（Issartel，

Marin，

Bardainne，

Gaillot，＆Cadopi，20

06）。

この指摘を踏まえ，周期的な運動の分析では，非定常

マルチ・モーダルなコミュニケーションが行われている

性の問題に対処した動作の協調の程度を検討する手法と

と思われるが，ここでは比較を単純にするために，同一

して，従来，窓つき相互相関（Boker，

Xu，

Rotondo，＆

Hl

野村・丸野：個体問協調運動の定量化手法の検討

King，2002）や二つきフーリエ変i換（日野，2004，

p71）

利用することで，観測されたデータに，どのような周波

に基づく相互スペクトル解析が用いられてきた。これら

の手法は，分析範囲を区切ることによって，相対的に定

数成分がどの程度含まれるかを知ることができる。一般
に， を時間，ωを角周波数，∫を虚数単位とすると，

常性を保証しようとするものであるが，非線形性，非定

フーリエ変換と逆変換は，それぞれ

常性の問題を根本的に解決しているわけではない。

F（ω）一ノン（孟）e

このような現状にあって，既に自然科学の領域では，

砒
（1）

従来の手法の問題点を補い，非定常性に対応した手法と

して，ウェーブレット変換に基づく相互スペクトル解
析（Wavelet

Cross−Spectrum

再帰定量化解析（Cross−Recun・ence
（Sh㏄kley，

Butwill，

ノ（孟）一裁F（ω）ε吻ω（2）

Analysis：〃℃朋）や相互
Quantification：CR9）

Zbilut，＆Webber，2002など）といっ

と表現される。これらの式は，フーリエ変換によって，

た手法が提案されている。とりわけ，耳℃朋は，気象に
関する分野において，海面気圧と海面水温（エルニーニョ

時間

現象）との関係といった非定常的な過程を含む系列どう

ことを表している。ここで，F（ω）は複素数であり，極

しの関係を検討するために利用され，一定の有用性が示

形式浸（ω）ε蜘で表したとき，承ω），φω，オ（ω）2をそ

されている（Torrence＆Compop，1998）。同時に，

れぞれ振幅スペクトル，位相スペクトル，パワースペク

彫C甜は，協調的な運動の分析にも利用可能であること

トルと呼ぶ。

が示唆されている（Issartd

et

よって，周波数ωの関数から時間

の関数になっている

データ系列すべてを周波数に分解するフーリエ変換は，

aL，2006）。

しかしながら，この手法は，行動科学の分野では紹介

の関数から周波数ωの関数に，フーリエ逆変換に

時間経過に伴って周波数の様相が変化していく非定常的

されたばかりであり，脳波を扱った研究（Kahana，

なデータを適切に分析することはできないという問題を

Sekuler，

踏まえ，窓つきフーリエ変換（Windowed

Caplan，

Kirschen，＆Madsen，1999；Trujillo，

Fouder

trans−

Kaszniak，＆Allen，2005など）を除けばそれほ

form：曜F7）という手法が提案されている。〃77は，デー

ど利用されてはいない。このため，現実場面での協調運

タを一定の範囲で区切ってフーリエ変換を行う手法であ

動の分析手法として，従来の手法と比較して，どのよう

る。これによって周波数の様相の時間的な推移を検討す

な点がどの程度有用なのか，また，利用する上での限界
があるのかといったことについては，十分に検討されて

ることができる。これは，非線形，非定常的な振る舞い

Peterson，

いない。

そこで，本研究では，演芸における運動場面における

をみせるデータも，比較的短い範囲では，線形性，定常

性の仮定をしても，問題とならないことが多い（Boker
et

aL，2002；Clayton

et

aL，2004）ことに基づくもので，

協調運動の分析に利用することを念頭に置き，まず，従

分析範囲内にあっては定常性を仮定できるような準定常

来利用されてきた方法の問題点を指摘した上で，これら

的なデータについて有効な手法である。 を時間，ωを
角周波数， を虚数単位，wωを窓関数とすると，窓つ

と対比させながらで彫℃朋を紹介する。その後，現実
場面での協調運動の題材として，ジャンケンの腕降り運
動を取り上げ，各手法によって分析した結果を比較する
ことで，協調運動の分析における，〃C阻の有用性を示
す。ジャンケンは，複数の参加者が協調して運動するこ
とが求められる現実的な状況であり，言語による意味づ

きフーリエ変換は，

臓ω一ズン（加（卜6）・一乞ωオd孟（3）

ような課題であるため，運動に注目して協調を検討する

と表現される。このように変換される昭FTにおけるパ
ワースペクトルを時間ごとにプロットしたものは，スペ
クトログラム（spectrogram）と呼ばれ，周波数特性の時

ために利便である。また，後だしをさせるによって，協

間的推移を検討するために用いられる。

けよりも，音声や動作によって調整され，協調していく

調の程度を操作することができるため，それぞれの手法
が協調の程度の変化を適切に検出できるか否かを検討す

窓つきフーリエ変換を利用して2つの時系列データの

ることができる。

周波数領域での線形関係を見る手法に，相互スペクトラ
ム解析（Cross−Spectmm Analysis）がある。これは，観

フーリエ変換に基づく相互スペクトル解析（．F㎝）の

測値自体ではなく，周波数領域での時系列どうしの関係
性の強さを見る手法である。この手法は，周波数（ある

特徴と問題点

フーリエ変換は，観測された時系列データを複数の正
弦波の和として分解することによって，周波数領域にお
ける情報を得る手法である。すなわち，フーリエ変換を

いは，それに相当するもの）に変換されたデータであれ
ば利用できるため，フーリエ変換だけではなく，後述す
るウェーブレット変換にも適用できる。

〃FTにおけるパワースペクトルをプロットしたもの

112
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る周波数を設定することは，

おける関係性のみが見える

研究者が見たい周波数に

というように，研究者の予

ルをプロットしたものは，コ・スペクトログラム（co−
spectrogram）と呼ばれる。また，2つの時系列の位相差

断が結果やその解釈に影響することにつながりうる。

（時間遅れ）をプロットしたものは，クオド・スペクト

常性を仮定していることである。人の動作には，次第に

ログラム（quad−spectrogram）と呼ばれる。位相差は，

速さが増すといったトレンドや，一定の臨界点を超える
と動作の様相が劇的に変化する部分（相転移）があり，

協調運動の分析においては，相互作用の様相（順序やタ
イミング）を知るうえで重要な情報となる。
ただし，クロス・スペクトルは，標準化されていない

第三の問題点は，窓つきフーリエ変換が根本的には定

しかもこのような傾向や相転移にこそ意味があることが
多い。しかし，窓つきフーリエ変換は，相対的に非定常

ため，一方の系列の影響が強いことでも大きな値をとる

性を抑え，分析範囲内では定常性を仮定するものであり，

ことがある。このため，一般的には，類似性の高さを表

非定常的なデータの分析には適していない。

す指標として，クロス・スペクトルを標準化したコヒー

以上のように，F（湖は，時間一周波数領域において
関係性の強さについて分析可能であるだけでなく，位相
差から協調運動の分析に重要な順序やタイミングについ
ても検討することが可能である点で，有用であることが
予想される。しかし，現実場面における動作を分析する
ためには，適切に分析できるデータが準定常的なものに
限定されている点，あらかじめデータの特徴を知ってい
ることが必要である点，データを見ながら適切な窓を調
整していく必要があるという点について課題が残る。

レンシ（coherency）が利用される。相関係数が，共分
散を両者の分散を用いて標準化するように，コヒーレン
シは，クロス・（パワー）スペクトルを双方のパワース

ペクトルを用いて標準化したものとして表される。すな

わち，2つの時系列データxrのパワースペクトルを
それぞれFP翫、FP3ア，クロス・スペクトルをFC3，フー
リエ変換に基づくコヒーレンシをFCOとすると，
F・・一（

lFOθlFP8￠、F、P3〃）瑠（4）

ウェーブレット変換に基づく相互スペクトル解析

と表される。FCOは，0から1までの値をとり，デー
タxyの周波数領域での線形関係の強さを表す。この

（研C朋）の特徴とその有用性

コヒーレンシをクオド・スペクトログラムと併せて検討

て，ウェーブレット変換（町）が挙げられる。ウェー
ブレット変換が託つきフーリエ変換に比べ優れているの
は，周波数によらず，分解能が一定である点にある。

することで，どの時刻で，どの周波数において，どのく

らいの時間遅れで2つの系列の関係が強くなっているか
を検討することができるのである。
しかしながら，この手法には，フーリエ変換に基づい
ていることに起因する三つの問題がある。第一の問題は，

窓つきフーリエ変換（〃FT）の問題点を補う手法とし

ウェーブレット変換がどの周波数でも一定の分解能で
分析できるのは，周波数（正弦波を利用しないため，正

にもかかわらず，有限の時間範囲で変換するため，誤差

確には周波数ではないが，フーリエ変換とのアナロジー
で周波数という語を用いる）に応じて，高周波数では小
さなウェーブレットに分解し，低周波数では大きなウェー

として周辺の周波数が検出されることである。この問題

ブレットに分解するというように，基本となるウェーブ

本来フーリエ変換が，無限に連続する波を想定している

に関しては，できるだけ影響が少なくなるように，分析

レットのスケールを拡大・縮小した波形に分解するため

範囲の両端における観測値を0とするような窓（win−
dow）をかけることで対処するのが一般的である。しか
し，どのような窓が適切かは，研究者がデータや先行研

である。

究を参考にして選択していく必要がある。

ウェーブレットと呼ばれている。マザーウェーブレット

第：二の問題は，フーリエ変換の不確定性原理（日野，
2004；Issartel

et

al．，2006）に起因するものである。〃F7

分解の基本となるウェーブレットは，マザーウェーブ
レットと呼ばれ，これを拡大・縮小したものは，解析用
ψは，無限遠で振動的である（＝積分値が0になる）こ
とに加え，2心逸積分を満たせば，どのような関数でも
よい。ここで，マザーウェーブレットをψ，時間を

と

においては，時間分解能はその窓関数の持続時間（窓の
幅）によってのみ定まる。その一方で，周波数分解能は

すると，解析用ウェーブレットは，拡大・縮小のための

窓の幅の逆数によってのみ定まる。すなわち，時間分解

パラメータαと，平行移動のためのパラメータわを用い

能と周波数分解能はトレードオフの関係となっており，

て，

時間分解能と周波数分解能を同時に向上させることはで
きない。このことは，現実的には，注目すべき周波数を

設定しておく，あるいは，データとの兼ね合いを見なが
ら，調節していく必要があることを示している。注目す

幅（オ）一

Zψ（≒6）
（5）
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と表現される。ここで，αはスケールと呼ばれ，ウェー

ブレットの時間幅を表すため，1危は，周波数に相当す
る。このとき，時間軸の変数をx≧すると，時系列デ一
二バκ）のウェーブレット変換は，

鴨一 ?D幅6）砒（6）

を両系列のウェーブレット・パワースペクトルによって
標準化したウェーブレット・コヒーレンシ （Wavelet
COherency：〃℃0）を利用することが推奨されている
（Maraun＆Kurths，2004）。2つの時系列データκrの，
スケールα，時間みにおけるウェーブレット・スペクト
ル〃アεゐ，躍Pεみに対して，ウェーブレット・コヒーレ
ンシは，

iwO51α，bl
と表現される。ここで，＊は，複素共役を表す。この式

WOOα，b・＝

は，xコδにおいて，データ系列ノ「（x）のなかにψ。、（κ）

の成分がどれだけ含まれるかを表すものである。

（WPθ86レγP59，わ）1／2

（8）

と表すことができる（Maraun＆Kurths，2004）。このウェー

窓つきフーリエ変換において，各時間一周波数におけ

ブレット・コヒーレンシを利用することによって，どの

るパワースペクトルをプロットしたものがスペクトログ
ラムと呼ばれるのに対し，ウェーブレット変換において，

周波数，どの時刻で，どのくらいの時間遅れで関係があ

各時間一スケールにおけるパワースペクトルをプロット

るのかといった相互作用の様相を分析することが可能に
なる。だが，同一の運動について，条件による協調の程

したものはスケーログラム（scalogram）と呼ばれ，周

度を比較する場合には，パターン全体の傾向を一つの数

波数特性の時間的推移を検討するために用いられる。ス

値に縮約して表現した方が便利である。このための方法

ケーログラム上でのパワースペクトルは，時刻わにおけ

として，パターンの一致係数C（μ〃θ川Coηgrπθηcθ，

る周波数1々の成分を持つエネルギーと考えることがで

Kestin，

きるが，解釈においては，注意が必要である。それは，

パターンの一致係数は，データ系列κrのスケールα，

ウェーブレット変換においては，時刻と周波数の間に不

時点わにおけるウェーブレット・スペクトルをそれぞれ
隅psゐ，肌P醐、，スペクトルの個数をnとすると

確定性の関係が存在しているため，時刻と周波数の両方
の値を厳密に指定することはできない。すなわち，スケー

Yano，＆Rayner，1998）が挙げられる。

れ

ΣWP3竃、

ログラム上での「時刻ゐ，周波数1危におけるパワース

ペクトラム」という表現は，より正確には，防付近の
時刻と1如付近の周波数におけるパワースペクトラム」

Karoly，

WP5脇

α，δ

o＝（れ

れΣWPθ竃、2ΣWP5毘、2α，b

α，b）瑠

（9）

ということになる。しかしながら，動作の協調を判断す

る上では，理工学といった領域で求められるほどの厳密
な時刻，周波数は必ずしも必要ではなく，計測の精度か

と定義できる。この値は，0から1までの値をとり，デー

らみても，このような制約の上での解釈でも十分である

タ系列κγのスペクトルのパターン全体での関係の強
さを表すものである。すなわち，協調の程度が高いほど

ことが多い。

前節で紹介した相互スペクトル解析（2つの時系列デー

1に近く，協調の程度が低いほど0に近い値をとる。一

タの周波数領域での線形関係を見る手法）はウェーブレッ

致係数の見方は，相関係数と同様であり，0．0−0．2でほ

ト変換を利用することができる。ウェーブレット変換に

とんど関係なし，0．2−0．4で弱い関係がある，0．4−0．7で

基づくクロス・スペクトル〃C凡、は，複素数であり，∫

中程度の関係がある，α7以上で強い関係があると表現

を虚数単位とすると，振幅スペクトル1㎜。、1（フーリ

することが妥当であろう。また，一致係数のとる値は，

エ変換での極形式承ω）♂ωに対するオ（ω）とのアナロ

（相関係数と同様に）線形ではなく，そのまま統計値と

ジーで振幅スペクトルという語を用いる）と，位相φを

して利用することはできない。このため，統計値として

使って，

WO8。，b一業03傷δle乞φ（飢）（7）
と分解できる。このとき，位相φは，時刻わ，スケール

。における2つのデータの時間遅れを記述するものであ
り，協調運動の分析をするうえでは相互作用の様相を知
るために重要な指標となる。ただし，この〃℃3は，（フー

リエ変換に基づく）クロス・スペクトルと同様に，一方

の系列の影響が強い場合でも，大きな値をとることがあ

る。このため，類似性の高さを表す指標として，〃C8

利用する場合には，正規分布に近似するように，フィッ
シャーのz 変換などを行う必要がある。
まとめ

定量的な研究の大きなメリットは，同じ手続きを踏め
ば，誰でも同じ結果が得られるところにある。しかしな
がら，従来の利用されてきた方法は，計測自体が定量的
であっても，分析の段階では，分析対象についての先行
知見が求められたり，研究者の予断によって手続きが恣
意的になりやすかった。個体間での協調に関する研究に
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おいて，恣意性は十分に注意すべき問題である。なぜな
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「ボン」部分での手を示す（表出段階）過程を想定する

ら，個体間の協調に着目する研究者は，協調が存在し，

ことができる。このうち，調整段階では，相手の視覚情

それが重要な役割を果たしていることを信じているがゆ
えに，分析結果は，研究者の予断や分析の恣意性によっ

報（動作），聴覚情報（音声）を利用しながら，動作が

て影響を受けやすいと考えられるからである。演芸にお

手法の感度を調べるために，協調のしゃすさが異なるよ

ける協調運動についてもできるだけ恣意的にならないよ

うにジャンケン（J）課題，後出しジャンケン勝ち条件

う客観的に定量化することが必要であろう。

（a−J（w））課題，後出しジャンケン負け条件（a−J（1））課

もちろん，恣意性の問題があるからといって，従来の

同期していくと考えられる。これを踏まえ，それぞれの

題を設定する。J課題は，通常通りのジャンケンを行う

手法がまったく利用できないとか，意味がないというわ

課題である。他者の動作と発声に加え，自己の発声と動

けではない。たとえば，従来の方法は，すでに知られて

作をうまく調整することで，最も協調の程度が高くなる

いる（定性的な）知見を，定量的に確認するためには有

と予想される。それに対して，a−J課題は，相手の出し

用であるだろう。しかしながら，これまで研究が行われ
ていない現実場面，とりわけ演芸という場面での協調運

た手を見て，できるだけ早く相手の手に勝つように（a−
」（w）），あるいは負けるように（a−J（1））自分の手を出

動に，いまだ知られていないダイナミックな相互作用を

す課題である。できるだけ早く自分の手を出すためには，

見出したり，それを客観的に論じたりするためには，限

調整段階で相手の出すタイミングを予想しながら，調整

界があると考えられる。

段階で相手とのズレを調整し，表出段階で相手が出した
のを見て，自分の手を出さなければならない。このため，

この点について，耳℃脳が優れているのは，研究者が
データにどのような特徴があるのかをあらかじめ知らな

参加者は，相手に協調したうえでタイミングを外すこと

くても，適切に利用できる点にある。ウェーブレット変

が求められる。このように課題が持つ特性から，a−J課

換では，窓つきフーリエ変換のように窓の大きさによっ
て周波数域ごとの精度が決まることはない。このような

題では，J課題に比べ協調の程度は低下するはずである。
さらに，a−J（1）課題では，通常求められるような勝つた

耳℃朋の特長は，データの

めの手ではなく，負けるための手を出すことが要求され

意味

や

ら仮定することが難しい，脳波（Kahana

Trujillo

特徴
et

を初めか

al．，1999；

るため，適切な手が何であるか判断するための処理が難

et

al．，2005など）や，病気の伝播パターン

しくなる。このため，反応潜時が長くなり，出す手が遅

（Grenfell，

Bjomstad，＆Kappey，2001）の分析に利用さ

れることで，a−J（1）課題ではa−J（w）課題に比べ協調の程

れ，有効性が示されていることからも肯定される。

現実場面での運動は，非定常的な振る舞いをみせ，そ

度が低下するはずである。すなわち，協調の程度は，J
課題a−J（w）課題，aJ（1）課題の順で低下すると想定さ

の特徴や協調の様相はあらかじめ分かっていないことが
多い。この意味で，現実場面の個体問での協調運動を分

れる。この想定を踏まえ，本実験では，∬℃朋とFC朋

析する道具として，彫C朋は有用なのである。

それぞれの手法が課題間での協調の程度と様相の差異を
捉えることができるか否かから，有用性を検討していく。

次節では，実際の協調運動の分析を通して，理論的に
想定されるウェーブレット変換に基づく相互スペクドル
解析の有用性が確かめられるか否かを検討していく。

によって，3つのジャンケン課題について分析したとき，

方

法

実験参加者

個体間協調運動の定量化手法の比較
問題と目的
本節では，観客の思考の流れを反映した誓事関係の指
標である協調行動について分析することを念頭に置き，

大学生，および大学院生16名（男性11名，

女性5名），年齢は18−26（M＝23．25，5Z）＝2．26）歳であ

る。参加者は全員右利きで，実験者と実験参加者は互い
に顔見知りであった。

装置実験は，実験室で行われた。ジャンケンに伴

ウェーブレット変換に基づく相互スペクトル解析

う腕降りの運動は，ほぼ上下運動のみであるため，手首

吻℃朋）が，フーリエ変換に基づく相互スペクトル解
析（F（湖）に比べ，どのように有用であるかを検証す
ること，また，どのような限界があるのかについて検討

の位置情報について2次元計測を行った。計測には，1
台のビデオカメラ（Sony DCR−TRV70）を用い，映像は

ることが求められる場面である。「最初はグー，ジャン・

30Hz，音声は48kHzで記録した。実験室の中央に配置
された900mm×1800mmの事務机に，肘をおく目印とし
て，カメラから1100mm離れた位置に850mm間隔をとっ
て2ヶ所に粘着テープを貼付した。これに合わせて，机

することを目的とする。

ジャンケンは，複数の参加者が互いに協調して運動す
ケン・ボン」という発声を伴う一般的なジャンケンには，

を挟んで対面するように椅子を2脚配置した。椅子の位

「最初はグー」によって動作が開始され（開始段階），

置は，ジャンケン動作を行いやすいように実験参加者自

「ジャン・ケン」部分でのズレを調整し（調整段階），

身が調整した。
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手続き

実験参加者は，実験室に入り，実験者と向か

い合って座るように指示された。着席後，手首の位置を
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の球面性検定を行ったところ，課題について球面性が成
立していなかった（陥、）＝．53，p＜．05）ため，自由度が

計測するために計測用のマーカ（ピンポン球）を取り付

1より大きい反復測定のF値の検定に，G7θθ励。〃3θ＆

けたりストバンドを利き手の手首に装着させた。その後，

σθ∫∬θ7のεによる補正を用いた。この結果，課題の種

3種類のジャンケンを行い，1種類につき，10試行行う

類の主効果について有意であった（凡，。）＝25．52，p＜

ことを教示した。」課題では，発声の内容は「最初はグー，

．001，ε＝．69）。課題の種類について主効果が有意であっ

ジャン・ケン・ボン」とし，あいこの時も「あいこでしょ」

たので，多重比較を行ったところ，J課題での平均角速

と発声して勝負がつくまで続けるように教示した。J課

度は，a−」（w）課題，およびa−J（1）課題の平均角速度に比

題では，勝負がつくと，実験者が机の中央に貼付してあ

べ，有意に大きかった（いずれもρ＜．001）。これは，a−J

る付箋を勝者の方に移動することを教示した。次に，a−

課題では共通して，実験参加者が，実験者の手を見て自

J（w）課題，a−」（1）課題では，実験参加者に相手の手（グー，

分の手を決定するまでのあいだで腕振り動作が小さくな

チョキ，パー）を見て，それに応じて勝つように（a−J

り，角速度も遅くなったためであると解釈でき，課題設

（w）課題），または負けるように（a−J（1）課題），できる

定とも調和する。これ以外の，動作主についての主効果

だけ速く自分の手を出すように教示した。J課題と異な

や，動作主と課題の交互作用は見られず，課題を設定し

り，あいこはエラーとして，そこで試行を終了した。正

たことで，特別の動作パターンが生まれてはいないこと

しく反応した場合には，付箋を実験参加者の方に，誤っ

が確認できた。

て反応した場合には，実験者の方に移動させることを教

現実場面における協調運動の定量化指標としての比較

示した。この上で，印に合わせて肘をつけた状態でジャ

それぞれの手法の協調に対する感度の差異を検討する

ンケンを始めるように指示した。ビデオ撮影しながら，

ために，同一のデータについてFCOとWicOを算出し

いずれの参加者もJ課題，a−J（w）課題，

た。ただし，ここでは，紙面の都合上，一事例を取り上

a−J（1）課題の順

で各10試行を行わせた。なお，いずれの課題においても，

「最初はグー，ジャン・ケン・ボン」の発声をするよう
に促したが，手の振り方については，特に教示しなかっ

げて検討する。

実験：者と実験参加者（男性，23歳）の腕振り動作につ

いて，J課題でのFCOとW℃0を比較してみると，

FCO

においては，1Hz（1／s）より高い周波数帯（1より下の

た。

部分）で断続的に協調が見られる（Fig．2，（a））。1試行

結果と考察

操作チェック

ジャンケンの動作は，1試行あたり1−

がおよそ1−2秒であることを踏まえると，1Hzより高
い周波数帯に見られる協調は，各試行に3−7回含まれ

2秒（30−60コマ）に渡って，3〜7回の書振りが見ら
れた。各条件における，実験者と参加者の腕振り動作の

る腕振り動作を反映したものだと解釈できる。これに対

特徴を見るために，角速度について，動作主（2：実験

はなく，0．3−1Hzの低周波数帯（1より上の部分）にか

者，参加者）×課題の種類（3：」課題a−J（w）課題，a−

けても協調が広く見られる（Fig．2，（b））。このことは，

」（1）課題）の2要因分散分析を行った（Fig．1）。ル勉μc正

より広い時間間隔に注目したとき，前の試行での実験者

して，WCOにおいては，1Hzより高い周波数帯だけで

の腕振り動作と次の試行での参加者の腕振り動作が協調

＊＊＊
＊＊＊

1

4 2

ド・スペクトログラム（Fig．2，（d））の位相差からも確

かめられる。たとえば，IHzより高い周波数帯で，
噺噺

﹂1

@嚇
@「
@ 鴨嚇
@
@@
．噂
@
殉噂噂
@@
馬■・・… 一・… ■

1

︒0 8 6⁝

＊＊＊

榊

0
0
0

4

WCOが有意に大きい（実線で囲まれている）部分では，
ほとんどの部分で白色がプロットされていることかち，
位相差がなく，ほぼ同じタイミングで動いていることが
分かる。これに対して，0．3−1Hzの低い周波数帯では，
自色と濃い黒色が交互にプロットされていることから，

{実験者
｡・・参加者

より広い時間間隔に注目すると，先行するのが実験者か

E・

ら参加者，参加者から実験者へと入れ替わっていること
0

92 D

̲で歪︶孟8で﹀﹂6葛⊆︿亀6﹂︒﹀＜

（ω

﹂1

議

するといったように，試行を超えて協調が生まれている
ことを反映するものであると解釈できる。これは，クオ

J課題

a−J（w）課題

a−J（1）課題

めであろう。

0

Fig．1

が分かる。これは，試行を超えて協調が生まれているた

実験者と参加者の腕振り動作の平均角速度
＊＊＊ρ＜．001

このように，FCOとWCOを比較してみると，

FCO

が比較的高い周波数帯でしか協調を見出すことができな
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Fig．2実験者と参加者2の」課題におけるコヒーレンシ（上）とクオド・スペクトログラム（下）
いずれも横軸は経過時間（コマ数）を表し，縦軸は，フーリエ変換に基づくものでは周波
数を，ウェーブレット変換に基づくものではスケールを表している。コーヒレンシは時系
列どうしの関係の強さを表し，実線で囲まれた白色の部分の関係性が有意に強いことを表
す。クオド・スペクトログラムは位相差（時間遅れ）を表したもので，正の位相（濃い黒
色）の部分は実験者が先行していることを，負の位相（白色から灰色）の部分は参加者が
先行していることを表す。

いのに対し，WCOは低周波数帯でも協調を敏感に見出
すことができることが分かる。これは，FCOが窓つき
フーリエ変換に基づいているがゆえに，特定の周波数帯

有用な手法であるといえるだろう。

だけ精度が高く，他の周波数帯では精度が低いのに対し，

るために，a−J（w）課題，

WCOは，ウェーブレット変換に基づきすべての周波数

加者（先ほどと同じ参加者。男性，23歳）の腕振り動作

帯で同じ精度で分析しているためである（このため，高

についても，FCOとW℃0を算：出した。

周波数帯においては，WCOよりもFCOの方で協調の
パターンが細かく現れている）。

このように，FCOによって適切に分析するためには，

次に，課題問での協調の程度や協調の様相についての
差異に対して，それぞれの手法が検出できるかを検討す
a−J（1）課題における実験者と参

J課題と比較しながらa−J（w）課題の結果を見てみると，

FCO（Fig．3，（a））では，1Hzよりも高周波で見られた細

かい協調の範囲が小さくなっているものの，それほど変

あらかじめ見たい周波数帯に合わせた窓の幅を選択する

化は見られないのに対し，WCO（Fig．3，（b））では，1Hz

必要があるが，WCOは，特別な操作なしに，低周波数

より高い周波数帯での協調は見られるままだが，0．5−1

帯を含めた広い周波数帯における協調についても分析で

Hzでの協調が見られなくなったことが分かる。このよ

きる。特別の操作なしに全体を同じ精度で分析できる

うなWCOのパターンは，各試行が1−2秒であること

WCOは，あらかじめ特徴が分かっていない演芸場面で

を踏まえると，手を出すまでの腕振り動作では協調が生

の動作の解析において，従来知られていなかった演者と

まれているが，「参加者が実験者の手を見て自分の手を

観客のあいだのダイナミックな協調を見出すためには，

決める」段階で，わずかに反応潜時があることによって，
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1試行単位での協調は崩れていることを反映するもので
あると解釈できる。
1．0

次に，a−J（D課題の結果に注目すると，

FCO（Fig．4，（a））

＼馬

9﹂

一●一フーリエ変換
・・

｡一ウェーブレット変換

α
0

a−J（w）

0．

についての協調を敏感に検出していることを反映するも

4．

FCOがWicOよりも精度が高いがゆえに，腕振り動作

α

FCOにおいて高い周波数帯での協調が見られるのは，

ハ0

られるようになっている。

α

なくなり，その代わりに，1Hz付近で断続的に協調が見

只︸

0

8⊆雪﹄⊆80∈§卍

WCO（Fig．4，（b）、）では，高周波の協調があまりみられ

︵10⊆﹂﹂0弔の⊆σ﹂制論Nω一﹂O ω一﹂︶

ﾖ壱

では，1Hzよりも高周波で見られた細かい協調の範囲が
狭くなるとともに，数が減少している。これに対して，

のであろう。ただし，FCOのパターンからは，

・［

J課題

a−J（w）課題

a−J（1）課題

課題とa−J（1）課題に違いがあるようには見えない。
これに対してWCOでは，

Fig．5各手法によるスペクトルパターンの

a−J（1）課題におけるクオド・

一致係数C（z9）（Kestin

スペクトログラム（Fig．4，（d））を見ると，1Hz付近の断

続的な協調の位相は，灰色でプロットされている負の位

et

al．，1998）

簡便のため，課題における変換手法の単純主効

相であることから，参加者が先行して関係が強くなって

果のみ有意記号を記している。＊，ρ＜．05

いることを示している。このようなWCOのパターンは，
参加者が自分の手を，実験者の手に負けるように決定す
るa−J（1）課題においては，勝つように決定するa−J（w）課

ところ，いずれの変換手法でも，aJ（w）課題とa−J（1）課

題に比べ反応潜時がより長くなっているため，協調の様

題に比べ，J課題の平均値が有意に高かった（すべてρ

相が変化したことを反映すると考えられる。すなわち，

＜．05）。次に，課題の種類の各水準における分析方法の

実験者が出した手と参加者の手という試行内での協調よ
りも，前の試行における参加者が出した手に対する，次

単純主効果について，同様に検定したところ，J課題に

の試行における実験者が出した手という試行間での協調

全体での協調の程度を縮約した値であるG。）につい

について，より程度が大きいことを示唆するものである

おいて変換手法の単純主効果が有意であったψ＜。05）。

て，F7と町を比較すると，いずれの変換手法におい
ても，」課題とa−J課題のあいだの差異は見出すことが

と解釈できる。

以上のように，WCOは，課題間での協調の様相の違

できたが，a−J（w）課題とa−J（1）課題の差異は見出すこと

いに対して敏感であった。協調のリズム（周波数）の変

ができなかった。a−J（1）課題でも，

化や，変化のタイミング（時系列的な位置）は，演芸で

の協調が示されたのは，WCOのパターンを合わせて考

の協調における観客の思考の流れを反映するものである

えると，実験手続き上の想定に反して，a−J（1）課題にお

と考えられるため，とりわけ重要な情報である。このた
め，演芸における協調の分析において，協調の様相の変

いて新たな協調が生起していたためであると考えられる。

化に対して感度の高いWCOは，有用な指標であるとい

見られたのは，町がより低い周波数帯においても協調
の程度を見出すことができたのに対し，、F7が，高い周
波数帯だけで協調の程度を見出したためであると考えら

えるだろう。

相互スペクトルの情報を縮約して，スペクトルパター

a−J（w）課題と同程度

また，J課題において，分析手法によってG。，に差が

ン全体での協調の程度を検討するために，C、。，（パター

れる。すなわち，J課題は試行内での協調だけではなく，

ンの一致係数をフィッシャーのz

変換した値）を算出

試行間での協調もみられることを踏まえると，耽rでは，

した。先述のように，協調の程度は，J課題がもっとも

パターン全体での高い協調を適切に反映して，C、。）も高

高く，続いてa−」（w）課題，a−J（1）課題の順にC（。）が低下

くなったと考えられる。

以上のようにCωは，必ずしも協調の推移を反映し

するはずである。

C（。｝について，変換手法（2：フーリエ変換（FT），

ないことに注意しなければならない。このため，実際に

ウェーブレット変換（町））×課題（3：」課題，a−J（w）

分析する場合には，C（。りによる全体の傾向を単純に比較

課題，a−J（1）課題）の混合2要素分散分析を行った（Fig．

するのではなく，WCOから見て取れる協調の推移と併

5）。その結果，変換手法×課題の種類の交互作用が有意

せて検討して行く必要があるだろう。

であった（F（名，。）＝3．16，p＜．05）。このため，分析方法の

各水準における課題の種類の単純主効果について，
80ψ〃。η

の方法で調整したp値を用いて検定を行った

結

論

本研究は，演芸場面における協調運動の分析を念頭に
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置き，ジャンケンを題材にとして，従来用いられてきた
手法とウェーブレット変換に基づく相互スペクトル解析
（脳㏄ゆを比較することを通して，耳℃阻の有用性を検

討してきた。その結果，耳℃甜には，とりわけ3つの有
用性があることが示された。第一に，〃℃朋は，人の動
作のように，非定常的な振る舞．いをみせるデータに対し

て適用できること，第二に，研（E∠は，あらかじめデー
タの特徴を知らなくても，適切に協調運動を検討できる
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