
はじめに

　これまで、心理的状態とノンバーバルコミュニケー
ションにおけるチャネル（例えば表情やしぐさ、ま
たは姿勢等）の状態との関連についての検討が数多
くおこなわれてきた（e.g., Ekman & Friesen, 1971; 
Hunter, 2012; James, 1932）。そこでは、どのような
心理的状態が身体の状態に影響を与えるのか、もし
くは、身体の状態がどのように心理的状態に影響を
与えるのかといった心身の双方向の影響についての
研究がおこなわれてきた。そして、近年は、歩容（gait）
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というチャネルについての研究もおこなわれるよう
になってきている。

歩容による個人の特徴の抽出
　歩容とは、姿勢と四肢の運動形態のことであり、
歩行と走行とにわけられる（中村・齋藤・長崎，
2014）。簡単にいうと、歩容とは歩行や走行の動きの
パターンのことといえる。歩容には、当人の身体的
特徴や日常生活における習慣などが影響を及ぼして
おり、怪我や病気によっても変化しうる。とはいえ、
歩容も姿勢やしぐさと同様にノンバーバルコミュニ
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ケーションのチャネルの一つであり、何かしらの心
理的特徴と関連していることが想定される。
　歩容については、個人の同定という側面からの研
究がおこなわれてきた。歩容は動きが全身によるも
のであり、比較的遠くからも容易に観察可能という
特徴を有している。そのため、かなり遠方からでも、
知人を見つけ出すことができる。この歩容に関する
個人の同定のことは歩容認証といい、近年数多くの
研究がおこなわれている（e.g., 杉浦・槇原・八木，
2007；宮島・山本，2013；Urtasun & Fua, 2004）。
なお、遠方からの映像であっても、また、顔が隠さ
れていてもその同定に問題が無いことから、近年の
科学捜査にも用いられている。
　そして、歩容による心理的特徴の把握も試みられ
てきた（e.g., Thoresen, Vuong, & Atkinson, 2012）。
これまで、心理学の研究における心理的状態の把握
の多くは、心拍やアミラーゼ計測などの心理・生理
指標による測定や、自己記述式の質問紙法による測
定が用いられていた。それらの多くは、直接的に身
体に接触する形での計測が必要とされるという特徴
や、回答者の自覚的状態の自己報告に頼らざるをえ
ないという特徴がある。しかし、歩容は、遠方から
の非接触な方法、かつ、本人の自覚的報告を必要と
せずに、対象の心理的特徴が把握可能である。また、
表情であれば比較的近距離でないと把握が難しい
が、歩容の場合は先述のように遠方からであっても
把握可能である。さらに、表情であれば、マスクによっ
て顔が隠れる（もしくは隠される）こともあり得るが、
歩容は基本的には意図的に隠す（変え続ける）こと
は難しい。このように、歩容というチャネルは心理
的特徴の把握にも優れたチャネルといえよう。利便
性と有用性のある優れたチャネルということができ
る。

歩容と心理的特徴との関連
　これまで、歩容とデモグラフィック要因や心理的
特徴との関連についての検討がなされてきた。例え
ば、性別、魅力や性的志向性、感情およびパーソナ

リティ評定、または自閉症スペクトラム障害傾向、
暴行被害の受けやすさなどとの関連である（e.g., 
Blaskovits & Bennell, 2019; Clarke, Bradshaw, 
Field, Hampson, Rose, 2005; Crane & Gross, 2013; 
岩田・佐々木・春木，2001；Johnson, Gill, Reichman, 
& Tassinary, 2007; Kobayashi et al. 2016; 
Montepare, Goldstein, & Clausen, 1987; Sigeta, 
Sawatome, Ichikawa, & Takemura, 2018; 菅原・中
山・上家，2017; Thoresen et al.,2012）。
　心理的特性と歩容の関連については、第三者から
の心理的特性の評定が扱われることが多いが、それ
だけではなく、歩容とその当人の心理的特徴との関
連についても検討がなされてきている。それらの研
究においては、必ずしも、両者に明確な関連性が示
されているわけではない。例えばThoresen et 
al.（2012）はパーソナリティと歩容の関連について
検討し、実際の当人のパーソナリティと抽出した歩
容パターンに関連が無いことを報告している。一方、
Satchell, Morris, Mills, OʼReilly, Marshman, & 
Akehurst（2017）は、歩容とパーソナリティの関連を
示している。また、Stephan, Sutin, Bovier-Lapierre, 
& Terracciano（2018）やTerracciano, Schrack, 
Sutin, Chan, Simonsick, & Ferrucci（2013）は、パー
ソナリティと歩行スピードに関連があるとしているも
のの、実質的な関連の程度は小さい。このように、
当人の心理的特徴がどのような歩容のパターンに反
映されているのかについての研究はいくつか行われ
ているものの、まだその数は少なく知見が限られて
いる状況である１）。そのため、当人の心理的特徴と
歩容の関連についての検討を重ねていくことは有用
といえる。

目　的

　本研究は、歩容と心理的特徴との関連について探
索的に検討し、両者の関連についての知見を増すこ
とを目的とする。その際、感情およびパーソナリティ
が歩容と関連しているかについて確認することとす
る。
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方　法

対象者
　成人52名（男性18名、女性34名）を対象とした。
平均年齢は33.8歳（レンジ：18-72）。10代が７名、
20代が19名、30代が８名、40代が12名、50代が２
名、60代以上が４名である。

測定機器
　NEC歩行姿勢測定システム（NECソリューショ
ンイノベータ製）を使用した。これは、歩容を比較
的容易に計測しデータとして扱うことができるシス
テムである。このシステムにおいては、計測には3D
センサが用いられており、事前の身体へのマーカの
設定や事後の映像からのマーカの検出等が不要であ
る２）。歩行を前方から3Dセンサで測定するだけでよ
い。さらに、そのセンサのデータから歩容の特徴を
自動的に抽出し、複数の指標にて出力をおこなう。
この歩容計測のシステムの妥当性については、市川・
武市・田川・寺島・永井（2016）により確認がなさ
れている。
　当該システムは多くの指標を出力するが、今回は、

「歩行速度（m/分）」と「右歩幅（cm）」、「左歩幅（cm）」
「胸腰部の上下動（cm）」、「足の上がり角度_右前度）」
「足の上がり角度_右後ろ（度）」「足の上がり角度_
左前（度）」「足の上がり角度_左後（度）」を使用し
た。なお、足の上がり角度とは、進行方法に向かっ
て足を踏み出した時に前方に揚げた腿の最大角度、
そして、後方に蹴り上げた腿の最大角度である。
　歩行速度と胸腰部の上下動はそのまま「歩行速度

（m/分）」「胸腰部の上下動（cm）」、歩幅について
は左右の平均値を算出し「歩幅（cm）」とした。また、
足の上がり角度については前後それぞれ左右の平均
値を算出し、前方について「足の上がり角度_前

（度）」、広報について「足の上がり角度_後（度）」
とした。これらを歩容指標とした。
　これらの値は、先述のような従来のTroje（2002）
などにおける検討の際に扱われているような抽出さ

れ加工された指標と異なり、具体的で内容が明確な
指標である。そのため、歩容特徴を理解可能な形で
示し、そして心理的特徴との関連を検討するにあた
り有用であると考えられる。

質問紙
　デモグラフィック要因　年齢、性別、身長につい
て回答を求めた３）。これらは、姿勢や歩容と関連す
る要因であり、分析の際の調整要因とすることも目
的として収集した。
　感情　感情測定のために、関連する複数の先行
研究（e.g., 坂野・福井・熊野・堀江・川原・山本・
野村・末松，1994）を参考に、６項目を準備し使用
した。「０：まったくあてはまらない」から「６：非
常にあてはまる」の７件法で回答を求めた。なお、
予備分析をおこない、相関分析及び因子分析の結果
から「イライラしている」と「憂鬱だ」から「不快」
を（r=.61）、「緊張している」と「困惑している」か
ら「当惑」を（r=.55）合成変数として作成した。こ
れらは、平均値を算出して以降の分析に用いた。ま
た、「活力に満ちている」は「活力」、「疲れている」
は「疲労」としてそのままに以降の分析に使用した。
　パーソナリティ　主要とされる５つのパーソナリ
ティ測定のために、Gosling, Rentfrow, & Swann

（2003）によるTen Item Personality Inventoryの日
本語版であるTIPI-J（小塩・阿部・カトローニ，
2012）を実施した。「１．全く違うと思う」から「７．
強くそう思う」の７件法で回答を求めた。

手続きおよび実施時期
　大学における学園祭に来場した人の中で、歩行年
齢の計測の旨の案内を見てブースに来た人を対象に
実施した。来場者に対して研究の一環でもあること
を説明し、計測および質問紙への回答を求めた。質
問紙への回答が任意である旨を説明し、また、回答
しないことによる不利益は無いこと、何かしらの理
由にて回答を途中でやめてかまわないことなども口
頭及び紙面にて説明した。さらに、測定および質問
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紙への回答によって得られたデータについて適切に
扱うことも、口頭及び紙面にて説明をおこなった。
同意を得た者のデータのみを分析に使用した。質問
紙への回答に同意を得られた者に対しては、歩行計
測の前に質問紙への回答を求めた。
　教室の一部を使用し、幅２ｍ×奥行き８ｍの範囲
において歩行を求め、その歩容を計測した。歩行開
始箇所まで誘導した後に、センサに向かって自然に
歩いてもらうように教示した。測定終了後、その場
にて、NEC歩行姿勢測定システムによる推定歩行
年齢や歩容の特徴について、参加者へフィードバッ
クをおこなった。これについては、質問紙への回答
の有無にかかわらずおこない、回答拒否による不利
益等が無いようにした。なお、2017年６月に実施した。
　

結　果

　各歩容指標の記述統計量および各指標間の関連
について、Table 1に示す。
　各歩容指標と心理的変数との関連について相関分
析をおこなった。結果をTable ２に示す。また、歩

容はそもそも性別等と関連していることから、性別、
年齢、身長を調整するため、それらを調整した偏相
関分析をおこなった。その結果も併せてTable ２に
示 す。 な お、 心 理 的 変 数 の 記 述 統 計 量 は
APPENDIXに示す。
　ここで、各歩容指標を目的変数、年齢、性別、身長、
そして各心理的変数を説明変数とした、ステップワ
イズ法による重回帰分析をおこなった。
　その結果、「歩行速度」（R2=.185、p<.01）につい
ては「性別」がβ=-.274、p<.05、「活力」がβ=.305 
p<.05であった。
　「胸腰部の上下動」（R2=.295、p<.01）については、

「 性 別 」 がβ=-.416、p<.01、「 年 齢 」 がβ=-.430 
p<.01、「誠実性」がβ=-.241、p=.07であった。
　「歩幅」（R2=.366、p<.001）については、「性別」
がβ=-.493、p<.001、「活力」がβ=.303 p<.05であった。
　「足の上がり角度（前）」（R2=.304、p<.001）につ
いては、「身長」がβ=-.551、p<.001であった。
　「足の上がり角度（後）」については、有意な説明
変数は認められなかった。

Table １　各歩容指標の記述統計量および指標間の関連
記述統計量 相関分析

平均値 標準偏差 歩行速度 胸腰部の
上下動 歩幅 足の上がり

角度（前）
足の上がり
角度（後）

歩行速度（m/分） 76.59 11.90 −
胸腰部の上下動（cm） 5.88 1.30 .716*** −
歩幅（cm） 62.74 7.68 .706*** .695*** −
足の上がり角度_前（cm） 29.31 3.78 .309* .096 .061 −
足の上がり角度_後（cm） 21.51 6.12 .400** .243 .201 .443*** −
注）*** p<.001，** p<.01，* p<.05。

Table ２　各歩容指標と感情およびパーソナリティとの関連

歩行速度（m/分） 胸腰部の
上下動（cm） 歩幅（cm） 足の上がり角度_

前（cm）
足の上がり角度_

後（cm）
単相関 偏相関 単相関 偏相関 単相関 偏相関 単相関 偏相関 単相関 偏相関

感情 不快 .054 .092 .008 .089 -.025 .007 .192 .188 -.020 -.076
当惑 -.023 .040 -.101 .027 .036 .094 .042 .112 .036 .004
活力 .266 .244 .099 .044 .313* .275 -.110 .008 .016 .072
疲労 -.220 -.174 -.119 -.064 -.208 -.082 .202 .109 -.084 -.114

パーソナリティ 外向性 .075 .071 -.074 -.150 -.001 .042 .039 -.058 -.196 -.212
神経症傾向 -.203 -.159 -.225 -.134 -.116 -.012 .157 .046 .042 -.043
誠実性 -.136 -.194 -.168 -.294* -.094 -.155 -.134 -.195 .164 .198
開放性 .027 -.059 .170 .062 .189 .066 -.169 -.098 -.041 .002
調和性 .151 .138 .145 .151 .142 .095 -.010 .070 .103 .115

注）偏相関は，性別，年齢，身長を調整変数として算出。
* p<.05。
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考　察

　本研究の目的は、歩容と当人の心理的特徴との関
連について明らかにすることであった。その際に、
感情とパーソナリティを指標として扱った。
　今回関連が認められた心理的特徴は活力であり、
歩行速度と歩幅に関連していた。歩行速度と歩幅は、
直接に移動の大きさを反映する指標といえる。そし
て、活力は、その個体が外的環境に対して活動を積
極的に行う準備状態といえる。歩行は新たな環境に
向かうための移動行動の一つである（Wilkinson, 
2016）ということに鑑みるに、外的環境への係わり
の態度である活力の高さが、歩容における移動の大
きさに反映されている可能性は考えられる。目的意
識を有し心理的にエネルギーが十分にあるほど、目
的の状況に対して積極的に接近するといったことが、
人の歩容において生じていることが想定される。
　また、パーソナリティの一側面である誠実さの胸
腰部の上下動に対する予測は有意ではなかったもの
の、標準偏回帰係数の値は−.2以下であった。その
ため、誠実であるほど歩行時の身体の上下のブレが
無いという傾向が存在する可能性がある。誠実な人
は安定し落ち着いているという心理的特徴を有し、
その内面としての安定性が歩容における安定性とし
て現れていることが示唆されたと考えられる。
　今回扱った他の心理的特徴については、歩容の特
徴との関連が認められなかった。ただし、あくまで
も今回扱った歩容内容には影響していないだけで、
例えば腕の振り上げ角度など、他の指標を扱った場
合には関連が認められる可能性もある。実際、腕の
振 りと 感 情 の 関 連 も 示 唆 さ れ て い る（e.g., 
Montepare et al., 1987）。今後、扱う歩容の特徴に
ついても広げていくことにより、心理的特徴と歩容
の結びつきが明確になっていく可能性はある。
　従来の研究には、心理的特性と歩容の関連を示す
ものもあれば、そうでないものもある。それは、扱っ
ている指標の違いに起因するところもあると考えら
れる。数多くの研究が積み重ねられることによって、

また、扱う指標が整理されることによって、心理的
特徴と歩容の関連性はより明確になっていくと期待
される。
　歩容から感情などを推測可能であるとしたら、意
識的・無意識的にかかわらず、当人の状態を他者に
知らせる機能が歩容にあるということであり、歩容
がノンバーバルコミュニケーションの一チャネルと
してシグナルを他者に伝えているということがいえ
る。例えば、積極性や喜び、興奮、怒りなどの当人
の状態が歩容に表出され、それが他者に対するシグ
ナルとなり、他者がその対象や状況への接近や回避
等をおこなうということが生じている可能性が考え
られる。どのような心理的特徴がどのような歩容パ
ターンに反映され、また、その歩容パターンがどの
ように他者に解釈されうるのか、今後、多様な指標
を用いながら両者のマッチングについて検討を重ね
ていく必要があろう。
　もちろん、歩容は元々の身体的特徴や日常生活に
おける動き方の習慣などにより形作られていくもの
であり、心理的特徴の影響力が相対的に小さい可能
性も考えられる。また、歩容は個人差が大きく、特
定の歩容特徴であっても個々人にとってその意味は
異なっている可能性は高い。例えば、普段から猫背
でゆっくり歩く人が、ある時点でもそのように歩いて
いる場合もあれば、普段は背筋を比較的伸ばして早
歩きしている人が、なにかしらの状況要因により猫
背でゆっくりと歩く場合もありうる。その場合、両者
の計測された歩容は類似したものとなるが、当人に
とってはベースラインからの隔たりが異なっており、
意味が変わってくる。歩容のような、そもそもの個
人差が大きいものについては、実験参加者間ではな
く実験参加者内での比較の方が、意義がある可能性
はある。
　つまり、歩容の変化のパターンと情動の変化のパ
ターンの関連を実験参加者内デザインにて見いだす
ことの方が、歩容の特徴についての有用な知見を見
いだす可能性はある。この方法によって見いだされ
た知見は、例えば、ベースラインからの逸脱の程度
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をモニターすることによって、普段と異なり極度に
精神的疲弊感を有している人物を検出するといった
応用にも活用可能かもしれない。
　先述のように、歩容による心理的特徴の把握は、
これまでのチャネルでは難しかったことを可能にし
得る。そのため、様々な場面での応用が期待できる。
歩容と心理的特徴の対応についての検討は、歩容と
いうチャネルの特徴を明確にし、その研究の重要性
を示す一助になると考えられる。そして、心身の結
びつきの理解に寄与するだけでなく、今後のセンシ
ングの心理学での活用への道を開く一助になると考
えられる。そのためにも、歩容、そしてそれに関連
する身体状態が、どのように心理的特徴に関連して
いるのかについての知見を十分に積み上げていく必
要があろう。歩容をはじめとした人の動きによる心
理的特徴の測定は、汎用性と応用性において、心理
学の多種のテーマの研究に活用可能といえる。さら
に、それは心理学に限らず周辺領域の研究にも寄与
すると考えられる。
　ところで、本研究には、実施状況による制約が存
在する。学園祭のブースに来場した者という偏りが存
在するだけではなく、歩行年齢の測定という文脈によ
る偏りも存在するであろう。できるだけ偏りを排除し
たうえで実験を実施することが重要である。
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注
１）　その理由の一つとして、データの計測や解析方法の

煩雑さが挙げられる。例えば、得られた歩容のデータ
の 解 析 方 法 に は、Troje（2002） に よ るpoint-light 
walkerの 解 析 方 法 やGross, Crane, & Fredrickson

（2010）によるEffort-Shape componentsといったいくつ
かの動きの特徴により記述する方法などがあるが、計
測および解析に非常に手間がかかり、１人分の動きを個
人変数として扱えるデータにするだけでも相当のコスト
を必要とする。一般的に、歩容の特徴を変数化して用
いるのは容易ではなく、計測方法も後述のように、非常
に手間がかかるのが一般的である。

２）　基本的に、歩容は、biological motionの計測と解析
によってその特徴が得られる。例えば、事前に身体にと
りつけたマーカから直接に位置情報を取得し、解析す
る方法がある。もしくは、身体の各部位に事前にマーカ
をつけて、そのマーカを映像から抽出し、その位置情
報を解析する方法がある。または、マーカはつけずに
映像を撮影し、その映像にマーカを後から設定して、
その位置情報を解析する方法もある。

３）　体重や病気等も歩容に影響を及ぼしうるが、今回の
手続き上、プライバシーの観点から回答を得るのが難し
いと考えられたため、その内容についてのデータ収集は
行わなかった。

（すずき　ともひろ・まいえ　ひでとし・
 てらしま　ひろき）

【受理日　2020年12月２日】

APPENDIX　各心理的変数の記述統計量
平均値 標準偏差

感情 不快 1.18 1.01
当惑 1.39 1.13
活力 3.08 1.20
疲労 3.25 1.26

パーソナリティ 外向性 7.28 2.19
神経症傾向 6.78 2.53
誠実性 6.75 2.19
開放性 5.08 1.85
調和性 6.94 2.27
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