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第 1 章 序章                      

1-1 背景と目的 

写実的なコンピュータグラフィック（以下、CG）に関する

研究は、数十年前から行われてきた。近年、CG の人間表現

の写実性は数十年前に比べ遥かに進歩し、特に最新の映画や

ゲームに応用される CG 技術は、実写と見紛う程までに、写

実的な水準に達してきている。そこで、CG の人間表現の写

実性が成熟してきた今、CG における写実性を追及すること

の意味について考える必要があるのではないかと考えるよう

になった。 

本研究では、1970 年にロボット工学者の森政弘氏により提

唱された「不気味の谷」[1]現象に着目し、それを乗り越える

ための CG の人間表現手法について検討することを目的とす

る。 

1-3 既往研究 

CG における既往研究として、写実的なデジタルアクター

を開発する研究 [2]やデジタルアクターの開発から得られた

知見や考察を語る講演はある。また、CG 映像を用いて「不

気味の谷」現象を検証する研究は多数存在する。しかし、ア

ンドロイドサイエンス[3]により得られた知見から、CG の人

間表現を高めることに着眼した研究はない。 

1-4 論文の構成 

2 章では、「不気味の谷」現象の概要についてまとめる。3

章では、「不気味の谷」について考察を行う。4 章では、CG

分野における人間表現の写実性を高める取り組みについてま

とめる。5 章では、ロボット工学分野における不気味の谷を

越える取り組みについてまとめる。6 章でロボット工学分野

の研究から得られる知見をもとに、7章で結論とする。 

第 2章 森氏による「不気味の谷」現象の概要       

「不気味の谷」現象とは、「横軸にロボットがどれほど人間
に似ているかという尺度、縦軸に、親近感をとると，最初ロ
ボットが人間に近づけば近づくほど親近感は増すが、ロボッ
トが人間にかなり近づいたところで、急に親近感が負になる」
[3]現象である（図 1）。 

 
図 1：不気味の谷 

図 1 は、動きが加わると、「不気味の谷」の山は高く谷は深く

なることを示している。森氏は、「不気味の谷」に落ちないた

めに、あえて人間らしくないデザインにすることを推奨して

いる。森氏は、我々に賦与された「不気味」という感覚は、

我々の自己防衛本能の一部をなしているのではないかという

仮説を提唱している。その防衛本能は、「きわめて身近な、た
とえば死人とか異なった種とかに対する防衛のために用意さ
れた本能」であると述べている。 

「不気味の谷」は、技術の進歩によりロボット工学における

人型ロボットや CG の人間表現の研究が盛んになると、それ

ぞれの領域で活発に議論されるようになった。 

第 3 章 森氏による「不気味の谷」現象に対する考察    

 グラフの横軸には、人間との「類似度」があり、一次元的

にロボットや人間など様々なものが並べられている。類似度

の優劣には様々な要素があるため、図 1 のような横軸の大小

関係には、議論の余地がある。 

 また、縦軸には「親和感」があるが、感覚に基づいたもの

であり、グラフの形には客観的な根拠がない。 

第 4 章 CG 分野における人間表現の写実性を高める取り組み    

CG の映像コンテンツ表現手法は、「Photorealism」と

「Stylization」の 2 つの方法がある。本節では、それぞれの表

現方法と「不気味の谷」とのかかわりについてまとめる。 

4-1 Photorealism 

「Photorealism」は、写真のようにできるだけ写実的に CG

を表現する手法である。本節では、動画像の人間表現におい

て、「不気味の谷を越えた」と言われる写実的な CG 技術の開

発を主導した University of Southern California, Institute 

for Creative Technologies（以下、USC ICT）の Paul Debevec

氏の研究をトレースし、CG 技術がどのように「不気味の谷」

を乗り越えていったのかを整理する。USC ICT の CG 研究チ

ームは、“Photoreal Digital Actor”の実現をめざし、写実的

な CG 技術開発を行っている。“Photoreal Digital Actor”と

は、あらゆる視点、あらゆる光源下で、あらゆるパフォーマ

ンスを行うことができる写実的なデジタルアクターの事であ

る。2008 年の「The Digital Emily Project: Achieving a 

Photoreal Digital Actor」[2]では、「不気味の谷」を超えるこ

とがプロジェクトの目標に掲げられ、実在の女優である Emily 

O’Brien の実写映像を基に、写実的な彼女の顔の CG アニメー

ションが作成された（図 3(a)）。Paul 氏は、2000 年頃からの

10 年ほどで、デジタルアクターに関する様々な新しい技術的

な試みが行われてきたと述べ、同論文や講演の中で、下図に

示すような CG のデジタルアクターを取り上げ、CG 技術がど

のように人間表現の精度を高めていったかについて言及して

いる。 

 

図 2：Photoreal Digital Actor の表現史 



論文によると、いくつかの産業関係の専門家が、同プロジ

ェクトが「不気味の谷」を越えたこと、そのようなことをし

た最初のプロジェクトだと認めている。 

4-2 Stylization 

 「Stylization」は動詞「Stylize」から派生した名詞である。

「Stylize」は、NEW OXFORD AMERICAN DICTIONARY 2nd 

Edition によると「depict or treat in a mannered and nonrealistic 

style」（訳：型にはまった、非現実主義的な様式で描写するま

たは扱う）と定義されている。「Stylization」は「Stylize」が施

された表現様式であり、図 3(b)のような CG 表現は、

「Stylization」が適用された例だと考えられる。目などが強調

されており、一目で“人間”はでないことが認識できる。 

 また、CG の描画手法には、写真的な描画手法であるフォ

トリアリスティックレンダリング（PR）と絵画的な描画手法

であるノンフォトリアリスティックレンダリング（NPR）が

ある。NPR を描画手法レベルでの「Stylization」と見なすと、

CG による人間表現手法全体は、図 3 のように分類できる。 

 
図 3：CG による人間表現の分類 

第 5 章 ロボット工学分野における不気味の谷を越える取り組み   

大阪大学教授の石黒浩氏は、2000 年からアンドロイド（人

間酷似型ロボット）の研究に着手している。石黒氏は、「不気

味の谷」現象は、人間と人間でないものの境界線を見分ける

能力である脳の「側抑制」に起因しているのではないかとい

う「側抑制仮説」を提唱している。近年、アンドロイドを用

いて、被験者の脳の活動を fMRI で調べる実験が行われ、「不

気味の谷」が確認されている。この結果により、「脳は、見た
目と動きの予測が、現実と一致しているかどうかを見ている」
と考えられている。 

第 6 章 考察                      

6-1 「不気味の谷」現象について 

森氏が、1970 年の文献で提示した“本能”の意味するもの

は、現代のアンドロイド研究では、人間とそうでないものを

区別しようとする脳の働きとして理解されている。そして

1970 年に森氏によって提唱された「不気味の谷」現象は、ア

ンドロイド技術によって、脳科学や認知科学の研究へと発展

してきているといえる。 

では、そのような脳の働きが、「不気味」と名付けられた理

由は何であろうか。「不気味」という言葉でそのような脳の機

能が一般的に代表化されていることについて、森氏は、「特に
根拠はなく、蝋人形などから得られる“不気味さ”から、直
感的にそう名付けた」とおっしゃっていた。よって、この現

象において「不気味」という感覚だけが特異性を持っている

とは考えにくいが、我々は蝋人形や人間らしい動きが伴わな

い時の CG オブジェクトなどから直感的に感じられる気味悪

さや違和感の働きを止めることはできず、その感覚は疑いよ

うがない。そのような感覚を生じさせる脳の機能が本質であ

り、それによって生じる現象が「不気味」という名前を持た

なければならない意味はないかもしれない。 

6-2 CG における「不気味の谷」 

4 章で述べたように、 CG の人間表現手法には

「Photorealism」と「Stylization」があった。「Stylization」

が施された CG オブジェクトは、一目で実際の人間とは区別

して認識できる。これはいわば、“防衛本能”が解かれた状態

であり、我々の脳は、CG オブジェクトに対して人間的な見

た目や動きを期待しなくなる。よって「不気味の谷」に落ち

にくくなる。「Stylization」で作られるキャラクタは、ある俳

優に基づいて作られたものよりも、そのキャラクタそのもの

がオリジナルとして作られたものの方が圧倒的に多い。その

ようなオリジナルなキャラクタに対しては、我々は過去の記

憶や経験に似たようなものがなかったかを無意識に探すこと

はあっても、基本的にそれを見るのは初めてであり、多少変

な挙動をしても許容できてしまう。しかし、いくら許容でき

るといっても、ある映画でアニメーションキャラクタを 2 時

間見続けて、そのキャラクタが最後にそれまでと異なる動き

をしだしたら、「不気味」に思えてしまうかもしれない。我々

は、見たことのないキャラクタがあらわれても、そのキャラ

クタに“慣れる”ことができ、映像作品の最後の方には、「こ

のキャラクタはこう動くはず」だというような“リアリティ

のバランス感覚”のようなものを持つことができる。それが

崩されたときに、「不気味さ」や「嫌悪感」を覚えることがあ

るのかもしれない。 

一方で、「Photorealism」の範疇で CG の人間を作ろうとす

ると、「不気味の谷」は避けては通れない問題として現れる。

人間は人間らしい見かけに対して敏感であり、アンドロイド

サイエンスの研究が示したように、CG の人間表現に見かけ

や動きが伴っていないと、違和感を感じるようになる。よっ

て、人間に近い完全な見た目と動きが求められる。 

我々は、“Photoreal Digital Acotr”を作ることは出来るの

だろうか。写実的なデジタルアクターを創る場合は、ある俳

優をモデルにして作る場合と、完全にオリジナルのデジタル

アクターを創る場合がある。前者のデジタルアクターをある

俳優をモデルにして作る場合は、その俳優の実際の演技や外

見をそのまま用いるか、参照することができるので、それに

忠実に基づくように技術の精度を高めていけば技術で解決で

きる。しかし後者のように、ある特定の人物の見た目や動き

に基づかないで写実的な人間を創る場合は、人間らしい見た

目と動きに一致させることが難しくなる。クリエイターの手

作業や物理シミュレーションで作ることもできるが、その演

技が自然かつ魅力的なものになる保証はない。一方で、前者

の場合は、俳優の演技が技術で忠実に再現できれば、「不気味

の谷」に落ちる可能性はかなり低い。 

第 7 章 結論                      

本研究の結論は、以下のとおりである。 

① CG による人間表現手法全体を整理し、それらを

「Photorealism」と「Stylization」に分類した。 

②アンドロイドサイエンスにより明らかになった「不気味の

谷」に対する知見を以て、「Photorealism」と「Stylization」

の特徴を示した。 

③デジタルアクターをある人間をモデルにして作る場合とオ

リジナルを創る場合の技術的な難易度の相違を、アンドロイ

ドサイエンスにより明らかになった「不気味の谷」に対する

知見から、裏付けた。 
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