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学術・技術論文

日常生活の場で長期相互作用する人間型対話ロボット
—語学教育への適用の試み—

神 田 崇 行∗1 平 野 貴 幸∗1 ダニエル イートン∗1 石 黒 浩∗1∗2

Participation of Interactive Humanoid Robots in Human Society
—Application to Foreign Language Education—

Takayuki Kanda∗1, Takayuki Hirano∗1, Daniel Eaton∗1 and Hiroshi Ishiguro∗1∗2

This paper reports an experiment about interactive humanoid robots immersed in real human society with a com-

munication task: language education. With recent robotics technology, a humanoid robot can provides an abundance

of non-verbal information as well as vocal information, which enables us to smoothly communicate with it. We believe

that these robots, partner robots, are advancing toward participation in human society. A humanoid robot named

Robovie has been developed as such a partner to humans. It autonomously interacts with humans by speaking

and making gestures with implemented child-like interactive behaviors. In addition, it employs a wireless system to

identify individuals and adapt its behaviors to them. We performed an exploratory experiment to investigate the

long-term relationships between humans and the partner robots that have a communication task. In the experiment,

students in an elementary school interacted with two robots over 18 days. Each robot spoke in English with the

Japanese students. We expected the students to form stable relationships with the robot by way of multi-modal

communication and, as a result, improve their English language listening and speaking abilities. The experimental

results show possibility of the partner robot in the language education; and they also provide considerable insights

into developing partner robots that are well suited for immersion in human society.
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1. 序 論

近年のロボット関連の要素技術の進展により，人間型ロボッ
ト [1] [2]や対話型のロボット [3]の研究開発が進んでいる．我々
は，このようなロボットは「パートナーロボット」という新し
いロボット研究の方向に向かっていると考える．パートナーロ

ボットは人間の日常生活の場で，人間のパートナーとして物理
的な側面だけでなく，情報的，情緒的な側面でも支援するロボッ
トである．例えば，ロボットの身体を活用したコミュニケーショ
ンにより，コンピュータを使うのが苦手な人も容易に情報ネッ

トワークにアクセスすることができる．
我々は，ロボットが人間似の身体を持つことの意味はコミュ

ニケーションにあると考える．擬人的な身体を持つロボットは
音声のみならず豊富な非言語情報をもたらし，人間同士が会話

するかのような自然で円滑な対話が可能になる．これまでにも，

原稿受付 2003 年 4 月 2 日
∗1ATR 知能ロボティクス研究所
∗2大阪大学
∗1ATR Intelligent Robotics & Communication Laboratories
∗2Osaka University

身体を用いたロボットのコミュニケーションが研究されてきた．
特に身体の中でも非常に効果があると考えられているのが視線
である．例えば，視線を対話相手に向けてアイコンタクトを行

うことで，ロボットは自らのコミュニケーション意図を人に伝
え，人間と自然に対話することが可能になる．視線を用いる対
話ロボットに関しては，これまでにも音声と視覚による人物追
従 [4]など多くの研究が行われた．また，身振りにおける腕や身

体の向き [5]，顔の表情 [6]などの研究が行われている．
一方，実際にロボットを人間社会の中で動作させることで，社

会におけるロボットの役割を見いだす試みが行われている．Bur-

gardらは，シンプルなインターフェースを備えた移動ロボット

を用いて博物館の中を案内するシステムを作り，数ヶ月の間博
物館で動かし続けた [7]．このほかにも，身体を持つことを活か
して展示案内や受付をするロボットの研究が進んでいる．さら
に，パートナー的な役割を果たすロボットを目指して，家庭内

でテレビの操作や電子メールの伝達を行うロボットの開発 [8]な
ど，ロボットに様々なタスクを持たせる研究が行われている．
しかし，単に多様なタスクや機能を持つだけでロボットが人

間のパートナーとなるわけではない．むしろ，実際に社会で活

躍するパートナーロボットを作る上で重要となるのが，ロボット
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と人との関係である．なかでも短期的な関係は，ロボットの要素
行動ごとの影響を調べ [9]，主観的・身体的影響を評価する [10]

等のアプローチにより分析することで，ロボットに不足してい
る機能を見いだし，改良する研究が行われてきた．しかし，短
期の相互作用において見いだされるのはロボットの持つ第一印
象の影響や，あるいは人とロボットとの対話的な関係が作り出

される初期の過程のみである．同様に，メンタルセラピーへの
適用の試みにおいてもロボットは新規刺激による短期的効果の
利用が中心になると指摘されている [11]．しかし，実際に人間
社会で日常的にロボットを活動させることを考えると，短期的

な側面のみならず長期的な人とロボットとの関係の研究が不可
欠である．これまでにも，ペットロボットを長期的に日常環境
で動作させる試みは行われており [12] [13]，いずれもお年寄り
の精神的なケアに効果があったことが報告されている．このよ

うな結果は人とロボットが長期的にかかわっていく可能性を示
唆するものであるといえるが，ペットロボットは動物として認
識されるものであり，したがって，ロボットが与えるインパク
トやコミュニケーションの豊富さは，人間同士の間で多様な手

段が用いられることに比べると限られたものにとどまる．
本稿では，パートナーロボットを実際に人間社会に参加させ

る試み（小学校における英語教育タスク）について報告する．将
来，実際に日常生活の中で活動する対話型のロボットは多数の

人の中で行動し，対話することが望まれる．一方で，数百人の
人が所属し，同時に数十人の人が行き交うような日常環境にお
いて，多数の人を視覚センサや音声認識によって同時に識別す
るのは難しい．さらに，個人識別機能には十分なロバスト性が

求められる．例えば，ロボットに名前を呼び間違えられると人
が気分を害することは容易に想像できる．近年の RFID技術の
進歩により数 [cm] の大きさのタグにより多数の物体を同時に
識別することが可能になっている．そこで，この無線タグを利

用し，ロボットに自律対話機能 [14]に加えて，個人識別に基づ
き適応的に対話行動を実行する機構を実装した．我々の知る限
り，本実験は人間型の対話型ロボットを実社会で長期的に動作
させる初めての試みである．本稿では，この実験により見いだ

された，人とロボットとの相互作用の長期的な変遷と，開発し
たロボットがコミュニケーションタスクを通じてもたらすこと
ができた影響について報告する．
このタスクは，日本人の英語能力が低いことが動機となって

いる．我々は，英語を話す機会が少ないことが問題の一端になっ
ていると考える．特に，子供たちは日本で英語を話す必要はほ
とんどない．例えば，日常生活において日本語を話せない外国
人に出会うことはほとんどない．つまり，多くの子供たちは英

語を学ぼうという動機やきっかけがないのである．我々は，英
語しか話せないロボットが子供たちの日常生活の中に存在する
ことで，英語を使う機会を作り出し，英語学習への動機を高め
る可能性を考える．そこで，開発したロボットは先生として英

語を教えるのではなく，むしろまるで外国語しかしゃべれない
友達のように振る舞う．我々は，ロボットが人間に似た外見を
持って親しみやすい行動をすることで，子供からの自発的な対
話を促すことができると考える．これまでにもコンピュータを

教育に用いる研究は多数行われているが [15]，本研究は従来の

コンピュータエージェントによる英語教育ツールといった自習
のための英語教材とはまったく異なるアプローチである．

2. 多数の人と適応的に対話するためのロボットシステム

2. 1 自律対話ロボット

Fig. 1の左側に本研究に用いたロボットRobovieを示す [16]．
このロボットは人間に似た動作と認識能力を持つという特徴が
ある．4自由度の腕，3自由度の頭部，各 2自由度の眼球部（カ
メラ内部の可働部）により人間とのコミュニケーションに用い

ることのできる様々なゼスチャが可能である．また，マイクロ
フォン，接触センサ，超音波センサ，ステレオカメラ，全方位視
覚センサといった多様なセンサにより，自律的に人間と相互作
用することが可能である．さらに，コンピュータやモータ制御

ボードといった制御機器をすべて内蔵している．
このロボットに，周囲にいる人々を識別するための無線タグ

システムを搭載した．Fig. 1 右下にタグと名札への取り付け例
を示す．名札の大きさは約 5 [cm]であり子供でも容易に持ち運

ぶことができる．このタグは 303 [MHz]の周波数で ID情報を
一定の時間間隔で発信し，ロボット本体に取り付けた読みとり
システムがこの信号を受信することでロボット制御システムに
個人の ID が通知される．また，この際の受信感度を調整する

ことでロボットからのタグの大まかな位置が検出可能である．

2. 2 多人数対話のモデル

人—ロボット対話において，個人識別は重要な課題である．

人間同士の場合を考えると，我々はパートナーや同僚が自分の
ことを識別できないことを想像すらできないだろう．我々人間
は互いに個人を識別することで，その相手ごとに異なった関係
を築いているのである．同様に，日常生活の中でパートナー的

な役割をはたすロボットにとっては個人識別機能は不可欠であ
るといえる．さらに，オフィスや公共施設のように多数の人が
行き交う実際の人間社会の中で動作するロボットは，時に千人
以上の人の中から周囲に存在する十数名の人を識別しなくては

ならない．
多人数対話を扱う従来研究として，松坂らのグループ会話に

参加するロボットにおいても言語学において見いだされた発話

Fig. 1 Robovie with antenna and wireless tags embedded in
nameplates
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交替の一般的なモデルが適用されている [17]．この松坂らの研
究では本研究と比べると人間の対話参加者同士が話す場面も対

象に入っているものの，対話参加者が固定的であるという問題
点があった．むしろ本研究では，会話に参加する参加者が入れ
替わる流動的な場面も対象にすることで，より実社会の中での
局面に近い場面を取り扱う．また，中西らの会話エージェント

においても仲介者としてユーザ同士の会話を支援するエージェ
ントが開発された [18]．しかしながら，このような仮想空間内
での問題は話者の位置や発話者などが既知であるためユーザの
行動を会話モデルに当てはめることは容易であり，むしろエー

ジェントの動作に対するユーザの心理をモデル化することが研
究の対象であった．むしろ，本研究ではそもそも誰が存在し，誰
が対話者であるかといった会話モデルと実世界の対応づけをい
かにして利用可能なセンサ情報から行うかといった部分が研究

の対象である．
多数の人の中で社会的に振る舞うために，ロボットは周囲に

いる個人を識別するのみでなく，区別して適応的に動作する必
要がある．そこで我々は言語学の研究を参考に周囲の人のモデ

ル化を行った．Clark は会話の際の周囲の人を参加者と聴衆に
分類した [19] ．参加者は話し手と聞き手であり，聴衆は会話に
関与せずに単に会話を聞いている人である．
本研究では，この Clarkの分類に基づき，さらにロボットが

利用可能なセンサ情報を基に周囲の人を分類できるように複数
人対話をモデル化した（Fig. 2）．図中の左側は従来，ロボット
が個人を識別できない状況での人—ロボット対話を示す．右側
は提案モデルを示しており，ロボットの周囲の人が参加者と観

Fig. 2 Communication model

察者に分類されている．参加者カテゴリは Clarkの定義したも
のとほぼ同一であり，観察者に関しては Clarkの定義する聴衆

から “立ち聞きする人”を除いたものである．
また，参加者と観察者の区別はロボットからの距離により判

断される．これは，開発したロボットは接触によるコミュニケー
ションを含むため，対話する人はロボットに接近すると考えら

れるためである．そこで，ロボットと周囲の人との距離からこ
のカテゴリ分けを試みる．Hallは人間同士の会話の距離を数段
階の範囲に分類した [20]．例えば，1.2 [m]以内の距離が一般的
に会話が行われる “会話距離” であり，1.2 [m] から 3.5 [m] の

距離は初対面の人がとるような “社会的距離” である．このよ
うな対人距離がロボットにも同じように働くとすれば，ロボッ
トは 1.2 [m]以内の人を識別することで参加者を，3.5 [m]以内
の人を識別することで観察者を見いだすことが可能になると考

えられる．
2. 3 ソフトウェアアーキテクチャ

本節では，多人数と同時に対話するコミュニケーションロボッ
トのためのソフトウェアアーキテクチャについて述べる．ソフ
トウェアの基本は対話的な行動を実現する状況依存モジュール

（Situated module）と，状況依存モジュール間の実行順序を規
定するエピソードルール（Episode rule）である（Fig. 3）．ロ
ボットシステムは逐次的に状況依存モジュールを実行し続ける
ことで，人間との対話を試みる．本アーキテクチャは，他のアー

キテクチャと異なりボトムアップに開発が進められるという特
徴がある [14]．開発者は限られた状況下でのみ動作する状況依
存モジュールを設計し，次にエピソードルールにより状況依存
モジュール間の局所的な関係を規定することで容易にロボット

システムを構築することができる．このようなボトムアップの
開発方法は，人—ロボット相互作用のみならず人同士の相互作
用さえも大部分が未知である現状に適していると考えられる．
個人識別機能に関しては 4種類のデータベースを設けた．具体

的には，個人 IDデータベース（Person ID DB），個人的な情報
を記憶するための長期記憶（Long−term Individual Memory），
エピソードルールを記録するデータベース，さらに人それぞれ
とのコミュニケーション履歴（Episode）を別々に保つための

個人エピソードデータベースである．
上記の要素については以下で詳細に説明するため，ここでは

Fig. 3 Software architecture
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その他のアーキテクチャの構成要素を簡単に説明する．反射行
動モジュール（Reactive module）は，物理的，あるいは対話

における逸脱を反射的に処理する．具体的には，ロボットが壁
などの障害物にぶつかりそうになると動作を停止させる，ある
いは，ロボットが何かを話している際に人がロボットを触った
場合に触られた部位を見ることで「人間の行動は認識している

が，あえて話し続ける」ことを身体動作により示すといった行
動である．センサモジュール（Sensor module）は，音声認識
や視覚情報の処理のように，外界センサからの入力を直接処理
する．また，アクチュエータモジュール（Actuator module）

は位置制御のように単純なセンサ情報と内部モジュールからの
指令値に基づいてモータの基本的な制御を行う．

2. 3. 1 状況依存モジュール
人—ロボット相互作用は，お互いの「動作」と「反応」が組み

合わさって実現されるものである．これは，「あいさつと返礼」，
「問いかけと回答」といった言語学における隣接対に対応させる
ことができる．同様に，人間がロボットに対して何か行動する
と，ロボットはその人間の行動に反応する．またロボットが人

間に対して行動すると人間はその動作に反応する．このように
動作と反応が連鎖することで相互作用が持続すると考えられる．
この動作と反応の組み合わせを状況依存モジュールが実現す

る．状況依存モジュール [14]は限定された状況において特定の

ビヘービアを実行するモジュールである．特に人との相互作用
においては，相互的かつ反射的なビヘービアを実現することが
できる．状況依存モジュールは，前提条件部，提示部，認識部
から構成される．前提条件部において，この状況依存モジュー

ルが実行できる状態にあるかどうかを調べる．そして提示部の
実行により，ロボットは人間と相互作用するための動作を行う．
例えば，人間がロボットの前にいるとき，ロボットは握手をす
る状況依存モジュールを実行できる．このとき，この状況依存

モジュールは，提示部において，「握手しよう」と言い，その
手を差し出す動作を実行する．これに対して認識部は，例えば，
人が握手に応じたかどうかのように提示部によって示されたロ
ボットの動作に対して予期される数パターンの人間の反応を認

識する．
このような相互作用において，行為者に対してその行為に対す

る反応であるという対応関係を示しながら返すことは重要であ
る．例えば，音声会話においては発話者の発話に対して話を聞い

ていることをうなずきやあいづちなどによって示し，相手の発話
が終った後に返答することで相手への返答であることが明示的
に示される．本ロボットシステムにおいても，このようなコミュ
ニケーションのための反射的な非言語行動は Communicative

Unit と名付けられたソフトウェアモジュールにより実現され
る [21]．また，身体動作に基づくコミュニケーション（例えば，
肩をたたかれたらふりかえる，握手を求められて手を握るなど）
においてはこのような対応づけはより直接的であり，身体動作

による反応行動が明示的に相手の行為に対する反応であること
が理解されるため，本システムにおける状況依存モジュールに
よる「動作」「反応」の組合せが直接的にこれらを実現可能で
ある．

2. 3. 2 個人識別

ロボットは無線タグシステムを用いて個人を識別し，周囲の
人間を参加者と観察者に分類することで社会的にふるまうこと
を試みる．この無線タグシステムは受信アンテナの感度を 8段
階に変化させることが可能であり，このアンテナの最大感度を

利用してロボットは観察者を見いだすとともに，受信感度を順
に変化させて参加者を識別する．
この個人識別の結果を利用するシステムの要素としては四つ

のデータベースがある．個人 ID データベースは，単純にタグ

の出力する IDを内部 IDに変換する．また，個人ごとの長期記
憶は，個人の名前や，個々の状況依存モジュールの内部でのロ
ボットとの対話記録を保持する．

2. 3. 3 状況依存モジュールの実行制御
ほかに個人識別に関連するデータベースには，エピソード

ルールデータベースと個人エピソードデータベースがある．我々
はエピソードを「ロボットと人間との間で行われた対話的な
行動の系列」と定義する．システムの内部では，状況依存モ
ジュールの実行系列とその結果として表される．モジュール制

御（Module Control）はエピソードルールとこのエピソード
を参照することで次に実行する状況依存モジュールを決定する．
エピソードは「公的エピソード（Public Episode）」と「個人的

エピソード（Private Episode）」に分けて記録される（Fig. 4）．

公的エピソードはロボットが実行したすべての状況依存モジュー
ルを含み，個人的エピソードには個々の人ごとに体験した状況
依存モジュールが記録される．このように，個人ごとの対話履
歴を記録することで，ロボットは対話の参加者と観察者をすべ

て意識しながら適応的に行動を選択することができる．
エピソードルールはロボットに新しい対話エピソードを作ら

せるためのルールである．同時に，長期的な履歴を参照できる
ため，ロボットに一貫した行動をとらせることができる．ロボッ

トシステムのボトムアップな構築という視点からも，ルールが非
常にシンプルに記述できるため，開発者がたくさんのエピソー
ドルールを実装しやすいようになっている．
モジュール制御は次に実行する状況依存モジュールを決定す

るために，エピソードルールを照合する．状況依存モジュール
（以後，モジュールと呼ぶ）は一意な識別子（Module ID）を持
つ．例えば，エピソードルール “< ModuleID A = result >

ModuleID B” は「もし ModuleID A であるモジュールが

result という結果になった場合に，ModuleID B であるモ
ジュールが次に実行可能である」ことを示す．正規表現と同様
に，我々は選択（or），繰り返し，ルール全体や要素の否定を記
述することができる（Table 1）．

さらに，エピソードルールの先頭に “P” または “O”の文字
がある場合には，このルールは現在の対話への参加者または
観察者に関するルールを意味し，ルールの照合の際はこの人に
関する個人的エピソードが参照される．また，各要素（角括弧

< > の内側）の先頭にある “P”または “O”の文字はこのエピ
ソードルールの対象者（参加者または観察者）が，そのモジュー
ルの実行に参加，あるいは観察したことを意味する．例えば，
“P < P ModuleID A = result > ModuleID B” というエ

ピソードルールは，「もし，現在の参加者が，ModuleID A と
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Fig. 4 Public and private episode

Table 1 Grammer of episode rule

いうモジュールの実行に参加し，その結果が result であったな
ら，ModuleID B は次に実行する状況依存モジュールの候補
である」というルールを意味する．ルールの先頭に対象者の指
定がないエピソードルールは公的エピソードと比較される．

Fig. 4は，エピソードとエピソードルールの動作例である．ロ
ボットは公的エピソードと個人的エピソードをデータベースに
記録している．エピソードルール 1 と 2 は公的なエピソード
を参照するルールである．具体的には，エピソードルール 1は

「もし GREET モジュールの実行が Greeted という結果とな
れば，ロボットは次に SING というモジュールが実行可能で
ある」という逐次的な遷移を実現する．エピソードルール 2は
「もし，（ロボットの肩が触られて）TURN モジュールの前提

条件が満たされると，ロボットは SING モジュールの実行を
やめて TURN モジュールを開始する」という反射的な遷移を
実現する．
同様に，個人的なエピソードを参照するエピソードルールの

例も説明する．エピソードルール 3 は，「現在の参加者の個人
的エピソードに GREET モジュールが含まれなければ，次に
GREET モジュールを実行する」ことを意味する．このよう
なシンプルなルールにより，ロボットはまだ挨拶をしたことが

ない人に挨拶することができる．エピソードルール 4は「もし
参加者あるいは観察者がロボットのある歌（モジュール SING

により実行される）を聴いたことがあれば，しばらくの間この
歌を歌わない」ことを意味する．これらの例に示されるように，

個人的エピソードを参照するエピソードルールによりロボット

Fig. 5 Readable area of person identification system

は対話している個人ごとに適応的に振る舞うことができる．

2. 4 個人識別機能の基本性能の検証

実環境でロボットを動作させる前に，個人識別の基本性能を
検証した．Fig. 5に実証実験の結果を示す．システムはアンテ
ナの受信感度を減少させることで読み取り距離を制限すること

ができる．図中の R はアンテナの受信感度が最大値の R/8 の
場合の結果を意味する（つまり R = 8 のとき最大値，R = 1 な
ら最大値の 1/8 の感度である）．横軸はロボットからの距離，縦
軸は各距離においてタグがシステムに読み取られた割合を示す．

ロボット本体が様々な電子ノイズを発するため，無線タグシス
テム本来の性能に比べると読み取り距離は小さいものの，1.5 [m]

の範囲では安定して周囲の人間を識別できていることが分かる．
これは，Hallの定義した会話距離（1.2 [m]）や，本ロボットと大

人との相互作用の際の距離（50 [cm]）[10]よりも十分大きく，ロ
ボットは対話している人を発見する能力が十分にあるといえる．
次に受信感度と読み取り範囲の関係を見ると，R = 1 から 7

に関しては R が減少するにつれて読み取り範囲が減少してい

る．つまり，受信感度を変化させることで，解像度は低いものの
距離情報を取得できた．ただし，R = 8 の結果のみが受信感度
が高いにもかかわらずR = 5, 6, 7 の場合よりも読み取り距離が
小さい．これは，受信感度が高すぎたためにかえってロボット

のノイズの影響でタグの読み取り能力が下がったと考えられる．
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Fig. 6 Participant-observer distinction of person identification
system

次に，ロボットが持つ参加者と観測者の識別機能を評価する
ための実験を行った．ロボットが実際に人と相互作用する状態
を想定して，前節で述べた開発した状況依存モジュールを実行
させた．この状態のもと，3人の被験者A，B，Cが実際にタグ

を持ち，ロボットと相互作用しつつロボットの周囲を移動した．
この際の，各被験者のロボットからの距離と，ロボットが識別
した参加者を比較した．Fig. 6 はこの実験の実験結果である．
上側の図は時間ごとの各被験者のロボットからの距離を，下側

の図の太線は時間ごとにロボットが発見した参加者，細線は観
察者を意味する．なお距離情報の取得には計測誤差が約 1 [mm]

であるモーションキャプチャシステムを使用した．
実験の結果，図に示すようにロボットから 1.2 [m] 以内にい

た被験者は常に検出された．また，ロボットから最も近くにい
る人（例えば，時刻 0～100 [s]では被験者 A）が参加者として
継続的に認識されていることが分かる．ただし，人発見にかか
る時間はやや遅く，10 [s] 程度の遅れがある．これはシステム

が近傍の人を検出するために，常に無線タグの受信感度を切り
替えることが原因である．一方で，ロボットが対話のためのビ
ヘービア（状況依存モジュール）を実行する時間は同様に十数
秒ごとであることから，この人検出遅延は人と対話するロボッ

トにとってはそれほど問題ではないと考えられる．また，100～
120 [s]においては最近傍の被験者が切り替わる際に参加者の判
別が不安定になっているが，これもシステムの人発見の遅れに
起因していると考えられる．以上，実験結果からロボットの個

人識別と分類の機能の基本性能が検証された．

2. 5 ロボットの行動の実装

我々は，小学校における英語教育タスクのために，このソフ
トウェアアーキテクチャを Robovie に実装した．ロボットは，
基本的に小さい子供が日常的にするような対話を行う．このた
めに，100の状況依存モジュールが実装された．その内訳は，握

手，抱擁，じゃんけん，体操，歌を歌う，といった対話的な状
況依存モジュールが 70 個，頭をかいたり腕を組むことで止ま
ることなく待機状態であることを示す待機行動のための状況依
存モジュールが 20 個，そして環境の中を移動する移動行動の

ための状況依存モジュールが 10 個である．特に，英語教育タ

Fig. 7 Environment of the elementary school

スクのために，すべての状況依存モジュールは英語のみを用い，

合計で，350センテンスの発話と，50語の認識を行う．
さらに，個人識別を利用するモジュールも用意された．例えば，

ロボットに近づいた子供の名前を “YAMADA-kun，hello”等の
ように呼ぶモジュールや，遠くにいる子供に “TANAKA-kun，

let’s play together”と呼びかけるようなモジュールである．さ
らに，個人ごとの長期記憶を用いて体の部位をあてさせる遊び
を行うモジュールにおいては，ロボットが “Touch my head”

といった呼びかけを行い，子供が正解できたかどうかを記憶す

る．この記憶結果は，次にこのモジュールを実行する際に利用
され，ロボットはまだ正解できていない部位を次のときに問い
かける．
また，状況依存モジュールの遷移制御のために，800 のエピ

ソードルールを実装した．ロボットは子供たちに対話を求めて
“Let’s play, touch me,”といった発話を行い，待機行動や移動
行動を行う．周囲の人からの働きかけがあれば，対話的な状況
依存モジュールを開始し，ロボットの行動に対する反応がある

限りこのような対話的モジュールの実行を継続する．対話的モ
ジュールに対する反応がなくなると，ロボットは “good bye”

といって待機行動や移動行動を始める．

3. 小学校における実証実験

3. 1 実験方法

開発したロボットを小学校での英語教育に用いた．実験は和
歌山大学附属小学校において，1年生と 6年生を対象にそれぞ

れ 2週間にわたって行われた．各学年はそれぞれ 3クラスから
構成され，実験時には 1 年生に 119 名（男子 59 名，女子 60

名），6年生に 109 名（男子 53名，女子 56 名）の生徒が在籍
していた．また，どちらの学年に対しても実験は 9日間の登校

日を含む．Fig. 7に実験環境の見取り図を示す．この小学校で
は教室と廊下の間に壁が存在せず，廊下が半ばオープンスペー
スの空間になっている．この廊下に同一のハードウェア，ソフ
トウェアを持つ 2台のロボット Robovieを休み時間の間設置し

た．また，子供たちに，実験期間中無線タグが埋め込まれた名
札を所持させ，ロボットが相互作用の際に個人を識別できるよ
うにした．
ロボットが英語の学力に与えた影響を見るために，英語のヒ

アリングテストを，実験前，実験開始から 1週間後，2週間の実
験後の 3回行った．テストには “Hello,” “Bye,” “Shake hands

please,” “I love you,” “Let’s play together,” and “This is

the way I wash my face” といった六つの日常的に使う簡単な

単語やセンテンスに関して，ネイティブスピーカの発話を聞か
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Table 2 Results about the change of children’s behaviors at an elementary school

せ，質問紙に示された四つの絵から正しい答えを一つ選ぶこと
によって行った．なお，3 回のテストそれぞれについて語順を
変え，異なる絵を用いた．

この実験を通じて，以下を見いだすことが本実験の目的である．
•ロボットのもたらす長期的な影響
•多数の人との日常的な相互作用（実験室での 1人との相互
作用とは対照的なものである）

•外国語を通じた人ロボット対話と，言語学習への影響
一般に，大規模実験において統制群を設けて比較を行うのは難
しいため，本研究では実験結果から探索的なデータ解析を行い，

実社会でのロボットの効果と研究課題を見いだすことを試みる．
3. 2 実験結果

3. 2. 1 長期的関係：1年生に関する結果

Table 2に 2週間の実験期間における 1年生の生徒とロボッ
トとの関係の変化を示す．この 2週間は大きく分けると以下の
ように（a）初日，（b）初日以外の第 1週，（c）第 2週の三つ

のフェーズがあったと考えられる．
（a）初日：混雑期
初日には，最大で 37 名の子供が 1 台のロボットの周りに殺

到した（Fig. 8）．子供たちはロボットの正面を確保するために

押し合いへしあい，なんとかロボットに触り，大声でロボット
と話そうとした．このため廊下と教室は大騒ぎとなり，子供た
ちの話し声が聞き取れないほどであった．ほぼすべての生徒が
入れ替わり立ち替わりロボットの周りにやってきたために，対

照的に教室の中はほとんど生徒がいない状態になった．無線タ
グシステムの記録から，この日に 119名の生徒中の 116名がロ
ボットの周囲に来て相互作用したことが見いだされた（Table 2

Interacted children）．

（b）第 1週：安定期
初日の状況はすぐにおさまり，ロボットの周りに同時に滞在

している子供の数も徐々に減少した（Table 2 Avg. Simultane-

ously interacted，Fig. 10）．第 1 週の間は，たいてい誰かが

ロボットと相互作用しており，ロボットの周囲に誰も滞在せず，

Fig. 8 The scene of the experiment of first day (for first grade
students)

ロボットが空いている時間（Table 2 Rate of vacant time）は
非常に少なかった．また，ロボットと子供たちとの状況は，よ

り会話しているのに近い状況となった．ロボットの正面付近に
数名が滞在し，ロボットを触ったり，ロボットの反応を伺った
りする場面がしばしば見られた．
（c）第 2週：飽和期

Fig. 9は第 2週の初期の実験風景である．ここからも見て取
れるように，第 2週が始まると徐々にロボットへの飽きが生じ
た．ロボットの空き時間は急に増加し，その日にロボットと相
互作用した子供の数は減少した．週の終わりごろには実験時間

の半分以上ロボットの周囲に誰もいない時間が生じた．空き時
間以外に関するロボットの周囲の子供の滞在数は平均すると 2.0

人であり，ロボットにとって子供との対話が行いやすい状況が
生じていたといえる．子供たちがロボットと遊ぶ遊び方には第

1週から特に変化は見られなかった．つまり，子供たちがロボッ
トと遊ぶ頻度のみが減少したといえる．

3. 2. 2 長期的関係：6年生との比較

同じく Table 2に 6年生に対する実験結果も示す．6年生の

場合には，初日には最大で 17 名の子供が同時に 1 台のロボッ
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Fig. 9 The scene of the experiment after first week (for first
grade students)

Fig. 10 Transition of interaction with children (1st grade)

Fig. 11 The scene of the experiment of first day (for sixth grade
students)

トの周りに集まった（Fig. 11）．ここからは，6年生にとって
は 1年生ほどロボットが目新しいものではなかった可能性が見

られる．また，1年生の場合と同様に，2週目の初め（Fig. 12）
にロボットの空き時間が増加し，ロボットと相互作用する子供
が減少する傾向が見られた（Fig. 13）．つまり，6年生の場合
にも，初日，第 1週，第 2週というフェーズは同様に生じてい

たといえる．一方，第 2週においてもロボットの周囲に同時に
存在した子供の数は平均して 4.4 人であり，1 年生よりも大き
な値となった．これは，後述のように，多くの 6 年生はロボッ
トと遊ぶ際に友達を伴っていたことが原因と考えられる．

さらに，子供たちのロボットへのコンタクト回数を調査した

Fig. 12 The scene of the experiment after first week (for sixth
grade students)

Fig. 13 Transition of interaction with children (6th grade)

Fig. 14 Transition of children’s contact with the robot (1st
grade)

（Table 2 Num. of contact）．Fig. 14，15に，実験時間 1分
当たりの子供のロボットへのコンタクト回数（Num. of con-

tact/min.）および 1 回のコンタクト当たりの対話時間（Avg.

Interaction time/contact）を示す．ここでは，子供たちがロ
ボットに近付いてロボットから認識される範囲に入ったときに
コンタクトが生じ，認識範囲外に出たときにコンタクトが終了

したものとみなした．初日の 1年生のコンタクト回数は 800回
に達した．ここからは，1年生の期待感が高かったこと，また
ロボットの周辺が混み合ったために一度離れては再度ロボット
の周辺に戻ってくる現象が生じたことが推測される．コンタク

ト回数は 1年生，6年生ともにロボットの空き時間や対話人数
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Fig. 15 Transition of children’s contact with the robot (6th
grade)

Fig. 16 Transition of children’s English utterance

などと同様に，実験日数が進み 2週目に入ると減少した．一方

で，ロボットとの平均対話時間は 2週間を通じて 1分前後であ
り，ロボットの空き時間などと比べてそれほど大きな変動はな
かった．つまり，子供たちがロボットと対話する回数は減少し
たものの，一部の子供は継続的にロボットと対話したと考えら

れる．
これらの 1年生と 6年生に関する実験結果から，ロボットは

子供たちと対話的な関係を構築したものの，平均的には 1週間
以上はこの関係が続かなかったといえる．一方で，一部の子供

たちはロボットに同情的な気持ちを持った．例えば，生徒 Aは
「ロボットが遊ぶ子供がいなくなってかわいそうだった」と後に
述べた．また，生徒 Bは同じ理由からロボットの空き時間に自
らロボットと遊んだ．我々は，このような事例は，ロボットが

一部の子供とは若干の長期的関係を築きつつあったことを示し
ていると考える．

3. 2. 3 発話機会

実験の間，多くの子供たちがロボットの話す英語を聞いたり，
英語を話したりした．特に，子供たちは “Hello,” “How are

you,” “Bye-bye,” “I’m sorry,” “I love you,” “See you again”

といった，日常的な簡単な英語やロボットの話した英語を話した．
そこで，子供たちの英語発話数を分析した．実験時間が実験

日によって異なるため，発話数から 1分当たりの平均発話数を

計算した．これらの結果をTable 2 Num. of utterance/min に
示す．また，Fig. 16は 1年生と 6年生に関する英語発話数の変
遷を表す．1年生においては，最初の 3日間は 1分当たり 4.84

から 5.84発話が行われたが，ロボットの空き時間が増えるにつ

れて発話数も減少した．結果的には全発話のうちの 59%の発話

Fig. 17 Transition of English hearing score (left: first grade,
right: sixth grade)

がこの最初の 3日間に行われた．
6 年生に関しては，第 1 週の間は 1 分当たり 1.04 から 2.72

発話が行われたが，2週目には 0.76から 1.14発話に減少した．
つまり，6年生の場合もロボットの空き時間が増えるにつれて，

発話が減少したといえる．このような結果から，子供たちは主
にロボットと遊ぶ中で発話を行ったといえる．人間同士は用事
がない場合でも挨拶のように会話をするが，ロボット相手の場
合にはこのような状態にならず，ロボットと遊ぶのに飽きた後

は会話が行われない状態に近付いたと考えられる．

3. 2. 4 聞き取り能力への影響

子供たちがロボットと相互作用したことで，英語の聞き取

り能力にどのような影響があったのかを検証した．初めに，1

年生と 6 年生それぞれについて実験前と実験後のスコアを比
較したところ 1 年生ではスコアが有意に減少する傾向が，6

年生ではスコアが有意に増加する傾向が見られた（それぞれ

F (1, 113) = 6.01, p < .05，F (1, 96) = 9.79, p < .01）．
そこで，どのような要素がスコア変動を引き起こしたのかを見

いだすために，より詳細な分析を行った．この分析に当たり，子
供たちがどの時期に最もよくロボットと遊んだかによって，“初

日型”，“1週目型”，“2週目型”の 3グループに分類した．初日
型には，初日以外にロボットと遊んだ時間の合計が，初日に遊
んだ時間よりも小さい子供たちが分類される．このような子供
たちはフェーズ（a）の混雑期の間に最もロボットと遊び，それ

以外の期間はあまりロボットに接触しなかったといえる．同様
に，1週目型には，初日を除く 1週目（フェーズ（b））にロボッ
トと遊んだ時間の合計が，それ以外の日に遊んだ時間の合計よ
りも大きい子供たちが分類される．また，2週目型には，フェー

ズ（c）である 2 週目にロボットと最も遊んだ子供たちが分類
される．ロボットと少しでも対話した子供たちはこの三つのグ
ループのいずれかに分類される．ロボットと対話しなかった 6

年生の 11名は別グループに分類した．

Table 3は子供たちをこの 3グループに分けた場合のこの英
語ヒアリングテストの正当率スコアの平均値と標準偏差である．
また，Fig. 17にこのテストのスコア変動を示す．なお，3回の
テストの内の 1回でも欠席した生徒は分析から除外した（1年

生の内の 5名，6年生の 12 名が結果的に除外された）．表中の
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Table 3 Transition of scores of English listening test

Table 4 Comparison of friend-related behaviors

number of valid subjectsはグループごとの有効な被験者数で

ある．
Table 3中太字の文字で示すように，分散分析の結果，1年生

に関しては初日型の子供のスコアが 2週目経過時から実験後の間
に有意に低下した（F (1, 54) = 5.86, p < .05）．6年生に関して，

初日型の子供のスコアが初日と 1週目経過時の間に有意に増加
（F (1, 26) = 8.03, p < .01），2週目型の子供のスコアが 1週目経
過時と実験後の間に有意に増加した（F (1, 19) = 5.52, p < .05）．
6年生に関しては全体としても実験後のスコアが実験前よりも有

意に高かった（F (2, 192) = 4.73, p < .05, LSD法による多重比
較の結果）．1年生に関しては全体として実験後のスコアが実験前
よりも有意に低かった（F (2, 226) = 3.36, p < .05, LSD法によ
る多重比較の結果）なお，1年生の 1週目型の子供，2週目型の

子供，および 6年生の 1週目型の子供，ロボットとまったく遊ば
なかった子供に関しては有意なスコア変動は見られなかった（そ
れぞれ F (2, 100) = 2.89, p = 0.06, F (2, 14) = 1.21, p = 0.33

F (2, 76) = 0.42, p = 0.66, F (2, 20) = 1.81, p = 0.19）．

6年生に関して，実験初期にロボットと遊んだ子供のスコア
が 1週目経過時に上昇し，実験後期にロボットと遊んだ子供の
スコアが 2週目の間に上昇したことから，ロボットと遊んだこ
とによりロボットが用いる英語に関する聞き取りスコアが上昇

する効果があったといえる．つまり，6 年生に関する実験結果
から，ロボットは英語学習に関して効果があったと考えられる．
一方，1 年生に関しては全体としてはスコアが上昇していな

い．この原因は明らかではないが，グラフの類似性から見ると，

6年生の場合と同様の傾向があった可能性が示唆される．つま
り，ロボットに英語学習への負の効果（すでに知っていた英単語
を忘れさせるなど）があったというよりは，全体としてスコア
が下がる傾向が同時に生じたために結果として全体のスコアが

上昇しなかった可能性がある．これは，単語順序を変えたとは
いえ，類似のテストを繰り返し行ったため，子供がテストに飽
きて聞き取りテストへの集中力が低下した可能性が考えられる．
一方で，全体としてはロボットへの興味が実験開始 1週間頃

から低下していった．つまり実験結果から，もしロボットがよ

り長期的に子供たちの興味を引き，また友好的な関係を築いて

いくと，将来的により大きな効果を持つ語学教育ロボットが実
現する可能性が示唆されたといえる．

3. 2. 5 子供たちの対ロボット行動の分析
Table 4は子供たちが友達を連れてロボットと遊んだ時間の

割合を示す．子供たちは実験前の調査で質問紙に友達の名前を
回答した．この友達の名前と，無線タグにより収集されたロボッ
トの周囲への同時滞在情報を比較することにより，各子供の友
達との同時滞在率（Friend rate）を計算した．1年生において

は全員の平均で 63%の時間，子供たちは友達と同時にロボット
と遊んだが，6年生においてこれは 72%となった．ロボットと
まったく遊ばなかった 11名の 6年生の生徒は分析の対象から除
いた．分散分析により比較したところ，1年生と 6年生の間で

有意差が見られた（F (1, 215) = 5.68, p < .05）ことから，学
年間でロボットとの遊び方に違いがあったといえる．前項にお
ける同時滞在数の違い（Table 2）からも，1年生はロボットと
遊ぶことを目的としてロボットの周囲に来たが，6 年生は友達

と遊ぶ方法の一貫としてロボットの周囲を訪れたと考えられる．
さらに，子供たちのロボットとの相互作用を観察する中で見

いだされた，興味深い事例を紹介する．
•女子生徒 C はまったく英語が分からないようであったが，

ロボットがこの子供の名前を呼んだ際にはとても喜び，そ
れ以後頻繁にロボットと遊ぶようになった．

•男子生徒 D と男子生徒 E は，ロボットが自分の名前を呼
ぶ回数をそれぞれ数え，回数の多かった Dが Eに対して，

「自分の方がロボットに好かれているんだ」と誇らしげに話
していた．

•たまたまロボットのそばを通りかかった男子生徒 Fは，一
対一でロボットと対話している女子生徒 Gを見て，ロボッ

トとの対話に新たに加わった．
このような子供たちの行動は，ロボットが名前を呼ぶ行動が子
供をロボットとの対話に引き込んでいたことを示していると考
えられる．また，ロボットとの対話を観察している子供が自ら

ロボットと対話を始めるきっかけになる場面があったといえる．
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4. 考察とまとめ

我々の実現したコミュニケーションロボットは，無線タグを
用いて周囲の個人を識別することで，個人のそれぞれに適応的
に振る舞いながら人と相互作用を試みることができた．さらに
このロボットは，今後日常社会で活動する社会的ロボットの実

現に向けて，小学校での語学教育というコミュニケーションタ
スクに向けた探索的な実験に用いられた．この実験の結果，以
下の 2点の主要な結果を得た．
（1）長期的な人とロボットとの関係

子供たちは最初の週の間活発にロボットと相互作用した
が，徐々にロボットの空き時間が増加した．第 2週の初め
には子供たちはロボットと遊ぶことに飽き始めた．これは，
現在の対話的ロボットの限界と研究課題を示しているとい

える．
また，子供たちと関係を作る上で名前を呼ぶ行動が一つ

の重要な要素となる可能性が見いだされた．
（2）外国語教育への適用可能性

英語聞き取りテストの結果から，開発したロボットは子
供たちの英語獲得に一定の役割を果たしたことが示された．
また，子供たちが英語を話す機会を作り出したといえる．現
在のところ，ロボットが子供を引きつける効果は短期的で

はあるものの，この期間をのばすことで有意義な学習効果
を持つロボットが実現可能になると考えられる．
さらに，この長期実験からロボットが非常に強い第一印象を

持つとともに，長期的な関係を維持する能力が不足しているこ

とが明確になった．このような実験を通じて見いだされた実社
会で動作するロボットにおける主要な研究課題は，長期的な尺
度で人に相互作用を維持させること，そして実環境でのセンサ
処理にあると考えられる．本実験においては，1週間経過時が

一つの転機となっていることが見いだされた．このような具体
的な事例をもとに，ロボットが人と長期的に関係を維持するた
めのメカニズムを見いだすことは，今後の人—ロボット相互作
用分野の研究課題であるといえる．

また，センサ処理に関しては，実験室のような整った環境と
比べて非常に複雑な実環境の問題が浮き彫りとなった．例えば
教室の中では多くの子供たちが大声で叫びながら走り回る．こ
のような環境下での音声認識は困難であり，ロボットが話しか

けを適切に理解できなかったことが子供たちの興味を失わせた
一つの原因になったと考えられる．一方，無線タグによる個人
識別は問題なく動作し，子供の名前を呼ぶなどの行動により子
供の興味を引きつけたのみならず，実験後に子供たちの行動を

解析するのにも大きな役割を果たした．なお，無線タグの識別
距離に関して，子供たちは予想以上にロボットに近付き，ロボッ
トと遊ぶ子供は 50～60 [cm]，周囲で見ている子供たちも 1 [m]

程度まで近付く場面がしばしば観察されたため，2章で述べた

システムの事前テストにおける距離の仮定（参加者が 1.2 [m]，
観察者が 3.5 [m]以内）は妥当であったものと考えられる．いず
れにしても，実社会で動作するロボットの実現に向けて，さら
なるセンシング能力の向上が必要であると考えられる．
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