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あらまし 本稿では，人がロボットを自然なコミュニケーションの対象と見なすための，ロボット同士の対話
観察に基づく人-ロボット対話システムを提案する．提案システムにおいては，近くにいるロボット同士が通信す
る際に音声やジェスチャによりロボット同士が対話していることを表現する．周囲の人間は，ロボットが他のロ
ボットや環境と相互作用して関係を構築することを観察することで，ロボットを対等なコミュニケーションの対
象とみなし，ロボットと関係を築き，またロボットと自然なコミュニケーションを行うようになる．我々は，実
際に十分な身体表現能力を持つ実ロボットを用い，ロボット同士の対話や状況に応じたコミュニケーションが可
能なロボットシステムを実装した．本稿では，このようなロボット同士の対話と人-ロボット対話の双方を実現す
るロボットシステムについて報告し，ロボット同士の対話を観察する効果を心理学的実験を通して検証する．
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1.

ヒューマンロボットコミュニケーション, ロボット同士の対話，対話観察

した人間型ロボット [6] は歩行する動きまでも人間と

はじめに

類似したものが実現されたことから人々の注目を集め

音声認識や画像処理などの認識のための技術が進歩

た．また，小林らの開発した顔ロボットは独自に開発

するなかで，自然なヒューマンインタフェースを実現

したアクチュエータを用いて顔の表情を作り出す [7]．

するためのコミュニケーション指向ロボットの研究開

このようなコミュニケーション指向のロボットは，や

発が行われている．公共の場で活動するロボットとし

がてパートナーとして我々の日常生活の中に存在し，

ては，人とインタラクションしながら博物館を案内す

コミュニケーション機能を通して様々な情報をもたら

るロボット [1] や，オフィス環境を自律的に動き回り，

すものとなると考えられる．我々は，このような日常

周囲の人間と対話する中で知識を獲得するロボット [2]

活動型のロボットが，コミュニケーションのための新

などがある．また，日常生活の場で働くロボットとし

たな情報基盤となると考える．

ては，パーソナルロボット [3] や高齢者コミュニケー

しかしながら，ロボットと人間との間での自然で円

ション用ロボット [4] 等が開発され実用化に向かいつ

滑なコミュニケーションはいまだ実現されていない．

つある．また，人間と類似の外観を持つロボットもこ

我々はこの原因として，以下の 2 つを考える．第 1 に，

れまでに開発が続けられ [5]，1996 年にホンダの開発

このような日常活動型ロボットが産業用ロボットと同
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第 2 に，ロボットの内部の計算機構だけで人間と同
様の「賢さ」を実現しようとする「個体能力主義」に
とらわれてきたことがある．しかし，実際の人間も頭
のなかですべてを計算しているわけではなく，むしろ
その「賢さ」は環境などとの相互作用から生まれてい
ると考えるべきである．たとえば，蟻や蜂などの複雑
な行動は環境との相互作用により生じる．つまり，ロ
ボットが環境に適応した視線や腕の動きをすることに
より，人はこのロボットを自然にコミュニケーション
の対象とみなすようになる．そして，これまで実現
が難しかった，人本来の状況に依存したコミュニケー
ションが可能となる．また，われわれの研究結果から，

図 1 対話観察に基づく関係の構築
Fig. 1 Human-robot relation for communication
based on observation of robot-robot communication

コミュニケーションにおける「関係性」の重要性が明
らかになってきた [8]．つまり，同じ音声信号であって
も，2 個体間に関係が構築されているとき（互いにコ
ミュニケーションの対象とみなしているとき）はその
音声を理解できるが，この関係が構築されていないと
きは理解できない．このように，人と円滑にコミュニ
ケーションする日常活動型ロボットを実現するために

ロボット同士を観察する心理学的実験を通じてロボッ
ト同士の対話の有用性を検証する．

2.

ロボット同士の対話観察に基づく人-ロ
ボット対話システム

は，相互作用と関係性を重視した設計が必要となる．
本稿では，人間がロボットを自然な対話対象と見な
すための，対話観察に基づく人間ロボット対話システ

2. 1 人間と対話するロボット

ムを提案する．人間と対話するコミュニケーション指

人同士のコミュニケーションにおいて，非言語情報

向のロボットは，今後ますます研究開発が進み，将来

が時には音声言語以上に情報を伝達すると言われるよ

的には社会に多数のこのようなロボットが存在し，様々

うに [9]，ロボットは実体を持つためにコンピュータ上

な場面で人間とコミュニケーションすることが考えら

のエージェント等と比べてはるかに直観的で自然なコ

れる．このようなロボットが多数存在するようになる

ミュニケーションを人間と行う可能性を持つ．このよ

と，ロボット間の通信は赤外線や無線といった人間が

うな，ロボットと人間との間の自然で円滑なコミュニ

感じることが出来ない媒体を通して行われるようにな

ケーションを目指し，ロボットの身体性を活用する研

るだろう．しかし，我々はこのようなロボットには少

究がこれまでにも行われている．

なくとも見かけ上は既存の音声やジェスチャといった

横山らは，人間同士の対話における発話交替の際の

コミュニケーションチャネルを媒介して通信すること

非言語情報の役割に注目し，実ロボットを用いた実験

が必要であると考える．つまり，ロボット同士が対話

から視線制御により発話交替が円滑になることを示し

しているように見せることがロボットと人間との自然

た [10]．また，小林らも話者の方を見て対話する音声

なコミュニケーションの実現に役立つ，と考える．

対話ロボットを開発した [11]．さらに小野らは非言語

ロボット同士が対話することにより，ロボットが他

情報が，話者から聞き手へと情報を視覚的に伝える直

のロボットや環境との相互作用により他者との関係を

接的な役割のみでなく，双方が互いに引き込まれるよ

築くことが出来ることを周囲に示す．これを人間が観

うな同調的ジェスチャを行う中で聞き手が言語によっ

察することで，人間はロボットと関係を築き，自然で

て伝えられた情報を理解するための役割を果たすこと

円滑なコミュニケーションが可能になる．また，人間

を，実ロボットを用いて示した [12]．また，人-ロボッ

はロボットを命令を与える対象と見なしがちであるが，

トの対話において状況に応じた発話生成や発話理解が

ロボット同士が対話することがこのようなロボットの

重要になる．これに対し，今井らは状況に対する注意

扱いを変えるきっかけとなると考える．このような仮

機構を用いて状況に応じた対話を行うロボットシステ

説を基に，以下では環境と相互作用しながら対話する

ムを開発した [13]．
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が必要となる．以下では，これらを実現するために
我々の開発したロボットのハードウェアおよびソフト
ウェアについて述べる．

2. 3 ハードウェア構成
開発したロボット”Robovie”(図 2) は人間とコミュ
ニケーションするために人間に類似した上半身を持つ
ヒューマノイドロボットである．人間が視覚・触覚・
聴覚をもつように様々なセンサを持つ．このような人
間に類似した身体と十分なセンサを用いて，Robovie
は人間とのコミュニケーションに必要な様々な対話的
行動を生成することができる．さらに，本体上部に搭
載された無線 LAN により，他のコンピュータやイン
図 2 開発したロボット “Robovie”
Fig. 2 Developed robot “Robovie”

ターネット等にアクセスすることができる．

Robovie の高さは 1.2 ｍ，半径 0.5 ｍ，重量約 40kg
であり，カメラの取り付けられた頭部 (3 DOF) 及び
両目 (注視制御用:2*2 DOF)，腕 (4*2 DOF) を持つ．

2. 2 対話観察に基づくコミュニケーション

センサとしては，両眼ステレオカメラ，全方位視覚セ

本研究では人とロボットの自然なコミュニケーショ

ンサ，ステレオマイクロフォン，全身を覆うように取

ンのための，ロボット同士の対話観察に基づく人-ロ

り付けられた 16 個の感圧導電性ゴムタイプの接触セ

ボットコミュニケーションを提案する．これまでの人-

ンサなどを搭載している．Robovie はすべての必要な

ロボットコミュニケーションの研究はロボットと人と

制御機器を内蔵しており，本体下部に搭載された PC

の 1 対 1 のコミュニケーション，あるいは複数の人間

を用いて音声認識や画像処理を行うことも出来る．

はロボットが複数台存在し，人間がロボット同士の対

2. 4 システム構成
図 3に開発した対話システムの構成を示す．我々は

話を観察することが，人間とロボットとの間にさらな

これまでに状況に応じたロボットの行動を容易に実現

る関係を構築し，より自然なコミュニケーションの実

する方法を提案している [14]．本システムでは，この

現につながると考える．

開発方法を拡張し，通信ネットワークを通して様々な

対 1 台のロボットの場合が対象であった．しかし我々

さらに，ロボットが環境と相互作用を行うことが人
間とロボットとの関係構築に役立つ．例えば犬や猫の

情報を獲得し，また他のコンピュータやロボットと通
信する機構を導入した．

ように，他者を含めた環境と相互作用し関係を構築で

このシステムにおいてロボットの行動は，特定の状況

きるロボットが存在すると，人は無意識のうちにこの

で特定の行動を実行する状況依存モジュール (Situated

ロボットをコミュニケーションの対象とみなしてしま

modules) を逐次的に実行することで実現される．状

う．そこで，まずロボット同士が環境中の物と相互作

況依存モジュールに基づく開発方法には容易に漸次的

用していることを示し，次に人をこの関係の輪に加え

に実装することが出来るという開発上の利点がある．

ることで人とロボットの間に容易に関係を構築するこ

個々の状況依存モジュールは，コミュニケーションの

とができる．そして，この関係に基づき人-ロボット間

ための基本要素行動 (Communicative units) を組み

に円滑なコミュニケーションが実現される (図 1)．

合わせることにより実装される．このような基本要素

このような関係の輪に基づくコミュニケーションを
実現するために，ロボットには

• 十分な身体表現能力を持つハードウェア
を前提として，

• ロボット同士が対話していることを明示する
機構

• 環境と相互作用できることを明示する機構

行動は認知科学的研究を通して見出された，視線を合
わせる，物の方を見るといったコミュニケーションの
基礎となる要素行動である [15]．
さらに，このシステムは通信ネットワークを介して
他のコンピュータやロボット，インターネットにアク
セスし，また他のロボットと対話行動を行う．このよ
うな通信は，
3
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図 3 システム構成
Fig. 3 System conﬁguration

• 個々の状況依存モジュールから個別にインター
ネットや他のコンピュータ，ロボットと通信する．

• 状況依存モジュールから対話サーバに接続し，
これをきっかけにロボットの状況依存モジュールの実
行を対話サーバから制御する．
という 2 種類の通信機構により実現される．前者の通
信機構に基づきこのロボットシステムはインターネッ
ト等から様々な情報を状況に応じて対話的にもたら
し，自然な対話の中で情報を提供することができる．
例えば，天気に関する会話を行っている際にインター
ネットから天気予報データを取得して「明日は晴れで
す」といった発話を行うことが可能である．また，後
者の通信機構を用いて，対話サーバ (Communication

server) を通じて複数のロボット間で同期して状況依存
モジュールを実行し，音声やジェスチャによりロボッ
ト同士が通信していることを表現することができる．
このほかに，システムは衝突回避などの単純で即

図 4 ロボット同士の対話のための対話状況依存モジュー
ルの例
Fig. 4 Example of situated modules for robot-robot
communication

応的な回避行動を行う反射行動モジュール (Reactive

modules)，ロボットの意図や実行すべきタスク，感情
モデルなどを含む内部状態 (Internal status)，この内
部状態を基に状況依存モジュールの実行に関するプラ
ンニングを行うモジュール制御 (Module control) と
いった機構を持つ．センサからの入力はセンサモジュー
ル (Sensor modules) において適宜，音声認識などの
処理が行われ，状況依存モジュール等に引き渡され
4

る．また，アクチュエータの制御は状況依存モジュー
ル等からの指令に基づきアクチュエータモジュール

(Actuator modules) が行う．なお，音声認識には大
語彙連続音声認識デコーダ Julius [16] を用いている．

2. 5 状況依存モジュールに基づくロボット同士の
対話
前節で述べたように，Robovie は通信機構と状況依
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存モジュールにより，ロボット同士で対話を行うこと
ができる．このような通信機構を用いて移動するロ
ボット同士が対話するためには，以下のような手順が
考えられる．
（ 1 ） 対話する相手を発見し，相手に近づく
（ 2 ） 相手を識別し，通信手段によりデータの送受
を開始する
（ 3 ） 同時に，音声やジェスチャを用いて対話して
いることを周囲の人間に示す
状況依存モジュールによるこのようなロボット同士
図5 実験 設定
Fig. 5 Settings of the experiment

の対話の実現例を図 4に示す．図中の 1 つの四角形が
状況依存モジュールを表し，実線の矢印は状況依存モ
ジュールの実行順序関係，破線の矢印はデータ送受を
表す．ただし，(2) の対話相手の識別は含まれない．こ
れらの状況依存モジュールは具体的には以下のように

3.

評価実験

実行される．はじめに 1 台のロボット (R1) が画像処

本章では，人間とロボットとの対話におけるロボッ

理を用いてもう 1 台のロボット (R2) を発見し，この

ト同士の対話観察の有効性を検証する実験について報

ロボットに近付くとともに対話サーバに接続する．こ

告する．

れに応じて，あらかじめ対話サーバに接続していた

3. 1 実 験 方 法

ロボット (R2) は待ち受けるポーズをとる．ロボット

本実験の具体的な手続きは以下のとおりである．

(R1) がロボット (R2) に近付くと，
「こんにちは」と発

実験の概要：

話しておじぎするジェスチャを行う．このようにして，

本実験では，人-ロボット対話におけるロボット-ロ

ロボット同士が対話していることを音声やゼスチャに

ボット対話の観察の効果を調べる．具体的には，2 台

より表現することが出来る．また，対話のための状況

のロボットの対話を観察した被験者が，対話していた

依存モジュールを複数種類用意することで，状況に応

ロボットのうちの 1 台と対話する．このときのロボッ

じた柔軟で多様な対話が実現できる．

ト同士の対話の内容の違いが，被験者とロボットとの

2. 6 環境との相互作用能力を明示する機構
これまでに発達心理学分野で得られた知見から，物
や人を指さす行動は，三項関係の成立として，幼児の

対話の際の発話理解や対話の自然さにどのように影響
したかを調べる．
被験者：
本実験の被験者は大学生 36 名である (男性 18 名，

発育過程における一つの転換点とみなされている [17]．

女性 18 名)．実験は被験者間配置により行った．つま

すなわち，それまでは「人-人」，
「人-物」の１対１の関

り，これらの被験者を後述の 3 つの実験条件にそれぞ

係しか作られていなかったものが，指さしに代表され
る他者と注意を共にする行動によって「人-物-人」の 3

れ 12 名をランダムに配分し，各被験者は配分された
1 つの条件のみ実験を行った．

項関係をつくることが出来るようになる．そこで，ロ

一般に，実験条件間で統計的検定に基づく仮説検証

ボットが他者を含めた環境と相互作用できることを明

を行うには各群 10 名以上の被験者が望まれるが，本実

示するために，この指さし行動を用いる．

験の被験者数はこれを満たすものである．また実験条

このような指さし行動は，共同注意機構としてこれ
までに研究が行われている [18]．本研究ではこの先行
研究に基づき，指さし行動に適切なジェスチャを実装

件間で被験者の属性が偏らないよう，同一大学の学生
を被験者とし，各群で男女同数となるように配置した．
実験手順：

した．具体的には，コミュニケーション意図を伝える

図 5に実験の設定の概略を示す．図に示す実験環境

ために対話相手と視線を合わせ，物について会話する

は 4.5m 四方の部屋であり，図中の R1,R2 はロボッ

前には物の方に視線を移動させることによって対話相

トを，S は被験者を意味する．以下に，実験の概略を

手の注意を引くようにした．

示す．
5
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ト R2 が振り返り，被験者に接近する．
条件 2 (Talk)：

上記 Point 条件と同程度の時間，

同程度の複雑さの身体的動作を含んだ対話を行うが，
指さしは行わない．具体的には，
「体操」と言いながら
(point-1)

(point-2)

腕を動かす等の行動をする (図 6 talk-1, talk-2)．
条件 3 (None)：

この条件ではロボット同士は全

く対話を行わず，即座にロボット R2 が振り返り，被
験者に接近する．

2 台目のロボットは振り返った後 (図 6 all-1)，被験
者に近付き (図 6 all-2)，
「こんにちは」と言っておじぎ
(talk-1)

(talk-2)

し (図 6 all-3)，握手を求め (図 6 all-4)，もう 1 台の
ロボットの方向を指さして「これ面白い」と発話する

(図 6 all-5)．そして，最期に「ばいばい」といって手
を振る (図 6 all-6)．
評価方法：
(all-1)

(all-2)

評価は，以下の 3 点により行った．

• 被験者がロボット R2 の指さし発話 (図 6 all-5)
を理解できたかどうか．

• 被験者のロボットに対する行動．
• ロボットの音声の聞き取りやすさ及びロボット
(all-3)

(all-4)

への印象．
ロボットへの印象は，文献 [19] を参考に，
「親近感 (Familiarity)」
「性能評価 (Evaluation)」
「愉快性 (Enjoyment)」「活動性 (Activity)」について 7 段階の尺度へ
の評定を求めた．また，ロボットの音声の聞き取りや
すさについても 7 段階の評定値の回答を求めた．

(all-5)

(all-6)

図 6 実験の際のロボットの動作
Fig. 6 Robovie’s behavior in the experiment

3. 2 実験結果と仮説検証
仮説
本実験では以下の 2 つの仮説を検証する．
仮説 1：

ロボット同士の指さし対話を観察すること

で，被験者はロボットの発話理解が容易になる．
（ 1 ） 被験者は，ロボットを観察し，もしロボット
が近付いて来たら相手をするように教示される．
（ 2 ） 実験条件に応じて，A 地点でロボット同士の
対話が行われる．
（ 3 ） ロボット R2 が被験者の方に振り向き，B 地
点にいる被験者に接近する．
（ 4 ） ロボット R2 と被験者との対話が行われる．

仮説 2：

ロボット同士の対話を観察することで，被

験者はロボットとの対話の際にあいづち的行動をとり，
他の人間に接するように自然に接する．
観察の際の被験者の行動を，録画したビデオを基に

2 名の評価者が分析した．評価者は被験者の行動が各
カテゴリに該当するかどうか，それぞれ判定した．
「お

実験条件とロボットの行動：

じぎ (Greet)」「握手 (Handshake)」「ばいばい (Goddbye)」はロボットがこのような行動を行った際に同

被験者が観察するロボット同士の対話に関して，3

様の行動を被験者が行ったことを意味し，
「うなづき

つの実験条件がある．

(Nod)」「首傾げ (Headshake)」「指さし (Pointing)」

条件 1 (Point)：

はそれぞれロボットが指さし行動を行った際に被験者

2 台のロボット R1,R2 は，壁に
張られたポスター (図 5 poster) や被験者を指さしな
がら対話する (図 6 point-1, point-2)．その後，ロボッ
6

が頭部を前後，左右に傾け，ロボットが指さした方向
を指さしたことを意味する．また，
「注目 (Gaze)」は
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表 1 被験者のロボットへの行動
Table 1 Subjects’ behavior to the robot
Point
Talk
None

Greet
9
10
7

(1) Greet

Handshake
12
12
11

Nod
2
2
1

Headshake
3
5
1

Pointing
0
1
0

Gaze
11
6
5

Goodbye
7
9
8

(2) Handshake

図 8 ロボットの発話を理解した被験者数
Fig. 8 Number of subjects who understood the utterence of the robot

(3) Pointing

(4) Goodbye

ない」「指さしを行ったロボットの手先」などと回答
した．ロボットの発話を理解した被験者数と，その内

図 7 実験の際の被験者の様子
Fig. 7 Scenes of subjects’ behavior to the robot

でロボットの指さし方向を注目した被験者数を図 8に
示す．
カ イ 2 乗検 定 の 結 果 ，発話 を 理 解 し た 被 験 者数

ロボットが指さし行動を行った際に，指さした方向を
被験者が見たことを意味する．
分析の結果を表 1に示す．各項目への分類は，2 名の

(χ2 (2) = 9.00, p < 0.5) および指さし方向に注目し
て発話を理解した被験者数 (χ2 (2) = 11.59, p < 0.01)
に有意差が見られた．さらに残差分析を行った結果，

お，Kappa 統計量は偶然の一致を除いた判断の一致

Point 群では発話を理解した被験者が有意に多く (残
差 r = 2.99, p < 0.01)，発話を理解しなかった被験者
が有意に少なかった (残差 r = −2.99, p < 0.01)．つ

度合いを示すものであり，0.6 以上の場合かなり良く

まり，ロボット同士の指さし会話をあらかじめ観察す

一致していることを意味する．評価者が観察したビデ

ることで，被験者はロボットの発話理解が容易になっ

オの解像度の問題から，被験者のうなずき・首傾げと

たことが示された．

評価者の判断が一致したもののみを採用した．判断の
一致率は 0.913，Kappa 統計量は 0.744 であった．な

いった微少な動きに関する一致率は若干低かったもの
の，2 人の評価者による判定結果は信頼できるもので

仮説 2 の検証
被験者はロボットとの対話の際に，ロボットの指さ

あると言える．

し発話に対して，うなずきや首傾げといった応答を返

仮説 1 の検証

し，また指さし方向を注目した．このような被験者の

実験後，被験者にロボットの指さし会話の意味が理

行動を基にロボットとの対話の際のコミュニケーショ

解できたかどうかを調査するために，
「ロボットが指さ

ンの自然さを検証した．図 9に実験条件毎の被験者の

しによって指し示したものは何か」を質問した．Point

ロボットへのあいづち的行動を示す．ここで，被験者

条件では全ての被験者がもう 1 台のロボットの方を指

のうなずき，首傾げ，指さし行動のうちの１つでも

さしたことを理解できたが，Talk 条件及び None 条件

行った被験者はロボットの発話への「あいづち」行動

では半数の被験者が指さし会話が理解できず，
「わから

を行ったと見なした．また，ロボットの指さし会話を
7
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図 9 ロボットへの「あいづち的行動」を行った被験者数
Fig. 9 Number of subjects who gave the response or
took similar action to the robot

図 10 ロボットの声の聞き取りやすさと印象評価の結果
Fig. 10 Results of subjects’ understanding of the
robot’s voice and impression evaluation of
the robot

理解した被験者はこのような「あいづち」行動の代わ
りに指さし方向を注目することが考えられるため，
「あ

被験者が音声を聞きなれたことが，影響したかどうか

いづち」行動を行った被験者，
「あいづち」行動は行わ

を検証した．被験者は実験後にロボットの音声の聞き

なかったが指さし方向を「注目」した被験者の双方を

取りやすさについて，7 段階の評定値を回答した (図

「あいづち的行動」を行ったものとして図示した．

10)．なお 7 段階の評定値において 7 が最も肯定的，1

カイ 2 乗検定の結果，ロボットの発話に「あいづ

が最も否定的な評価を意味する．分散分析の結果，音

ち的行動」(「あいづち」又は「注目」行動) を行っ

声の聞き取りやすさに関して，実験条件間に有意差は

た被験者の数に関して実験条件間に有意差が見られ

なかった (F(2,33) = 0.25)．つまり，ロボット同士の

た (χ2 (2) = 9.00, p < 0.5). さらに残差分析を行っ

対話によって音声を聞き慣れたことよりも，むしろロ

た結果，Point 群では「あいづち的行動」をした被験

ボット同士の対話や，指さし行動を目にしたことがロ

者が有意に多く (残差 r = 2.27, p < 0.5)，
「あいづ

ボットとの自然な会話や発話理解に役立ったと言える．

ち的行動」をしなかった被験者が有意に少なかった

また，実験を行うに当たって，ロボット同士が会話

(残差 r = −2.27, p < 0.5)．また，None 群では「あ
いづち的行動」をした被験者が有意に少なく (残差
r = −2.83, p < 0.01)，
「あいづち的行動」をしなかっ
た被験者が有意に多かった (残差 r = 2.83, p < 0.01)．

することに関して「不気味に思う」等の違和感を感じ

人同士のコミュニケーションにおいて一般にあいづ

響したかどうか検証した．分散分析の結果，全く会話

ちは，相手の発話を認識し，かつ会話の主導権が相手

を観察しない None 条件と Talk 条件や Point 条件の

にあることを認めるジェスチャとして行われるもので

間で，ロボットへの印象に関して統計的に有意な違い

る人がいるのではないか，という可能性を考えた．こ
のような違和感はロボットの印象を大きく変えること
が想定されるため，ロボットへの印象が実験結果に影

ある．本実験において，うなづきや首傾げ，注目といっ

は生じなかった (親近感，性能，愉快性，活動性につ

た「あいづち的行動」が行われたことは，被験者がロ

いてそれぞれ，F(2,33) = 0.21, 0.51, 0.19, 0.28)．また，

ボットと自然なコミュニケーションを行ったことを意

実験後の聞き取り調査の結果，被験者はロボット同士

味すると言える．

が対話することを自然に受け入れたようで，違和感を

3. 3 考

察

感じたと回答した被験者はいなかった．このようなロ

実験結果は，人-ロボット対話におけるロボット-ロ

ボットへの印象は個人差が大きく，また少々の事では

ボット対話の観察の有効性を十分に確認するもので

変化しにくいものの，実験結果に対してロボット同士

あった．本節では，実験後に行った質問紙調査の結果

の対話観察による違和感といった影響は存在したとし

を基に仮説検証の正しさを示し，さらに実験結果から

ても十分に小さかったと考えられる．

本研究の仮説の妥当性を検証する．
仮説 1，2 に関して，ロボット同士の対話によって
8

我々は本研究に際して，ロボットが環境と相互作用
し，またロボット同士が互いにコミュニケーションし
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ようとする関係の輪に人が加わることで，人とロボッ

[7]

トとの間に容易に関係が築かれ，自然なコミュニケー
ションが行われるとの仮説をたてた．そして，本実験

[8]

結果から指さし会話の観察が発話理解に役立ち，ロ
ボット同士の対話の観察が人-ロボットの自然なコミュ
ニケーションを実現させたことが示された．また，先
行研究 [8] においてコミュニケーションの際の関係性

[9]
[10]

の重要性が示されているが，本研究ではさらにロボッ
ト同士が築いている関係の輪に人が加わることでこの
ような関係をつくり出すことができることが示された

[11]

と言える．このような相互作用と関係性を重視したロ
ボットの開発は，人本来の状況を利用した人-ロボット

[12]

の自然なコミュニケーションに欠かせないものである．
今後は，さらに人-ロボット間にコミュニケーションの
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1994 年京都大学大学院情報学研究科社会
情報学専攻助教授．現在，和歌山大学シス
テム工学部情報通信システム学科教授．人工知能学会，日本ロ
ボット学会，情報処理学会，IEEE， AAAI 各会員．

小野

哲雄

1997 年北陸先端科学技術大学院大学情
報科学研究科博士後期課程修了．同年よ
り ATR 知能映像通信研究所客員研究員．
2001 年公立はこだて未来大学システム情
報科学部情報アーキテクチャ学科助教授．
博士（情報科学）．感情の計算モデル，マ

ルチエージェントモデルによる共通言語の組織化，ヒューマン
ロボットコミュニケーションに関する研究に従事．認知科学会，
人工知能学会各会員．

今井

倫太

（正員）

1992 年慶應義塾大学理工学部電気工学
科卒業．1994 年同大学大学院計算機科学専

攻修士課程修了．同年，NTT ヒューマン
インターフェース研究所入社．現在，ATR
メディア情報科学研究所研究員．ロボット
との対話，センサを用いた状況知覚に興味
を持つ．

中津

良平

（正員）

1971 年京都大学大学院工学研究科電子工
学専攻修士課程修了．同年日本電信電話公

社武蔵野電気通信研究所入所．1980 年横須
賀電気通信研究所．主として音声認識の基
礎研究，応用研究に従事．1990 年 NTT 基
礎研究所研究企画部長．1994 年より ATR
に移り，1995 年より (株)ATR 知能映像通信研究所代表取締役
社長．現在（株）国際電気通信基礎技術研究所企画部担当部長．
工学博士（京大）．
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