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人間と相互作用する自律型ロボット Robovieの評価
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An evaluation on interaction between humans and an autonomous robot Robovie
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This paper reports an evaluation about autonomous behaviors of an interaction-oriented robot, which will work

in our daily life as our partner. To develop and improve such an interaction-oriented robot, it is necessary to find

out the evaluation method of the human-robot interaction. We tried to evaluate the robot named “Robovie”, which

has a human-like upper torso, a sufficient physical expressing ability, and abundant sensors for communicating with

humans. Robovie autonomously exhibits playing behaviors such as a handshake, hug, and short conversation, based

on visual, auditory, and tactile information. For the evaluation, we installed three behavior patterns “passive”, “ac-

tive”, and “complex” into Robovie. As the result, “passive” pattern brought the best impression. We also analyze

the dynamic aspects of the interactions with a concept of “entrain level”, then we suggest interaction-chain model

for human-robot communication.
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1. は じ め に

近年，日常生活の中で人間とかかわりながら活動する知能ロ

ボットの実現に向けた研究開発が盛んになっている [1] [2]．この
ようなロボットは，従来の工場などで働くタスク指向のロボッ
トと異なり，オープンな環境で人間と協調して動作するインタ
ラクション指向のロボットであるといえる．これまでにも，ぬい

ぐるみロボット [3]や，喜怒哀楽といった顔の表情を作るロボッ
ト [4]，腕や視線などを用いるロボット [5]などのインタラクショ
ン指向ロボットの実現を目指した研究が行われている．研究開
発が進むに連れてこのようなインタラクション指向のロボット

が徐々に高機能化し，将来的には介護ロボットや家事手伝いロ
ボットなどが実現されると考えられる．また，知能ロボットは
様々な利用が可能であるため，WWWのようにいったん普及が
進むと非常に速い速度で研究開発が進むことが想定できる．

このようなインタラクション指向のロボットを開発するにあ
たって重要となるのがその評価方法である．従来の産業用ロボッ
トのような特定のタスク遂行を目的としたロボットは性能を実
行時間や精度といった工学的な評価尺度で測定可能であった．ま
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た，この評価尺度を持つことによって性能改善が行われてきた．
一方，人間とかかわるインタラクション指向のロボットを評価
するためには，人間にどのような影響を与えたかといった心理

的評価が用いられるべきであり，このような評価尺度を確立す
ることがこのようなロボットの開発・性能改善のために重要で
ある．これまでにも印象評価などによりインタラクションの静
的側面の評価が行われてきたが [6]～[8]，さらにインタラクショ

ンへの没入感といった動的側面をとらえる評価が必要である．
これまでにもコンピュータと人とのインタラクションを評価
する研究は多数行われている．しかし，コンピュータとロボット
を比較すると，人同士のコミュニケーションにおいてボディーラ

ンゲージが時には音声言語以上に情報を伝達するといわれるよ
うに [9]，ロボットも身体を持っていることがコンピュータ以上
に情報伝達能力を持つ．さらに，身体を持つことはコミュニケー
ションの質を変えるものであると考える．例えば，文献 [10]で

報告されるロボットのゼスチャに伴って同調的に発現した人間
の身体の動きは従来のコンピュータ上のエージェントと人との
インタラクションでは生じなかったものである．また，文献 [11]

においてコンピュータが人間と同一視される状況があると報告

される一方で，コンピュータ上の自律エージェントと人間との
インタラクションは人間同士の場合とは異なる [12]といった報
告がされている．我々は，人–人，人–コンピュータ，人–ロボッ
トの間のコミュニケーションはそれぞれ異なった性質を持つも

のであり，この中の一部に共通する性質を持つものと考える．
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ここで，ロボットの身体性を考慮して，人間とロボットとのコ
ミュニケーション過程について考える．人同士のコミュニケー

ションについて，状況認識と経験に基づくコミュニケーション
モデルが関連性理論において提案されている [13]．これに基づ
き，小野らは人間がロボットの発話を理解する際に両者の間に
構築される関係性が重要であることを実証した [14]．さらに小

野らは，人間–ロボットコミュニケーションにおいて，身体的位
置関係やゼスチャが関係性構築に必要となることを示した [10]．
このような従来研究を基に，人間–ロボットコミュニケーション
を以下のようにモデル化した（Fig. 1）．初めに人とロボットは

コミュニケーションのための適切な位置関係（positional rela-

tion）を作り，次に互いにゼスチャ（gesture）を用いて関係性
（relation）を構築するようになる．コミュニケーションが進む
につれて位置関係やゼスチャによって関係性が構築され，音声

対話（utterence）を行う．ロボットが人に道を案内する例を考
えると，まず通路を移動している人とロボットが立ち止まり，互
いに目を合わせ，ゼスチャを交えながら「次の角を右に曲がる」
といった会話を交わす．このモデルに基づくと，ロボットの観察

者の対ロボット距離，ロボットに対する対人的行動の発現，視
線によるコミュニケーション，発話頻度の 4点が人間–ロボット
インタラクションの動的側面の評価尺度として挙げられる．
本稿では，評価の対象として我々の開発したロボット Robovie

を用い，三つの行動パターンの比較を試みる．Robovieは将来
日常生活の場で活動するロボットの実現を目指して開発され，擬
人化しやすい外見と豊富なセンサを持ち，必要なほぼすべての
対話的行動が生成可能な豊かな身体表現能力を持つ上半身人型

のヒューマノイドロボットである．多様なセンサを利用して人
間の行動に応じ，人同士のような自然なインタラクション（例
えば握手など）を行うことは従来研究には見られなかったもの
である．比較を行う自律行動パターンは，おもちゃや機械のよ

うな振る舞いである受動的パターン，自発的ではあるが人間と
直接かかわる行動のみを行う能動パターン，そして環境中を歩
き回るといった人間と直接かかわらない行動も行う複雑パター
ンの 3パターンである．我々は，このようなインタラクション

指向のロボットにどのような行動パターンを用意すべきかは大
変興味深い問題であると考え，本実験の評価の対象とした．
さらに本研究では，被験者を用いた実験を行い，ロボットと

のインタラクションの動的側面をとらえる評価を心理実験によ

り試みた．一般に行われる心理実験では，対象をできる限り単
純化して実験の複雑さ・冗長性を減らすことで，目的となる現
象についての統計的な差異を見いだす．しかし，複雑な機構を

Fig. 1 Communication model between human and robot

持ち自律的に行動するロボットを実験対象にした場合，ロボッ
トの自律性や複雑さがこのような単純化と相容れない．本研究

では単純化を行うよりもむしろロボットの自律性や行動の複雑
さ・冗長さを残したまま実験を行い，実験中に見られた被験者
の行動を分析することで人間–ロボット間インタラクションに重
要な知見や仮説を探索的に見いだす．このような仮説生成型の

研究は，教室での生徒の観察のように社会学や教育学の分野で
多く見られる [15]．また，我々は本実験は知能ロボットの複雑
な自律インタラクション行動を十分な数の被験者により評価す
る初めての試みであると考える．一般に，統計的検定のために

は 1群 10名以上，因子分析には 50以上のデータが望まれる．
これまでのロボティクス分野における評価研究では少数の被験
者を用いる事例研究的評価が多かったが，本研究では 31 名の
被験者による 3群実験を行い，各被験者が 2回の観察を行うこ

とでこれらの基準を満たしている．
また，本稿ではインタラクションの動的評価を行う中から，人

間とかかわりながら活動するロボットを開発する際に有用な知
見を探索的に見出すことを試みる．被験者の発話やロボットへ

の対人的行動は，インタラクションへの没入感に関する瞬間ご
との評価でありインタラクションの動的側面をとらえる評価尺
度となる．このような没入感に関する考察の中から，探索的評
価アプローチに基づいて人間–ロボット間インタラクションに

おける相互作用チェインモデルを提案する．人間をインタラク
ションへ引き込むことでインタラクションを持続する相互作用
のチェインは，人間社会と親和的関係を保つロボットにとって
重要な鍵となる．

2. 実 験

2. 1 自律型インタラクティブロボット Robovie

ハードウェア構成

Robovie（Fig. 2）は，コミュニケーション機能に重点を置
き，擬人化しやすい外見を持つヒューマノイドロボットである．
人間に威圧感を与えないために人間よりもひとまわり以上小さ

いサイズとなるように設計され，高さ 1.2 [m]，半径 0.5 [m]，重
量約 40 [kg]となっている．カメラの取り付けられた頭部は 3自
由度で回転可能である．肩部には左右両側にそれぞれ 4自由度
で動作する腕が前方オフセット角をつけて取り付けられている．

移動機構としては 2輪独立駆動方式の車輪およびキャスターを
用いている．さらに人間–ロボット間コミュニケーションに十分

Fig. 2 Developed robot “Robovie”
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Fig. 3 System configuration

Fig. 4 Developed module network for playing behaviors

な，2 自由度で注視方向が制御可能な両眼ステレオカメラ，全
方位視覚センサ，ステレオマイクロフォン，全身を覆うように
取り付けられた 16個の感圧導電性ゴムタイプの接触センサ，下
半身に取り付けられた 10 個のバンパー兼用の接触センサおよ

び 24個の超音波センサを搭載している．また，バッテリーによ
り約 4時間の連続動作が可能である．
行動制御プログラム

人間とロボットとのコミュニケーションにおいては，人間の

行動に即座に応じるといった即応的な行動とコミュニケーショ
ンのコンテキストを保持した計画的な行動の双方が必要とされ
る．これまでにロボットの行動制御プログラムのアーキテクチャ
には様々な提案がされているが，本研究ではこれらの両者の行

動が容易に実現できる石黒らの提案する状況依存モジュールを
用いた開発手法 [16]に基づいて行動制御プログラムを開発した．

Fig. 3に行動制御プログラムの構成図を示す．行動モジュー
ル（Behavior modules）はロボットの単一の行動（例えば握手）

に対応する．反射行動モジュール（Reactive modules）は，衝
突回避等の単純で即応的な回避行動を行う．これらのモジュー
ルは，音声認識や画像処理といったセンサ入力処理を行うセン
サモジュール（Sensor modules）の出力を基にロボットの行

動内容を決定し，アクチュエータモジュール（Actuator mod-

ules）に腕や頭部の目標姿勢といった制御指令を送る．アクチュ
エータモジュールはこの制御指令に基づき，アクチュエータを
制御する．また，行動モジュールの実行結果はロボットの内部

状態（Internal states）を変化させる．この内部状態を基にモ
ジュール制御（Module control）は行動モジュールのネットワー
ク（Fig. 4）上でプランニングを行い，適切な行動モジュール
を実行する．

音声認識には大語彙連続音声認識デコーダ Julius [17]を用い，
「こんにちは」「握手」「ロボビー」といった 10語程度の単語を
認識する．Juliusのコンピュータ上での音声認識の成功率は約
90%，これらの単語に関して動作中の実ロボットに対して筆者

が発話した場合の認識率は 70%であった．ただし，実験の際に

Fig. 5 Scenes of interaction between Robovie and human
(a) shake hands, (b) hug, (c,d) the game of paper, stone
and scissors

は被験者は Robovieの認識可能な単語を知らされていないため
発話に対する正答率はこれよりも低いが，Robovieは認識不能
な音声入力に対しては「面白い」などの曖昧な回答をすること

で人間をインタラクションに没入させるよう試みる．音声認識
処理の時間遅れは発話終了後約 1秒である．
この開発方法において，状況依存モジュールは特定の状況で
特定の動作を実現するプログラムを意味し，このモジュールを

実行順序に応じて組み合わせることでロボット制御プログラム
が実現される．この状況依存モジュールを用いて，Fig. 5 のよ
うに「握手 (a)」「抱擁 (b)」「じゃんけん (c,d)」「おじぎ」「キ
ス」「簡単な会話」といった 10種類程度の人間との遊び行動お

よび，「頭をかく」「腕組みする」といった 10種類程度の待機行
動，環境をランダムに歩くパトロール行動を実装した．Fig. 4

に実装した約 40の状況依存モジュールによるモジュールネット
ワークを示す．図において，個々の四角形が一つの状況依存モ

ジュールを表し，矢印はモジュール間の実行順序関係を表す．

2. 2 実験方法

今回の実験では，ロボットの行動パターンについて以下の 3通
りのパターンを比較した．Fig. 6に，行動パターンの例を示す．

（1）受動的（Passive）：ロボットは最初「遊ぼうよ，触ってね」
と言って待っている．被験者がロボットを触ると「握手」や
「じゃんけん」などの遊び行動を一つ実行する．その後，再
びロボットは「遊ぼうよ，触ってね」と言って待っている．

（2）能動的（Active）：ロボットは「遊ぼうよ，触ってね」と
言って待っている．被験者がロボットを触ると遊び行動を
する．その後，被験者がロボットからの働きかけに応じる
限り，ロボットは続けて遊び行動をしようとし続ける．

（3）複雑な行動（Complex）：「能動的」パターンに加えて，
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Fig. 6 Sample of behavior patterns

被験者がロボットの働きかけに応じるのを止めた際に待ち
状態に戻るほかに，ロボットは歩き回ったり待機行動をす
る．この際の，待ち状態に戻る確率，歩き回る確率，待機

行動をする確率はそれぞれ 1/3である．また，歩き回った
り待機行動を行った後は必ず待ち状態に戻る．また，待ち
状態が一定時間（約 25秒）継続すると，それぞれ 1/2 の
確率で歩き回り，または待機行動を行う．

31名の大学生・大学院生が被験者として 1回につき 5分間の観
察を 2 回行い，各観察後に 7 段階 28の形容詞対からなる SD

法を用いた印象評価の質問紙に答えた．先入観を持った行動を

避けるために，被験者には Robovieがどのような機能を持つか
は知らせず，ロボットの行動を観察するようにとのみ教示をし
た．結果的に，すべての被験者がロボットからの呼びかけに答
えてロボットに触り，ロボットが求める「握手」や「抱擁」な

どの遊び行動に応じるインタラクションを行った．被験者の内
で Robovieを雑誌やテレビで見たことがある被験者は 8 名い
たが，握手や抱擁を行うという具体的な機能について知ってい
る被験者はいなかった．主観的評価に用いた 28の形容詞対は

Table 1 および Table 5 に示す．以下では各形容詞対について
の 7段階尺度（非常に・かなり・やや・どちらでもない・やや・
かなり・非常に）の評定をポジティブな形容詞側（Table 5 の
右の語）が高くなるように 1から 7まで数値化して比較を行う．

外見に関する自由記述回答からは，目や声が可愛い，人間に
近い形をしている，目が冷ややかでロボット的，金属部がむき
出しになっていて機械的といった回答が得られた．ロボットの
動作については，目がきょろきょろ動くのが人間的，だっこし

てくれたのが可愛かったという意見が得られた．

2. 3 行動パターンの評価

ロボットの印象評定値の理解のために因子分析を行った．
Kaiser-Meyer-Olkinのサンプリング適切性基準に基づいて，思
いやりのある，安全な，分かりやすい，はげしい，近づきやすい，
を分析の対象から除き，固有値に基づいて 5 因子を抽出した．

得られた解の累積説明率は 56.4%であった．バリマックス回転
後の各項目の負荷量および寄与率（proportion of variance）を
Table 1に示す．1番目の因子は良い，面白いといった項目で負
荷が高かったため「評価性（Evaluation）」因子と命名した．2

番目以降の各因子も負荷が高い形容詞に基づいてそれぞれ「親近
性（Familiality）」「力量性（Potency）」「社交性（Sociality）」
「活動性（Activity）」因子と命名した．
因子分析の結果得られた標準因子得点に基づき，ロボットの

3通りの行動パターン「受動」「能動」「複雑な行動」の印象を

Table 1 Factor Pattern (Varimax normalized)

Table 2 Comparison of subject’s impressions in observing con-
ditions

Fig. 7 Comparison among three behavior patterns

比較した（Table 2，Fig. 7）．分散分析の結果，力量性得点に
有意性が見られた．この力量性得点について LSD法による多重
比較を行ったところ，「受動」パターンの得点が「複雑」パター

ンの得点よりも有意に大きかった（p<0.05）．有意傾向のあっ
た親近性についても参考のために多重比較を行ったところ「受
動」パターンの得点が「能動」パターンの得点よりも有意に大
きかった（p<0.05）．以上，印象評価による実験結果をまとめ

ると，
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Table 3 Analysis of the subjects behaviors

ロボットは「受動」パターンによる行動を行った際に最も好

意的な印象を与える．

形容詞対による評価はインタラクション全体に体する総合的
な評価である．つまり，被験者がロボットに対して働きかけを
行ったときにのみロボットが握手やじゃんけんなどの行動を応
答的に行うのが最も親和感をもたらすといえる．

3. 実験結果の探索的評価

印象評価に関する結果はロボットと人間とのインタラクション
の静的側面を評価する．一方で，ある瞬間にはインタラクション
に引き込まれ，また別の瞬間には興味を失うといった，瞬間ごと

の動的な評価が必要となる．以下では Fig. 1に示すコミュニケー
ションモデルに基づき，対ロボット距離，ロボットの顔を見てい
た時間，対人的行動，会話といった観点から実験結果を分析する
ことで，インタラクションの動的な評価を行い（Table 3），さ

らに今後のロボットの開発に有用な知見を見出すことを試みる．
ある被験者はロボビーに合わせてコミュニケーションを続け，
観察中ずっとロボビーに話しかけながら遊び続けた．このよう
にロボットとの間に会話を成り立たせた被験者は，インタラク

ションに引き込まれることでロボットとの間に欠乏する情報を
自ら補間し，コミュニケーションを成り立たせたといえる．ま
た，多くの被験者はなんらかのきっかけでロボットとのインタ
ラクションに没頭し，あるいは関心を失った．我々は，このよ

うにロボットとのインタラクションに引き込まれ，没頭する心
的状態をインタラクションへの「没入感」と名付ける．この没
入感は，人間–ロボットインタラクションの重要な鍵となると考
える．このようなインタラクションへの没入感をいかに評価す

るのかは一つの将来課題である．

対ロボット距離

観察が始まると，ロボットが「触ってね」と言うため，ほぼ

すべての被験者は観察直後にロボットに手が届く位置まで近づ
いた．少し離れた位置に立ちロボットに触る必要があるときだ
けロボットに近づく被験者から，ロボットの腕の動きにぶつか
らない程度にロボットの近くに立つ被験者までがいた．実験中

のこのような被験者の立ち位置からロボットまでのおおよその
距離を測定した（Table 3：Distance to the robot）．
被験者の立ち位置がロボットに近付いたのは，ロボットに触っ

た後，握手した後，そして抱擁した後であった．Robovieは抱

擁の際に「大好き」と発言し，頭部を傾けることで親しみを表
現するが，この動作は Robovieにとって非常に特徴的な行動で
あり，数々の展示会の場でも一度抱擁された人が Robovieに対
して親近感をもつようになる現象がよく見られた．被験者は物

理的接触によって Robovieに親近感を感じ，ロボットとの間に

とる距離を小さくするようになったが，ロボットが「ばいばい」
といって手を振ったとき，ロボットから遠ざかる現象が見られ

た．このことから，ロボットの「ばいばい」という行動が被験
者のインタラクションへの没入感を失わせたと考えられる．
一般に人間同士の対人距離は，個人間の親密度やその場の状況

によって異なるといわれており，親密に話をする際でも 45 [cm]

程の距離をとるとされている [18]．今回の実験ではロボットに
触れる必要があったとはいえ，対ロボット距離は全条件の平均
で 41.0 [cm]と小さいものであった．この原因としては，ロボッ
トが小さく，子供のようであったこと，あるいはロボットが人

間のようには心理的圧迫感を持たなかったことが原因と考えら
れる．以上，対ロボット距離についての分析をまとめると，

•親近感を感じさせる行動は対ロボット距離を小さくした．
•没入感を失わせる行動は対ロボット距離を大きくした．

視線によるコミュニケーション

非言語によるコミュニケーションにおいて視線が重要な役
割をはたすことが心理学分野の研究によって解明されている．

Robovieは，人間の目と擬人化しやすいステレオカメラを搭載
しており，また全方位視覚センサを用いて周囲の人間の顔方向
を認識し，人間の方へステレオカメラが取り付けられている頭
部や眼球のようなカメラ内部の稼働部を向けることで視線によ

るコミュニケーションを行う．自由記述による回答では，7 名
の被験者が印象的な動作に関してロボットの目の動きをあげて
いる．このような動きについては可愛い，人間的，見られてい
るようという回答が多かった．

被験者の大半は視線を合わせるかのようにロボットの顔（カメ
ラ部分）を見ながら観察を行った（Table 3：The time watching

face）．ロボットの顔を見ていた時間は全条件の平均で 193.1秒
と 5分間の観察時間の半分以上であり，被験者はロボットの顔

を強く意識しながら観察を行ったことが分かる．一方で，顔を
見ていた時間は，観察の様子の録画ビデオをもとに測定された
が，視線がどの程度合っていたのかを判別することはできなかっ
た．単に顔を見ていたのか，視線が合っていたのか，またロボッ

トの目の動きを被験者はどれほど視線だと感じたのかを解明し，
ロボットにどのような視線コミュニケーション機能を用意すべ
きなのかを見出すことは将来課題の一つである．以上，視線に
よるコミュニケーションについての分析をまとめると，

•被験者はロボットの顔に注目して観察を行った．
•ロボットが人間の顔の方にカメラを向ける動きは観察者に
印象的であった．

対人的行動

被験者の中には，ロボットの発話に対して「うんうん」などと
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Fig. 8 Subjects’ interpersonal behabior

発言し，うなづいたりすることで相づち（give responses）をう
つ人がいた．また，ロボットのお辞儀にあわせてお辞儀（greet）
を返したり，ロボットが「ばいばい」と手を振ったのに対して手
を振り返したり，ロボットがポスターを指さした際に同じように

腕を上げるといった同調的行動（synchronize）を行う被験者も
いた．これらの行動はロボットが理解することを期待した行動と
いうよりも，むしろ日頃から対人コミュニケーションの際に行っ
ている行動が表出したと考えられる（Table 3：Interpersonal

behaviors）．Fig. 8は，実験条件ごとの対人的行動をした人数
と行った対人的行動の種類数を図示したもので，受動的パター
ンでは二人がそれぞれ 1種類の対人的行動を行ったが，能動的
パターンでは 6人が対人的行動を行い，内三人は 2種類以上の

対人的行動を行った．このほかにも，ロボットがじゃんけんす
るのに合わせて「じゃんけんぽん」と発話しながら腕を動かす
被験者も多くみられた．これらのことから，多くの被験者はこ
のロボットを擬人化し，ロボットとのインタラクションに引き

込まれ，人に対するのと同様の対人行動を行っていたといえる．
一方で，ロボットのカメラ部分を手で覆い（hide eye（s））

ロボットの性能を確かめようとする被験者や，ロボットの背後
に回り込んで（behind）ロボットが自分の行動に対応するかど

うかを確かめようとした被験者もいた．このような目隠し行動
や背後への回り込み行動は対人コミュニケーションでは発生し
ない非対人行動であるといえる（Table 3：Non-interpersonal

（behaviors））．この非対人的行動は観察の冒頭にはまったく見

られず，特に背後への回り込みはロボットが遊び行動をやめて
「ばいばい」と手を振ったりした後に比較的多く見られた．つま
り，ロボットが観察の半ばで行う「ばいばい」という行動は，イ
ンタラクションに引き込まれた被験者のインタラクションへの

没入感を失わせるものであり，またインタラクションへの関心
を失った時に被験者は非対人的行動をするといえる．我々は，
没入感が大きいと観察者はヒューマノイドロボットを擬人化

し，意欲的にコミュニケーションを行い，対人的な行動をする

という仮説をたてる．このような没入感の働きについては今
後の研究課題である．

会話

Robovieは遊び行動の一部として簡単な会話を行い，「どこ
から来たの？」「ロボビー可愛いでしょ？」「なんかしゃべって」
と被験者に話しかける．この問いかけに答えるだけでなく，自

ら「遊ぼうよ」「体操してるの？」などと話しかける被験者も

Fig. 9 Subjects’ utterance

見られた．Table 3，Fig. 9 にロボットに対する被験者の発話
（Utterance）の内容の分類を示す．応答的（responsive）発話

はロボットからの問いかけに答え，「京都から来ました」「可愛い
です」といった発話である．「はい，握手しよう」といった受諾的
なものも応答的発話に含めた．自発的（voluntary）発話は，ロ
ボットの発話と無関係にロボットに対してなされた発話で，「握

手して」「じゃんけんしよう」などのような発話である．
能動・複雑パターンの一部の被験者はロボットと会話のやり

とりを行った．この会話例を Table 4に示す．Example1は比
較的多く見られた会話の例で，ロボットが被験者に対して次々

に遊び行動を呼びかけ，問いかける会話を行うため，会話に矛
盾は見られず，被験者はロボットからの問いかけに答えて簡単
な会話を行った．また，Example2に見られるように，被験者
がロボットからの呼びかけに答えなかった場合にも，ロボット

が引続き問いかけを行ううちに被験者も問いかけに答えるよう
になった．Example3の被験者は 5分間の観察中ずっと継続し
てロボットと会話を行い，被験者の「近くから来た」という発
言にロボットが「遠そう」と答えるといった矛盾が生じてもこ

の被験者は会話を続けた．これはロボットとのインタラクショ
ンに引き込まれた結果，ロボットの矛盾した行動に自ら適当な
意味付けを行い，会話を成立させていると考えられる．
しかしながら，被験者がインタラクションに引き込まれてい

ない場合には矛盾した会話はロボットの会話能力を疑うきっか
けとなり，会話によるインタラクションを被験者がやめてしま
う原因となる．Robovieは Example4に示すように矛盾する発
言や，Example5に見られるように被験者の問いかけを無視し

たり，あるいは環境の雑音に誤って反応したりした．Example5

の被験者は発言を無視されて以降ロボットへの発話をやめた．ま
た，ロボットからの問いかけに対して拍手や咳ばらいによって
答える被験者もいた．

被験者とロボットとの会話に関して以下のような現象が見ら
れたことはたいへん興味深い実験結果であるといえる．

•ロボットから音声で話しかけることで多くの被験者がロボッ
トに話しかけ，会話のやりとりを行った．

•インタラクションに引き込まれた被験者は多少の矛盾があっ
てもロボットとの会話を続けた．

•会話に明らかな矛盾を見いだすとロボットを会話の対象と
みなさなくなった．
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Table 4 Examples of conversation

Fig. 10 Town Robot (compared to Robovie)

4. 人と相互作用するロボットが持つべき機能

本章では，印象評定による実験結果や，被験者の行動分析と

いった探索的評価を行う中で見いだされた知見に基づいて，人
と相互作用するロボットが持つべき機能について考察する．

4. 1 自己機能の表現

我々は，これまでに「ロボットは機能を持つだけでなく，そ
の機能を身体によって表現することで人間に知的な印象をもた
らす」ことを示している [8]．この実験でのロボット「街ロボッ
ト（Town Robot）」への主観的評価と本実験の主観的評価の

結果との比較を試みた．街ロボット（Fig. 10）は建物の中の廊
下を移動しながら観察者の方を向き，近づくことでインタラク
ションを行うロボットで，視線方向を変化させることによって自
己の機能を表現する．一方，本実験において Robovieは視線方

向だけでなく，腕や音声を用いて自己の機能を表現する．つま
り，Robovieは街ロボットよりもさらに充実した自己機能表現
能力をもつ．この視線制御する街ロボットを観察した 30人の主
観的評価と，本実験における Robovieの受動的パターンを最初

に観察した 10人の主観的評価を比較した（Table 5）．有意性
（Sig.）に関して，マーク +は有意傾向（p<0.10），*は 5%水
準で有意（p<0.05），**は 1%水準で有意（p<0.01）を意味す

る．結果的に，大半の項目で Robovieの方が有意に肯定的な評
価を受けていた．街ロボットの方が有意に肯定的な評価を受け
た項目はなかった．このような比較は状況により変化するため
精密なものではないが，自己機能表現の効果は明らかであった

といえる．つまり，自己の機能を表現することが見かけの知性
や親和感をもたらすため，自己機能表現機能は人とかかわりな
がら活動するロボットには欠かせないものである．

4. 2 行動パターン

ロボットの行動パターンに関しては，我々の予想に反して，受
動的行動パターンが最も肯定的評価を受けた．この原因として
は，受動的パターンにおいてロボットが待ち状態で行う「遊ぼ

うよ」という呼びかけが思いのほか好意的印象を与えたこと，
能動パターンや複雑な行動パターンで多く見られたロボットの
「ばいばい」という行動が被験者のインタラクションへの没入感
を失わせたことが考えられる．また，能動パターンではロボッ

トが次々と遊び行動の呼びかけを行うことで身勝手な印象をあ
たえた可能性もある．
一方で，ロボット主体の会話によるコミュニケーションは受

動的行動パターンではうまくつくり出すことができない．実験

で観察された会話は能動または複雑な行動パターンにおいて見
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Table 5 Comparison between Robovie and Town Robot

られた．また，能動的行動パターンを観察した被験者の一人は，
観察が始まってしばらくの間「どこから来たの」といったロボッ

トからの呼びかけにさえ応答しなかったが，観察の半ばでふと
ロボットの目を手で覆った．これに対してロボットが「見えな
い」といって手を払う動作をしたところ，急にロボットへの態度
が変わり，ロボットからの呼びかけに応答するのみならず，ロ

ボットの話に相づちをうち，自らロボットに話しかけるように
なった．これは，ロボットの機能にたまたま被験者の行動が当
てはまって起きたケースではあるものの，ロボットに対して意
欲的なコミュニケーションを行うようになった一例である．

人と相互作用するロボットがどのような行動パターンをとる
べきかを一意に定めるのは難しい．単に親和感を与えることを
目的とする場合には，受動的な行動パターンは望ましいといえ
る．一方，人間との間に関係性を築きあげるために人間をイン

タラクションに引き込み，人間に意欲的にコミュニケーションを
行わせるためには，能動パターンや複雑な行動パターンのよう
にロボットが次々に行動を生成することが必要となると考える．

4. 3 相互作用のチェインモデル

被験者からロボットへの発話や対人的行動はロボットとのイ
ンタラクションへの没入感を表すと考えられる．このような没
入感（entrain level）に基づいて，インタラクションに関する
以下のようなモデルを提案する（Fig. 11）．

ロボットの観察者はロボットの呼びかけ（ indicate）を理解
し，これに応じてロボットに対して何らかの行動（action）を起
こす．ロボットは観察者の行動に反応して行動結果（result）を
返す．観察者がインタラクションに没入している場合には，観

察者は容易にロボットの要求を理解し，意欲的にロボットに対

Fig. 11 Interaction model based on entrainment

Fig. 12 Interaction chain

して行動を起こすが，没入感が低い場合にはロボットの要求を
理解せず，また無視してインタラクションは中断される．また，
ロボットが観察者の行動を適切に理解して行動結果を返し，観
察者がこれを適切に理解すると観察者のインタラクションへの

没入感は増すが，適切な理解がなされない場合には没入感は減
少する．
没入感を維持してインタラクションを続けることで，Fig. 12

のように相互作用のチェインが構成される．この相互作用のチェ

インに示されるような，持続的なインタラクションが人間に親
和感を与え，ロボットと人間との間に関係性をつくり出すと考
える．これまでに述べた探索的評価の結果からも示されるよう
に，相互作用のチェインを維持するために，人と相互作用する

ロボットは，人にロボットの要求を容易に理解できるようにす
るとともに，人の行動に対するロボットの行動結果を明示的に
示すことが重要となると考えられる．

5. お わ り に

本稿では，我々の開発した自律的に人間とのインタラクション
を行うロボット Robovieの三つの行動パターンに関する評価実

験の結果を報告した．行動パターンについては被験者の行動に
対してロボットが行動する受動的行動パターンが最も評価され
た．また，被験者の一部が Robovieに対して対人的行動を行っ
たことは，被験者が Robovieを擬人化し，インタラクションに

没入したことを示す一つの評価であるといえる．このような没
入感の評価は，印象評価のようなインタラクションの静的評価
と対となる動的評価となると考える．特に日常生活の中で人と
かかわりながら活動する日常活動型のロボットに関しては，人

間をロボットとのインタラクションに没入させることで人間と
ロボットとの間に関係性を築きあげるという相互作用のチェイ
ンをつくり出すことが重要となる．
本稿で報告した一部の対人的行動や応答的対話は，原理的共

犯性の概念に基づく応答責任の考察 [20]に基づくと，典型的な
社会的関係が共謀的に演じられたことにより引き起こされたと
考えることができる．このように人対人または人対コンピュー
タのコミュニケーションに関する知識（文献 [11] [21]など）が

どのように人対ロボットの場合に適用できるかを見出すことは，
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一つの大きな将来課題である．
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