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学術・技術論文

RFIDタグを用いたコミュニケーションロボットによる
科学館での展示案内
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Communication Robot for Science Museum with RFID tags

Masahiro Shiomi∗1∗2, Takayuki Kanda∗2, Daniel Eaton∗2, Hiroshi Ishiguro∗1∗2 and Norihiro Hagita∗2

This paper reports about an interactive humanoid robots, Robovie, that work in a science museum where visitors

are supposed to study and grow interests toward science. Each visitor wore an RFID tag, and looked around exhibits

in the museum. Robovie has an implemented function for an autonomous interaction as free-play [1]. Moreover,

it obtains its exact position, visitors’ positions, and their moving history in the museum from ubiquitous sensor

networks, including RFID tag readers , recording cameras and infrared cameras. It performs exhibits-guiding by

moving around to several exhibits and explaining these exhibits based on the sensor information, in addition to the

free-play interaction. We compared the effect of the exhibits-guiding and the free-play interaction under three oper-

ating conditions. As a result, the free-play interaction and exhibits-guiding contributed to promote visitors’ interests

for science, while Robovie mostly received higher subjective impression, which is probably due to its novelty.
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1. は じ め に

近年，日常社会のなかで人間とかかわりながら活動する”コ
ミュニケーションロボット”の研究開発が進んでいる．コミュニ
ケーションロボットは人間と同じ環境で，人間の対等なパート
ナーとして振る舞い，主にコミュニケーションタスクにおいて
人間をサポートするようなロボットである．我々は，人・ロボッ
ト間のコミュニケーションにおいてはロボットの人間型の身体
が有効であると考えている．たとえば，道を案内するというタ
スクを考えると，ロボットの指差しや視線による動作を人間は
直感的に理解できる．
このようなコミュニケーションロボットの知能の実現には二
つのアプローチがとられている．一つ目のアプローチは，ロボッ
ト単体の能力を高めるアプローチである．センシング，意思決
定，行動に関する処理機構とそのためのハードウェアをすべて
ロボットに内包する，個体知能のアプローチはロボティクス分
野でこれまで盛んに研究が行われ，二足歩行などのロボット特
有の問題に関しては大きな成果をもたらしたものの，ロボット
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自身が動くことによるセンシングの制約は大きく，特に人間と
のコミュニケーションという目標に対してはロボット単体によ
るセンシング能力は決して十分とはいえない．
これに対して，環境と一体となりロボットの知性を実現する
という環境知能のアプローチがある．これまでにも，環境に埋め
込まれた視覚 [2]，聴覚 [3]，触覚 [4]といった環境型センサの研
究や，これらを統合してサービスに利用するロボティクスルー
ム [5]といった応用が考えられてきた．さらに，近年，センサや
計算機構を環境中に遍在させる，ユビキタスコンピューティン
グと呼ばれる手法が注目されている．
これは，環境型センサに加えて，RFIDタグなどによりすべ
ての物体に ID を与えることで，コンピュータによる環境認識
の難しさを低減するアプローチであるといえる [6]．特に人・コ
ンピュータ間の相互作用への応用として，西村らの無電源タグ
Cobit による場所固有の音声ガイド [7] や，角らによる赤外線
タグによる視線検出を利用した展示物案内 [8]など，IDタグを
利用して得られる高度の情報を直接相互作用に利用する研究が
進んでいる．また，IDタグと環境型センサを組み合わせること
で，多数の人の位置を正確に追跡するといったセンシングの研
究も行われている [9]．これらの環境知能のアプローチによる研
究は，ロボットへの応用という文脈で見ると，ユビキタスセン
サを利用して単一ロボットからの環境認識の難しさを低減する
アプローチであると言える．
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我々は，後者の環境知能のアプローチによって，ユビキタス
センサネットワークと連動することで，人間の複雑な日常環
境で動作するコミュニケーションロボットの実現を目指してい
る [10] [11]．なかでも，我々がロボットの初期のアプリケーショ
ンとして有望と考えているのが，科学館での展示物案内ロボッ
トである．コミュニケーションロボットの効果は，今だ目新し
さによる部分が大きいが [10] [12]，実社会アプリケーションの
一つの入り口は，むしろこのような目新しさが活用される部分
にある．
そこで，本研究では，科学館という科学技術への理解と興味
向上を目的とした環境で，コミュニケーションロボットが来館者
とゼスチャや音声により相互作用しながら展示物を案内する，と
いうコミュニケーションタスクの実現を試みた．これまでにも，
案内機能を主タスクとした博物館案内ロボット [13] やオフィス
案内ロボット [14]の開発事例はあるが，これらは単体の移動ロ
ボットによるロバストなナビゲーションに加えて，コンピュー
タインタフェースにより情報提供する，といった形により実現
された．我々は，ロボットによる情報提供よりも，人・ロボッ
ト間の相互作用そのものに注目する．
本稿では，我々の開発した科学館で展示案内を行う人間型対
話ロボット Robovieを用いた人・ロボット間相互作用システム
と，二ヶ月間に渡り科学館において行った実験の結果について
報告する．Robovieにはゼスチャや音声により子供のような遊
びを行う相互作用機能が備わっている [1]．また，Robovieは環
境に分散して配置された無線タグ読み取り装置や誘導のための
赤外線カメラなどの，ユビキタスセンサからの情報を利用して，
ロボットの位置，人々の位置や行動履歴を取得し，展示物の前
に移動して展示案内を行い，あるいは人々と相互作用する．実
験結果から，この相互作用機能の有無と，展示物の案内機能の
有無の比較結果が報告される．

2. システム構成

2. 1 システム概要

開発したシステムは，科学館の来館者の行動をユビキタスセ
ンサにより記録し，その情報を用いてロボットが来館者と相互
作用すること，来館者の展示案内を助けること（科学技術への
興味向上，展示物の理解など）を目的とする．大阪市立科学館
の 4階（Fig.1）にユビキタスセンサネットワークを構築した．
以下に，来館者の情報をユビキタスセンサネットワークが取
得する流れを示す．同施設を訪れた来館者には，4 階入り口の
受付（Fig.1,A 地点）で無線タグ利用登録を行ってもらう．そ
の際に氏名・誕生日・年齢（成年か未成年か）を記述してもら
い，この情報を来館者に配る無線タグの ID と関連付ける．こ
の際，システムは氏名情報から合成音声を自動生成する．利用
登録を行った来館者には無線タグをつけたまま自由に館内を見
学してもらい，その際に環境内に配置された無線タグ読み取り
機によって読み取られた無線タグ情報（推定位置，距離，時刻）
を全てデータベースに記録する．
施設内には複数のロボットが配置（Fig.1,B・C・D地点）さ
れており，来館者は自由にロボットとの相互作用を行う．その
際，ロボットはそれぞれに異なる役割を持っており，移動しな

がら相互作用・展示物案内を行うロボット，2台で対話しながら
展示物の説明を行うロボット，出口で名前を呼ぶなどの動作を
行うロボットがある．これらのロボットの具体的なふるまいに
関しては 3章で記述する．来館者が 4階の見学を終え，下の階
に移動する際には，出口受付（Fig.1,E 地点）において無線タ
グを返却する．Fig.2に，大阪市立科学館 4階の様子を示す．

Fig. 1 The map of the fourth floor of Osaka Science Museum

(a) (b)

Fig. 2 The fourth floor of Osaka Science Museum

2. 2 環境内で活動するロボット

　
2. 2. 1 Robovie

本研究で用いたロボット，Robovieを Fig.3(a)に示す．
Robovieの持つセンサには，パン，チルト，ズーム機能を備
えた二つの CCD カメラ (SONY製 EVI-G20)，全方位カメラ
(ヴイストン製，VSC-11N)，マイク (Sennheiser製 MKE104)，
超音波距離センサ (Polaroid製 6000シリーズ)，焦電センサ (松
下電工社製，MPモーションセンサ/スポット検出タイプ)，独
自に開発したタッチセンサ等がある．Robovieの上半身は人の
上半身を真似ており，CCDカメラとマイク，スピーカーによっ
て顔を構成している．
また，本研究におけるユビキタスセンサの一環として，

Robovieにも無線タグ読み取り機を取り付けた [10]．これによ
り，Robovieの周囲にいる人間の個人同定を行うことが可能と
なる．

Robovieの持つ自由度は，首 3自由度，腕各 4自由度，移動台
車 2自由度の合計 13自由度である．首の 3自由度，腕の 4自由度
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によって，身振りや指さし，頷きなどの人の動作に似たゼスチャ
が可能となっている．移動機構は 3 輪移動台車 (ActiveMedia

製 Pioneer2，独立 2輪駆動，1 従輪) を用いている．

2. 2. 2 Robovie-M

本研究で用いた小型ヒューマノイドロボット，Robovie-Mを
Fig.3(b)に示す．

Robovie-Mは高さ 290mmの小型ヒューマノイドロボットで
あり，22の自由度を持ち，二足歩行・お辞儀・逆立ちなどの動
作が可能である． Robovie-M は本体内に発話機能を持たない
ため，本研究では Robovie-M の側にスピーカーを備えた PC

を設置して音声を出力している．

(a) Robovie (b) Robovie-M

Fig. 3 Robovie and RobovieM

2. 3 センサシステム

環境内に配置するセンサとして，本研究ではアクティブ型の
無線タグに着目した．無線タグの利点として個人識別が容易，オ
クルージョンが発生しない，検出範囲が広範囲（最大約 10m），
大まかな距離が分かる，といった特徴が挙げられる．これは，面
積の広い環境内では特に有効であると考えられる．一方，距離
が離れるに従って距離精度が悪化する，タグの場所を直接検出
する事が出来ないという欠点があるが，我々は多数の無線タグ
読み取り機を環境内に配置することでこの欠点を補うことを試
みた．
この無線タグ読み取り機 20台（Spider-IIIA，RF-CODE社
製．内 2台はロボットに搭載する．ロボットに関しては次章で
述べる）に加えて，ロボットの位置検出用赤外線カメラ 3 台
（WAT902-H，WATEC 製と赤外線透過フィルム IR96，富士
フィルム製），録画用カメラ 4台（HG-88，RF-SYSTEM）を
配置した．各センサは PCが接続され，センサ情報はイーサネッ
トを通じて中央サーバのデータベースに保存される．Fig.4 に
センサシステムの接続例を示す．

2. 3. 1 無線タグ読み取り機

用いた無線タグ読み取り機は，受信感度を 8段階に制御出来
る．そのため，無線タグの読み取り機からのおおまかな距離を
検出する事が可能である．ただし，実験環境内では設置する位

Fig. 4 The ubiquitous sensors

置や無線の反射などにより個々の無線タグ読み取り機の読み取
り範囲が異なるため，実験的に無線タグの読み取り範囲をそれ
ぞれの無線タグ読み取り機ごとに計測した．
計測は人間の首，両手，腹，背中部分に無線タグをとりつけ，

8段階の受信感度ごとに，無線タグ読み取り機から 20cmずつ
遠ざかり，3 個以上の無線タグを検出できたもっとも離れた場
所の距離を各感度の最大読み取り範囲とする．無線タグ読み取
り機は天井から吊り下げる形で設置されるため，無線タグから
の距離が読み取り範囲 1～4 に比べて大きく，これらの範囲で
は人間に取り付けた無線タグは検出されなかった．
そのため，本研究では読み取り範囲 5～8 のみを用いる．無
線タグ読み取り機は Fig.1に示されるように特定の展示物の近
くに配置され，来館者がその展示物の近くに滞在したかどうか
を検出することが可能である．
また，Fig.5に示すように，複数の読み取り機から検出された
距離情報を用いて，ドーナツ状の円により無線タグ読み取り機
の周囲に存在する無線タグの場所を表現することができる．そ
れらを重ね合わせることで，無線タグの大まかな位置を推定す
ることが可能である．

Fig. 5 Detection fields of the RFID tag
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2. 3. 2 赤外線カメラ

環境内で移動するロボットの位置を取得するため，Robovie

の上部に赤外線 LED を取り付け，天井にも赤外線のみを検出
するカメラを取り付け画像処理を行うことで，ロボットの正確
な位置を計測するシステムを構築した．
赤外線カメラから得られた画像に二値化処理を行い，発光し
ている領域を抽出する．その領域の重心をロボットの絶対座標
とし，その座標はデータベースに保存される．　
カメラを配置した場所を Fig.1 に示す．地面から天井まで

の距離は約 4[m] であり，カメラから取得する画像サイズは
320x240[Pixel]，1[pixel]は約 1x1[cm]の領域であった．

2. 3. 3 映像記録装置

映像記録装置（カメラ）の位置を，Fig.1に示す．各カメラか
ら取得された映像は各 PCのハードディスクに保存される．こ
れらの映像は，実験終了後のデータ解析資料として利用される．

3. 展示案内のためのロボットシステム

3. 1 移動ロボット

本節では，環境内で一定の領域内を自由に移動し，子供の遊
びのような相互作用行動と展示物の説明・案内行動を行う移動
ロボットのふるまいについて示す．なお，移動ロボットのハー
ドウェアには Robovieを用いる．

3. 1. 1 対話行動

子供のような遊び行動としての相互作用行動

移動ロボットが持つ対話行動には，挨拶，握手などの基本動
作に加え，触られたところを見るなどの反射的な行動や腕組み
体操などの待機行動，パトロールの真似などの移動行動がある．
対話行動の例としては，人が正面にいるときに手を差し出し，

「握手して」と発話する動作や，両手を広げて「抱っこしてね」
と発話し，人が近づいた場合には「大好き」などと発話して相
手を抱きしめる動作がある．Fig.6に相互作用の様子を示す．

(a) Robovie shakes hands
with a child

(b) Robovie hugging
children

Fig. 6 Scenes of interaction between visitors and Robovie

無線タグを利用した相互作用行動

移動ロボットは自身が持つ無線タグ読み取り機を用いて，近
くにいる人間の無線タグ IDを取得し，IDと関連付けられた個
人情報を用いて名前を呼ぶ・誕生日をお祝いするといった動作
を行う．また，周囲の人間が科学館の 4階に滞在した時間を計
測できるため，その時間に応じた振る舞いを行うことも可能で
ある．例えば，長く滞在している人間には自分たちとも遊ぶよ

うに促し，ほとんど滞在していなければ展示物でもっと遊ぶよ
うに促す行動などである．

3. 1. 2 展示案内・説明

人間のような展示案内

移動ロボットは，科学館内に点在する 4つの展示物を案内す
ることが出来る．案内を行う際，対象の展示物はランダムに決
定される．Fig.7に，ロボットの展示物案内行動を示す．ロボッ
トは周囲の人間に「展示物を案内するから，僕についてきてね」
を呼びかけ (a)，移動を開始する．ここでの展示案内対象は望
遠鏡であり，その方向に回転と前進を繰り返すことで対象に近
づく (b,c)．十分対象に近づいた場合，ロボットは周囲の人間に
望遠鏡を覗くよう促し，望遠鏡の発明者に関する情報を提供す
る (d)．
無線タグを利用した相互作用行動

環境側に取り付けられた無線タグ読み取り機を利用して，無
線タグをつけた人間が特定の展示物の近くに滞在していたかど
うかを推定し，結果として得られた人間の科学館内の見学行動
の履歴を相互作用に用いた．
具体的には，ロボットが検出した無線タグをつけた人間（例
えば，山田さん）が，ロボットと相互作用を行う前に特定の展
示物（例えば，「磁石の力」という展示物）の周囲に一定時間以
上滞在していたとする．その場合，ロボットは山田さんが「磁
石の力」で遊んだと仮定し，「山田さん，磁石の力で遊んでくれ
たんだね，面白かったでしょ？」などと発話する．「磁石の力」の
周囲に山田さんが一定時間以上滞在していない場合には，展示
物で遊んでいないと仮定し，「山田さん，磁石の力で遊んでくれ
てないんじゃない？．せっかく科学館に来たのに，もったいな
いよ」などと発話する．

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 7 Robovie guiding visitors to the telescope
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3. 2 会話ロボット

Fig.1，C地点に存在するロボットは Robovieと Robovie-M

であり，この 2台のロボットはロボット同士で互いに会話を行
い，科学館に関する説明を来館者に行う．実際にはネットワーク
経由で同期をとることであらかじめ決められた振る舞いを行う．
具体的には，Robovie-Mが展示物の説明を行うと，Robovie

がそれに対する質問を行い，Robovie-Mがそれに答える形で補
足説明を行う，という流れである．実際の会話例を以下に示す．

(Robovie-M)：あの椅子は，人が座っても浮いているんだよ
(Robovie)：不思議だねぇ，どうしてだろう？
(Robovie-M)：磁石の力でね，浮いているんだ
(Robovie)：僕も座れるかな？
(Robovie-M)：無理じゃないかな…

展示物の説明に加え，2 台のロボットは移動ロボットと同じ
ように無線タグ・ユビキタスセンサから得られる情報を用いた
相互作用も行う．例えば，周囲の人間の名前を呼びながら展示
物の感想を聞く，周囲の人間がまだ遊んでいない展示物の解説
をする，などである．Fig.8 に 2 台で会話するロボットの様子
を示す．

(a) Two robots talking to
each other

(b) Two robots talking to
visitors

Fig. 8 Scenes of the robots who talk to each other

3. 3 挨拶ロボット

Fig.1，D 地点（出口）に存在する挨拶ロボットは，他のロ
ボットらと違い，相互作用や展示物の説明を行わず，来館者に
対して名前を呼ぶ，バイバイといった別れの挨拶，タグを返す
よう呼びかけるといった動作を行う．ロボットの近くに無線タ
グを検出できなかった場合には，体操や座る動作などの一人遊
びを行い，常に何らかの動作を行っているようにしている．
なお，このロボットには Robovie-M が用いられる．出口挨
拶ロボットの様子を Fig.9に示す．

4. 実 験

4. 1 二ヶ月間の展示実験

我々は，本研究で作成したユビキタスセンサと連動して相互
作用を実現するロボットシステムの有効性を検証するため，大
阪市立科学館内で二ヶ月間の展示実験を行った．実験の対象は，
来館者のうちで無線タグ利用登録を行った人（同時に参加同意
書に記入を行った）とし，出口にて任意でアンケート調査を行っ

(a) The visitor talk-
ing to the robot

(b) The robot telling the way

Fig. 9 The robot for farewall

た．アンケートの項目は以下に示す 5つとし，各項目において
1（全く，そう思わない）から 5（全く，そう思う）の 5段階尺
度による回答を求めた．また，来館者が感じた意見を自由に記
述してもらった.

1.ロボットに対して，興味をもたれましたか？
(interesting)

2.ロボットと対面されたとき，親しみを感じましたか？
(friendly)

3.ロボットによる案内は役に立った，と思いましたか？
(effective)

4.ロボットに話しかけられたとき，不安を感じましたか？
(anxiety for interaction)

5.ロボットが今後，今回のような働きにより，社会進出する
ことに関して，不安を感じましたか？

(anxiety for future robots)

4. 2 展示実験に関する結果と考察

実験期間中のうち，来館者の数は 91,107人であり，タグ登録
を行った人数は 11,927 人となった．アンケートに答えた人数
3034人であり，そのうちの回答に欠損がなかった 2,891人分を
分析した．Fig.10にアンケートの結果を，Fig.11に回答者の性
別・年齢別のグラフを示す．

Fig. 10 Results of returned questionnaires

回答者の自由記述による意見は，「安全対策は大丈夫か」「見た
目が怖い」など，特に子供を持つ親たちの意見の中にそのよう

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号 —5— 200x 年 xx 月
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(a) Gender of visitors

(b) Age of visitors

Fig. 11 Gender and age of visitors

Fig. 12 visitor’s time spent around the robots

な安全性や安心感に関して心配する声が見られた．アンケート
に答えた年齢層は 20代以上の方が多く，また施設の特性上親子
で来館することが多いため，このような意見が出たと思われる．
また，ロボットとの相互作用に関する意見には「ロボットが
何をしゃべっているのかわからない」「質問に答えてほしい」な
どが見られた．しかし，今回実験を行ったような周囲に多くの
人が存在し雑音が常に発生する環境での音声認識はいまだ困難
であり，実社会にロボットが進出する上での機能面に関する問
題点を浮かび上がらせる結果も見られた．
しかし，全般に「おもしろい」「名前を呼ばれてうれしかった」

「ロボットが身近に感じられて良い」などの好意的な意見が見ら
れ，回答者らはロボットが日常社会に進出することに対して好

意的な印象を持っていることが示された．また，回答者らはロ
ボットが自分の名前を呼んで遊んでくれる，抱擁をしてくれる
などの動作を気に入った動作として挙げていた．これらの動作
は，人間同士のコミュニケーションでは親密な関係を表すもの
である．そのため，回答者らはロボットが自分らに好意的な気
持ちを持っている，と感じたと考えられる．
来館者らの主観評価とロボットとの相互作用時間などの相関
を検証するため，無線タグから得られた情報を用いて分析を行っ
たが，距離や滞在時間とロボットに対する評価との相関は得ら
れなかった．例えば，Fig.12 は，ロボットの周囲 3ｍにおける
来館者の滞在時間を年代・性別ごとに示したものである．滞在
時間は無線タグと複数の読み取り機から推定された無線タグの
位置から算出された．来館者らのアンケート評価と，ロボット
間の距離・ロボットの周囲 3m内の滞在時間との間には相関は
見られなかった．これは， 単に来館者がロボットの周囲に長く
滞在した・長く相互作用をしたからといって，ロボットに対す
る満足感や印象は必ずしも良くなるわけではない，ということ
が示されている．そのため，ロボットに対する満足感や印象は，
どのような相互作用を行ったか，という点に強く影響を受けて
いると考えることが出来る．

4. 3 ロボットの対話行動に関する実験

さらに，各ロボットの行動の内容が人間に与える印象を評価す
るため，ロボットの行動を後述する 3条件用意して比較実験を
行った．実験は 1週間の間のランダムに選択された複数の日の午
前・午後で条件を変更し，計 9回行われた．無線タグ利用登録を
行い，ロボットらと相互作用した直後の来館者を対象とし，その
場で任意による詳細なアンケートへの記入を求めた．アンケー
ト項目は，ロボットの全体的な印象を調査するための「ロボッ
トが科学館にいてどう思うか (Are robots good?)」という項目
と，また，来館者に与えた影響の種類を調査するための「ロボッ
トとやり取りしたことで展示の見やすさはどうなったか (How

beneficial was the science and technology experience?)」「ロ
ボットを実現している科学技術を体験できてどう思うか (Did it

become easier to tour the exhibits?)」という項目を設けた．
各項目 1 （悪い）から 7（良い）の 7段階尺度による回答を求
めた．以下に，比較のための 3条件を示す．

Interaction）　ロボットは従来の相互作用型ロボットの役割
のみを果たす．つまり，全てのロボットはユビキタスセンサか
ら得られた情報を用いない相互作用行動（3.1.1の 1,2段落目で
示した行動）のみを行い，展示物の案内・説明行動は行わない．

Guide）　ロボットは従来の案内ロボットの役割のみを果た
す．つまり，全てのロボットは展示物の案内・説明行動（3.1.2

の 1段落目で示した行動）のみを行い，相互作用行動（握手な
ど）は行わない．　

Interaction, guidance and using RFID）ロボットは従来の
相互作用型ロボットと案内ロボットの両方の役割を果たす．つ
まり，全てのロボットは展示物の案内・説明行動（3.1.2で示し
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た行動）と，ユビキタスセンサから得られた情報も用いた相互
作用行動（3.1.1で示した全ての行動）の両者を行う．
これらの条件は，従来のコミュニケーションそのものを目的

としたロボット，従来の展示案内のみを目的とした案内ロボッ
ト，展示案内・説明タスクに加えて子供の遊びのような相互作
用を行い，ユビキタスセンサを用いて日常環境下で何らかの役
割（本研究におけるロボットの役割は来館者に展示案内や遊び
行動を通した相互作用を行うことである）を持つことを目的と
したロボットを比較するためである．

4. 4 対話行動に関する実験結果と考察

アンケートは，各条件下において約 100 ずつ取得された．
Fig.13にアンケート結果を示す．Fig.13に示す 3項目について
分散分析法による比較を行った結果，「ロボットは良いか」「展示
物の見やすさは良くなったか」の 2項目に関しては条件間に有
意差は見られなかった．しかし，「科学技術体験は良かったか」と
いう項目に関しては，対話＋案内＋ユビキタスセンサ条件下の
評価と他の条件下の評価との間に有意差が見られた (p < 0.05)．
この結果から，ロボットが対話・案内条件で用いた振る舞いに
加え，ユビキタスセンサから得られた情報を用いた相互作用を
行ったことは，来館者の科学技術体験により良い影響を与えた
と考えられる．
さらに，対話＋案内＋ユビキタスセンサ条件において見られ
た現象として，来館者らがロボットと一定時間遊んだ後に展示
物の説明を聞き，ロボットに促されることで自然に展示物で遊
ぶなどの場面が見られた．つまり，ロボットが遊びのような相
互作用や名前を呼ぶなどのユビキタスセンサを用いた相互作用，
展示案内行動を併用することで，来館者の科学技術への興味・
体験の機会がより向上したと考えられる．
アンケートは 3項目ともに平均値が 5以上となる比較的高い
主観評価を得た．アンケートにおける自由記述項目においても，
全ての条件下で「ロボットと遊べて楽しかった」などの記述が見
られるなど，高い主観評価を示唆する結果が自由記述回答から
も得られた．現在のところ，一般の人々がこのようなロボット
を来館者らが目にする機会はまれであるため，ロボットそのも
のの目新しさが全体的な高評価につながったと考えられる．つ
まり，現時点では目新しいロボットを科学館で動作させること
自体も来館者にとって有意義である可能性が大きい．

4. 5 ユビキタスセンサを用いた対話行動による効果

本論文では，実際のフィールドで我々の開発したロボットと
従来のロボットの効果の違いを調べるための比較実験を行った
が，ユビキタスセンサから得られる情報を用いた対話行動の有
無による効果の違いは検証しなかった．来館者らはロボットの
存在そのものに大きな興味を持ち，ロボットの提供するサービ
スの内容にはあまり注目しなかったため，我々の意図するユビ
キタスセンサから得られる情報を用いた対話行動の有無による
効果の検証が困難と判断したためである．しかし，実験におけ
る観察を通じて，いくつかの興味深い現象がユビキタスセンサ
から得られる情報を用いた対話行動に関して得られた．本節で
はその現象を述べ，ユビキタスセンサが今回の実験でロボット
にもたらした効果について考察する．
ユビキタスセンサから得られた情報を用いた相互作用の特徴

には，名前などの来館者に対する個人情報を用いた相互作用が
可能になった点が挙げられる．特に，名前を呼ぶ行動は来館者
に好意的に受け入れられ，名前を呼ばれるために無線タグをロ
ボットの前にかざしたり，十数分以上ロボットの前に滞在した
りする場面が見られた．つまり，そのような単純な行動はより
来館者の注意を引くことを可能にするため，ロボットから人に
対する情報やサービスの提供をスムーズにすると考えられる．
しかし，行動履歴や滞在時間を用いた高度なサービスの影響は
我々の予想と異なり小さかった．例えば，ロボットが相互作用
している来館者に「山田さん，まだ磁石の力で遊んでいないん
じゃない？面白いから遊んでみてね」などと発話しても，来館
者はロボットに名前を呼ばれたことを単に喜んだり，ロボット
の発話内容を理解せずにロボットを触ったりするなどの場面が
よく見られた．これは，来館者がロボットの存在そのものに注
目し，ロボットの行動にあまり注目していなかったため，ロボッ
トが何について説明をしているのかを理解できなかったためと
考えられる．名前を呼ぶなどの単純な行動は来館者に比較的簡
単に理解されるが，高度な情報を用いたサービスを提供するに
は，その内容を来館者に理解してもらうために，来館者の注意
をロボットの行動の内容に向けさせることが重要であると考え
られる．

Fig. 13 The three operating conditions results

5. 結 論

本研究では，科学館内に個人識別のための無線タグ読み取り
機とロボット誘導用の赤外線カメラからなるユビキタスセンサ
ネットワークを構築し，各センサから得られる情報を利用して
人間の個人情報および行動履歴を取得し，行動履歴に応じた展
示物の案内・説明や名前を呼ぶ・握手をするなどの相互作用を
行うコミュニケーションロボットを実現した．

2ヶ月間の実験の結果，9万人以上が科学館を訪れ，1万人以
上の来館者が無線タグを身に着けて館内を見学し，そのうちの
約 3千人の被験者がアンケートに答えた．アンケート結果から，
ロボットが人間と相互作用を行うことやその存在に対し，多く
の人が好意的な印象を抱くことがわかった．また，ロボットの
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相互作用機能と展示案内機能に関する実験を行った．案内タス
クのみを行う・相互作用行動のみを行う・案内タスクと遊びの
ような相互作用，およびユビキタスセンサから得られた情報を
用いた相互作用を行う，という 3 条件における比較実験を 1 週
間にわたって行った．
各条件において得た各 100 程度の主観評価を分析した結果．
ロボットはどの条件でも高い主観評価を得たが，案内タスクの
み・相互作用行動のみを実行するロボットよりも，案内タスク
に加えて子供の遊びのような相互作用，ユビキタスセンサから
得られた情報を用いた相互作用も行うロボットの方が来館者の
科学技術体験について高く評価された．つまり，科学館という
科学技術を体験するための環境下で，ロボットの遊びのような
相互作用や展示案内行動は来館者らの科学技術に対する興味を
より向上させることが見出された．
謝辞 実験環境を提供していただき，様々なご支援をしてい
ただいた大阪市立科学館の皆様に厚く感謝申し上げます．また，
実験にご協力いただいた龍谷大学の野村助教授，阪南大学の田
崎氏，大阪大学の柴田氏，林氏，垣尾氏，田近氏，山岡氏に厚
く感謝申し上げます．なお，本研究は総務省の研究委託により
実施したものである．
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