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論文概要 

 人間のコミュニケーションにおいて、“顔向き情報”は重要である。C.Goodwin[1]も人間
のコミュニケーションにおいて、顔や頭部の動きは重要な役割を果たしていると述べてい

る。本論文では実時間上で動作するロボットを想定して、人間とロボットのコミュニケー

ションを円滑に行う為に説明行為の際に人間のように頭部を効果的に動かしながら対象物

を説明することで、「視点の共有」、「アイコンタクト」を行い人間がロボットの発話を理解

する際の認知的負荷を減少し、自然なコミュニケーションが実現できることを議論する。

具体的には、ミュージアムで展示物に対して説明行為をする際の、顔の向き情報と聞き手

の反応の関係についての研究を行った。そのためにまず、人間のガイドと鑑賞者による展

示物の説明行為の場面を分析して、鑑賞者に対して人間のガイドはどのような振る舞いを

しながら説明を行っているかを社会学的視点により調べた。この分析に基づき、会話の内

容に応じて頭部を動かすロボットを開発した。そして、ロボットの首振りの有効性を示す

評価実験を行い、このロボットが有効であることがわかった。本研究では、教養学部の社

会学研究室と共同研究を行っており、人間の行動についての考え方を学び、その考え方を

取り入れて人間分析を行いそのデータを検証する事で正確なデータをロボットに反映した。 
本論文ではまず、 
第１章で、序論と背景、研究の目的と現状の問題点を整理し、その解決法を示した。 
第２章では、人間同士の説明行為場面を社会学のエスノメソドロジー（山崎敬一編『実践

エスノメソドロジー入門』[2]）の考え方と説明を行う。 
第３章では、エスノメソドロジーの手法により人間同士の説明行為場面の分析を行い、説

明行為の際の効果的な首振りのタイミングを求めた。 
第４章で、人間同士の行動の分析結果より、その知見を生かし開発したロボットの説明と、

首振りの有効性を検証するための評価実験行った。その結果について示す。 
第５章では締めくくりとして、研究の結果と今後の課題を記した。 
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ABSTRACT 

Face or head movement plays an important role in human communication. This paper 
presents a museum guide robot that moves its head to communicate smoothly with 
humans. We have analyzed the behavior of human guides when they explain exhibits 
to visitors from the viewpoint of sociology. Based on this analysis, we have developed a 
robot that moves its head depending on the contents of conversation. Experimental 
results show that it is effective for the guide robot to turn its head while explaining 
exhibits.
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第１章 序論 

人間の顔の向きや、頭部の動きはコミュニケーションにおいて重要な役割を果たす。そ

して、ガイドロボットの研究をする際に必ず考えなければならないことは人とロボットの

円滑なコミュニケーションをどのようにして実現するかである。 
現在さまざまなロボット研究が行われ、ユーザーインターフェースの拡張として、実体

を持ったインターフェースが普及し、高機能の知能ロボットが誕生しているが、このテー

マは実現されていない。それは、与えられた命令だけをこなすロボットよりも遥かに情報

量が必要になるからである。しかし、ただ単にロボットに大量の情報を与えても仕方が無

く、与えられた状況で最も必要な情報を如何に素早く得るかが課題になっている。人間の

五感の中でも視覚から得られる情報はとても多く、この視覚情報を用いた研究が現在盛ん

に行われている。人とロボットのコミュニケーションにおいて、現在行われている研究の

一例を次の背景で示す。 

1.1 背景 

現在ネットワーク関連技術に代表される情報通信技術の急速な発展と普及により、我々

の生活環境は大きく変化した。しかし、その急速な普及と発展がかえって人と機械、人と

人のインタラクションの違いを浮き彫りにしている。最新技術の導入により人と機械の不

適当を助長したり、有用と思われた人と人のコミュニケーションを阻害する要因となって

いる。 
 従来の情報伝達技術には、通信回路にのり、「伝達」できる情報のみを扱い、コミュニケ

ーションの場で対話者間での相互行為によって作られる情報（「共創情報」）は扱えなかっ

た。これにより、人と人、人と機械のコミュニケーションの不自然さや違和感を生じさせ

る原因である。つまり、音声だけの電話やテキストだけのメールは便利ではあるが、コミ

ュニケーションの際の重要な情報を送れてない事が問題の要因である。逆に、情報を伝え

る手段ではないが、同じものを見ることや同じ音を聞く、一緒に居るなどの事の方がお互

いの気持ちが分かることが多い。サッカーなどで、アイコンタクトだけで、相手の考えて

いる事を瞬時に理解し、パスを出しそれに相手が反応する事があるがこのいい例である。

つまり、通信回路ののらない「共創」される情報がコミュニケーションの為には重要なの

である[3]。 
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 次に、さまざまな高性能ロボットが実現されている背景で人間とロボットが円滑なコミ

ュニケーションが実現されていない原因としては以下の２つの要因がある。 
第１に、家庭用支援ロボットなどの日常活動型ロボットを産業用ロボットと同様に与えら

れた命令だけを正確に行うだけの存在であるとみなしていることがある。が、このような

考え方では、人間同士のような円滑なコミュニケーションは実現されない。つまり、どち

らか一方が命令するような主従関係ではなく、対等な立場での双方向コミュニケーション

を実現すべきである。第２に、ロボットの内部の計算機構だけで人間のような賢さを実現

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、実際に人間も頭の

中だけですべてを計算しているわけではなく、むしろ環境との相互作用から生まれるもと

考えるべきである[4,5]。また、相手をコミュニケーションの対象であると考えているとき
にしか相手の音声を理解しようとしないとされている。このように、人間のようなコミュ

ニケーションを実現するには、言葉だけに頼らない共創される情報が必要となる。 
ロボットの開発も進んでおり、ROBITA[6]、Robovie[7]、Cog[8]といった動作する頭部
を持ったロボットを使った研究も行われている。これらのロボットでは、ロボットは聞き

手を見ながら発話をするか、発話を行っている人を探し、その人の方向を見ながら聞き手

として話を聞くなどの頭部の動きが検討されている。しかし会話の際には状況に応じてさ

らに多彩な頭部動作がなされると考えられる。例えば、ミュージアムのガイドは視線を時々

展示物から聞き手に移し、自分の発話の内容が理解されているのか確認しながら話をする

のではないかと考えられる。そこで、人間と円滑にコミュニケーションするためのロボッ

トの頭部動作に関する研究として、ミュージアムガイドロボットの研究を行う。 
  

1.2  問題点の整理 

本研究のロボットは一定の動作で頭部を動かすのではなく、人間のように会話の状況・

聞き手の状況に応じて頭部を動かすガイドロボットの開発を行う。そこで、問題となるの

は、ロボットの頭部を人間らしく動かすことである。実際、人間は説明行為の最中に頻繁

に顔を動かしている。これは、ジェスチャーとしての働きだけでなく物体を視認するため

の働きをもしている。そのため、首振りの動作は頻繁に行われ、尚且つ複雑に動いている。

その“複雑さ”が問題なのである。このガイドロボットは、人間の首振り動作を模したロ

ボットなので定期的に動かすのではなく、人間のように意味のある動作でなければならな

い、そのためには“複雑さ”をパターン化してどのようなタイミングでロボットが聞き手

に視線を向けるかが問題である。 
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1.3  解決方法 

 
解決方法としては、まずは人間同士の場合の分析である。人間の行動を社会学のエスノ

メソドロジーの手法を用いて分析し、人間がどのようなタイミング、どのような単語の発

話後に、どのくらい顔を聞き手のほうに向けているのかを仮定した。そして、そのときに

話し手が何を意図して聞き手を見たかを調べた。分析としては、人間同士で説明行為をし

ているビデオ映像を検証する。このときに、話しての首振りがあった時の前後会話を書き

出し、首振り、言葉の抑揚、ジェスチャー（指差し）のそれぞれがあった場所と調べ、ま

とめた。そして、首振りがどの話し手が発話・行動に連動して行われているのか調べた、

そしてその回数を数え、どのタイミングの時に多いのかをしらべた。 
次の章では人間の行動分析の際に用いたエスノメソドロジーについて述べる。 
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第２章 社会学的側面からの考え 

 2.1エスノメソドロジー 

２章では社会学の側面から人間同士の会話行為について考える。そして、社会学と工学

の連携について示す。まず、社会学の考え方としてエスノメソドロジー(ethnomethodology)

というものがある。これはハロルド・ガーフィンケル[9]が作り出した言葉で、人々の

(ethno)、振る舞いや言葉や推論の「方法論」（methodology）を意味し、そのような人々

の方法論自体を研究の対象とする社会学の領域である。エスノメソドロジーは、人々が

どのような方法を用いて周囲の世界を理解し、また周囲の人々とコミュニケーションを

とっているのかを研究する分野である。このエスノメソドロジーの考えから発展した方

法が会話分析である。会話分析についてサーサス[10,11]は、次のように言っている。

この会話分析が取り上げる問題は、社会生活をそのままの姿で、最もありふれた設定の

なかで研究することであり、また、最も平凡な、日常の、ありのままに生じる活動をそ

の具体的な細部にわたって調査することである。この会話分析については、３章の実験

の時に詳しく説明する。まずは次の章で話しての視線の役割について述べる。 

2.2話し手の視線の役割 

人間のガイドは、解説をしながらたびたび鑑賞者に視線をむけ、鑑賞者が解説を聞いてい

るか、その時適切な展示物を見ているか、適切に反応しているかなど確認しながら説明行

為を行っている。そして話し手は聞き手の様子を観察しながら話す。話し手の視線につい

て、山崎らは（山崎晶子 et al 2006）[12]、１）志向性、２）観察可能性、３）観察をし

ていることの提示の３つの働きがあることを指摘している。 

１） 志向性については、話し手の身体的姿勢や視線は、人間が対象に対してどのよう

にして志向しているのかを示す、重要な資源となっている。さらに身体的姿勢や視

線によって示される話し手の対象に対する。志向性は、聞き手が話し手の次の行為

を予期するための資源にもなっている。 

２） 観察可能性については、話し手は、聞き手の「聞き手性」や「受け手性」を観察

している。話し手は「聞き手」が身体的な姿勢や視線によって「聞き手性」や「受

け手性」を示さないと「話し手」となることができない。そのために、話し手は聞

 11



き手が「聞き手性」や「受け手性」を 示していることを観察できる必要がある。 

３） 観察していることの提示に関しては、この実験では 「話し手」は発話のはじめ

には向けないということを観察している。もし、話のはじめから聞き手に視線を向

けてしまうと、話し手は、まだ準備の整っていない聞き手を、 すなわちまだ十全

に「聞き手性」や「受け手性」を示していない聞き手を見るということになる。 さ

らにそうした聞き手を話し手が見ていることを、そしてそれによって話し手が十分

な「話し手性」をもっていないことを聞き手に示すことになる。そのため、話し手

が聞き手を最初から明示的に見続けた場合には, 逆に話し手 は話をなかなかはじ

めることができない。話し手は、聞き手が「聞き手性」を示していることを周辺的

な視野で観察しながら, 聞き手が「聞き手性」を示したあとで、聞き手に視線を向

け、明示的に聞き手を観察していることを提示するのである。 

以上のようなことから話し手が発話のどのようなタイミングで聞き手に向けるかが非常に

重要である。そこで、まず人間が展示物を他者に説明する際の行動を分析する為に実験を

行った。 
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第3章 調査実験 

3.1人間の鑑賞行為場面の実験 

ロボットの首振りのタイミングを調査する為に人間同士の鑑賞行為の場面について分析

した。特に今回はガイドの行動が主体で、ガイドの発話や動作についての聞き手の反応に

注目してビデオの分析を行った。実験は、２回行ったのでその詳細については次に示す。 
 

 実験の概要（実験１） 

１つ目の実験は、2003年 12月に埼玉大学内の２１世紀研究棟内の古代朝鮮
半島の瓦に関する展示施設で行った。そこで、ガイドが鑑賞者に展示物の説明を

する場面の実験を行った。ガイドは展示物である古代の瓦の研究者であり、鑑賞

者は埼玉大学の学生である。ガイドには３０分程度での説明を２回と１５分程度

の説明を４回、異なった鑑賞者に行ってもらった。実験時のガイド、鑑賞者、展

示物、カメラの配置を図１に示す。実験の様子は３台のビデオカメラで記録した。

それぞれのカメラからの画像を図２、図３、図４に示す。 
 

 実験の様子 
実験には３方向から３台のデジタルビデオカメラを使い実験の様子を記録し

た。そのビデオの撮影場所と記録範囲を図１に記した。同様に図１に展示物、ガ

イド、鑑賞者の位置関係も記した。また、音声を明瞭にするためにマイクを使っ

た。 
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図 1 実験配置図 埼玉大学 

 

 

図 2 実験１風景 カメラ１からの映像 埼玉大学内 

 
 
 
 

 

図 3 実験１風景 カメラ２からの映像 埼玉大学内 
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図 4 実験１風景 カメラ３からの映像 埼玉大学内 

 実験の概要（実験２） 

２つめの実験は、2005 年 11 月に、はこだて未来大学内にてタイの町並みの

写真についての展示施設で行われた解説行為を記録した。ガイドはその写真の撮

影者であり、鑑賞者には、はこだて未来大学の学生に参加してもらった。ガイド

には２０分程度の説明を４回、それぞれ異なった鑑賞者に対してしてもらった。

そのうち２ケースは鑑賞者が２人である。実験時のガイド、鑑賞者、展示物、ビ

デオカメラの配置を図５に示す。実験の記録は２台のビデオカメラで行った。そ

れぞれのカメラの画像は図６、図７に示す。 

 

 実験の様子 

実験には２方向から３台のデジタルビデオカメラを使い実験の様子を記録した。

そのビデオの撮影場所と記録範囲を図５に記した。同様に図５に展示物、ガイド、

鑑賞者（１人または２人）の位置関係も記した。また、音声を明瞭にするために

マイクを使った。 
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図 5 実験配置図 はこだて未来大学 

 

図 6 実験２風景 カメラ１からの映像 はこだて未来大学 

 

 

図 7 実験２風景 カメラ２からの映像 はこだて未来大学 
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3.2分析 

話し手である解説者の視線がどのようなときに視線を向けるのかを実際の解説行為のビ

デオデータから分析した。その多くのデータ中の一例をここでは示す。そのためにトラン

スクリプトとビデオからの静止画を用いる。トランスクリプトとは会話と視線の動きを表

記したものである。 

 会話分析（トランスクリプト） 
まず以下にトランスクリプトを示す。トランスクリプトとは会話と視線の動きを表記した

ものである。G：の行はＧの発話を表す。ここでは解説者をＧ（Guide）とし鑑賞者をＶ
(Visitor)としている。発話行の上の（Ｇ視線）の行はそのときの視線の動きを表す。この行
中のＶは鑑賞者に視線を向けていることを、O(Object)は展示物に視線を向けていることを、
--は視線が継続していることを、Xは視線が交錯していることを、また,（カンマ）は視線が
退いていることを表す。[が複数の行にまたがっているのは、その行為が他者と重複してい
ることを表す。( )内ではそのとき行われている行為を説明している。また写真がどの瞬間で
あるかを↓①のように示す（①は図 8 ②は図 9に対応している）。 

3.2.1データ１「文の終わり」 

観察したデータの中で多く見られたのが「文の終わり」前後で話し手が視線を向けるケー

スであった。「文の終わり」付近で話し手が視線を向けることは、発話を聞き手に宛てる、

「聞き手性」の観察、聞き手の「理解」の観察の３つの行動が関わっている。以下に示す

のがデータ１のトランスクリプトである。 
データ１ 
01                        ↓①   ↓②

(G 視線)              Ｖ-----XXXXX,,,,,,X,, 

G:      えーこれを今度焼くんですね.え－.窯で[ 

（Ｖ視線）O-------------------XXXXXG---X,, 

Ｖ：                                   [あー。  

                                       [(うなづき) 

02 

G：今回はえー 
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 Gは「焼くんですね」と、一つの発話の終わりに近い部分でVに視線を向けていることが
観察できる。このような文の終わり付近で視線を向ける例は多く見られた。文の終わりの

直前の部分で視線を向けることは、一つには「聞き手性」の確認である。またこのGの発話
の文の「焼く」までを聞けば、その文全体の内容が理解可能な場所である。つまりここか

ら聞き手が理解を示すことができる場所が開始している。Gは自分の発話が「焼くんですね」
で一度終わりをむかえた後も視線をVに向け続けている（図８）。Gが発話の終わり部分で
視線を向けることは、聞き手の「理解」を観察することと、さらにその発話を聞き手に宛

て、「理解」の反応を促すことをしている。  
  

 
図 8 実験風景 トランスクリプト用① 

 
図 9 実験風景 トランスクリプト用② 

このデータではしかし、Vはその部分で視線を向けているものの理解を示すような行為をし
ていない。ここでVはGに長く視線を向けることで、聞いてはいたものの理解ができていな
いということを示している。それに対してGは一旦視線を反らしながらも「窯で」と発話を
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補っている。このことからGが聞き手の視線を「理解」上のトラブルだと判断していること
がわかる。そして「窯で」と補われて、そこではじめて聞き手は「あー 」とうなずき、理
解を示している。そのような理解が示されたということを、Ｇは目を交錯させることで反

応を観察していたとVに示し、視線を反らしている。聞き手が示した「理解」をGが確認し
てから、「今回は」と次の発話に移っていることが観察できる（図 9）。 

3.2.1データ２「指示語」と「ジェスチャー」 

こちらは函館のデータである。このデータの鑑賞者はHと表記する。このデータでは指示語
やジェスチャーのあとにその話し手が視線を向ける例を示す。指示語とジェスチャーと、

視線の関係は展示物に対する志向の共有の問題が関わっている。（トランスクリプト中の

③は図 10、④は図 11に対応している） 
 

データ 2 

                       ↓③

01 G:それから毎日こう、こう  

02 G:ここにこう食べ物が置いてるけど、 

    (G は写真を指差しはじめる) 

               ↓④

03 (G 視線) ,H----------- 

   G:   おそなえものして（体をおこし指差しやめる） 

04 H:（指差された方へ乗り出している。この間約２秒） 

05 (G 視線) H-,,, 

   G：   で、 

 

図 10 実験風景 トランスクリプト用③ 
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図 11 実験風景 トランスクリプト用④ 

このデータではGは「おそなえもの」と発話しながらHに視線を向けている。その前にG
は「こう、ここに」という指示語の部分から指差しを開始している（図 10）。この場面で

の指差しは、解説者の志向が、展示物のより細かい部分に、すなわち写真の特定の部分に

変化していること示している。それに対して聞き手Hは、「おそなえもの」という発話のと
きには、Gが指差した部分に体を乗り出している。この動きは、展示物についての志向の変
化に、対応する動きだといえる。そして、Gは指差しの後に視線を向けることで、Hの指差
された方へ志向を示している姿を観察している（図 11）。このHの動きは、志向の共有を
維持するように身体の姿勢を変えることであるから、「聞き手性」の表示として適切なもの

である。そのような聞き手の体勢が「聞き手性」表示であることは、また、Gは約２秒の間、
Hが姿勢を変え終わるまで待っており、そしてその後に視線をそらしはじめ、「で」と次の
発話に移行しようとしていることからも観察できる。 

3.2.2データ３その他の例（「疑問」と「強調語」） 

また展示物の解説中に重要と思われる単語は、強調されて発音されることがある。以下

に示す例では A が聞き手である。またアンダーラインはその部分が強調されて発音されて
いることを示す。 
データ 3 
01      G:えーっとここは、ようはタイの幽霊 
02      A:(うなずき) 
03 (G視線)A--------XXXX 
04      G:ピーと言う。 
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 この解説ではこの後写真の展示テーマが「ピーのほこら」についてであることが明らか

にされていく。「ピー」とはトランスクリプト中にもあるように、タイの幽霊を指す言葉で

あり一般になじみの薄い言葉であると予想できる（実際このデータの直後に A からピーに
関する質問が開始している）。この例は指示語や文の終わりといった複数の要素と共にでは

あるが、疑問があると思われる単語やキーワードの発話時にも、特定の単語を強調しなが

ら視線を向けているのが観察できる。 

3.3分析からの考察 

このような分析から解説者が視線を向けるいくつかの発話上のポイントが考えられる。

一つは発話の終わりの部分の前後である。発話の終わりの部分で視線をむけることは、聞

き手性の確認、聞き手の理解の反応の確認、またその反応を促す働きの、３つのことに関

わっている。解説者が視線を向けるもうひとつのポイントは、指示語である。指示語は展

示物に対して志向を向けるという、志向の変化を示す。その直後に解説者が視線を向ける

ことによって、話し手は聞き手が変化に対応する動作をしているところを「受け手性の表

示」として観察できる。その他の例として、強調される単語（キーワード）や、難しい単

語（専門用語）の発話時にも首振りが行われていた。 
解説者は、発話と関係したタイミングで視線を向けることによって、発話自体を損なう

こと無く「受け手性」や「理解」を話し手は観察することができるのである。そのために

いつどこで視線を向けるかが重要であることがわかった。 

3.4追加分析 

前章までに首振りのタイミングとして、以下のような４パターンを述べたが、これらの

タイミングで首振りが何回行われていたかを調べた。先の実験で得られたサンプルのうち

４サンプルを４分ずつに下記のようなタイミングでの首振り（被験者を見る）が何回行わ

れていたかを検証した。 
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 全首振り回数―――――――――――――――――７２回 
 
１．発話終了時――――――――――――――――３５回  
 → 49％ 

２．指示語の発話―――――――――――――――１９回  
 → 26％ 

３．キーワード――――――――――――――――１３回  
 → 18％ 

４．疑問があると思われる語―――――――――― ５回 
→  7％ 

図 12 TRP(会話移行場所) 

   
以上のように首振りは区切りのいい場所が一番多く使われ、次に指示語発話時も首振り

は多く使われていたという結果が得られた。そして、首振りは１つの文ごとに１回、多く

ても２回くらいしか使われていないと言うことが分かった。この結果を元にロボットの首

振りにも同様場所に、同様の回数で首振りを入れることで人間のガイドを模した、分かり

やすい説明を行えるロボットの開発に役立つのではないかと考えられる。 
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第4章 ガイドロボット 

4.1人間の分析から 

人間同士の分析から、人間の会話では自分の意見を相手によりうまく伝える手段として

いろいろな技法が用いられていることがわかった。これらすべてを同時にロボットで表現

するのは難しいので、その中でも最もわかりやすく、尚且つ有効であると思われる首振り

行為（頭部を聞き手の方に向ける行為）に注目してロボットで実現しようと考えた。人間

同士の分析から、以下のような部分で首振りを行うことにした。 

１．区切りのいい場所―文の終わり 

２．物体を指示した後―「これ」「その」などの指示語の発話後 

３．キーワードを発話時（強調して言った言葉） 

４．疑問がありそうな言葉の後―難しい単語・専門用語 

５．発話者が聞き手を当てる（質問時） 

前章までの知見より人間同士の場合には特に、１．区切りのいい場所と２．指示語の発

話時に多く首振りが使われているとわかった。さらにあまり多くはないが、３.キーワード

と４．疑問がありそうな言葉の時にも首振りが見られた。そして、５．質問時にも、長期

的な視線が相手に注意を促すのに十分な効果があると分かっているので、質問する際に聞

き手に注目させるために首振りをさせるポイントとして取り入れた。以上から、ロボット

が鑑賞者の「受け手性」・「理解」を観察しているかのように鑑賞者に示すために、ロボッ

トの発話中の上記５例のような場所で首振りをさせるようにした。 

4.2ガイドロボット概要 

今回のガイドロボットでは、２つのカメラを用いた(SonyEVI-D100 パンチルトズームカ
メラ)。上段のカメラは画像の入力用ではなく、頭部を取り付けカメラのパン・チルト機構

を使ってロボットの首振りを行うようにしている。下段のカメラは画像入力用のカメラで

ある。このカメラで顔認識を行っている。これらの２つのカメラとノートパソコンを移動

ロボット(ActivMedia, Pioneer2)に載せてガイドロボットを構成している。ロボットの外観、
Sonyパンチルトカメラ、移動ロボットは図 13に示す。ロボットの発話には、IBM社のVia 
Voiceを利用した。また、顔認識には東芝顔認識システム[13]を用いた。なお、目線感知の
過程は宮内らが開発したアイコンタクトロボット[14][15]と同じ仕組みである。 
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図 13（左図）ガイドロボット外観 （右図上）カメラ（右図下）移動ロボット 

4.2システム概要 

 
ロボットのガイド部分のシステム構成を図 14に示す。 

 

 

図 14 システム図 

入力には展示物の説明文が入力される。それを次にメインルーチンで処理する。 
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メインルーチンでは、構文解析と行動決定を行う。そしてその命令は頭部制御部分と発話

制御部分に渡される。以上４つのプロセスから構成されている。なお、各要素はそれぞれ

スレッドとプロセス間通信を用いて並列に動作する。 
 

 入力 
 

ガイドロボットの入力には制御記号つきの説明分が与えられる。 
制御記号は以下のように示す。 
＠――――頭部を聞き手に向けた後に展示物に戻す。 
￥――――頭を聞き手に向けるが、そのまま戻さない。 
％――――頭を動かさない。 
上記のように３つの制御記号を使いロボットの頭部を制御する。 

 

 発話制御 
 

発話には IBM社の Via Voiceを利用する。 
通信を監視し、送られてきた文字列を読み上げる。 
 

 頭部制御 
 

頭部は展示物に向けるか、聞き手に向けるかの２種類である。基本的には、

展示物を見ながら説明を行う、制御記号が入力されたら聞き手のほうを向き聞き

手の注視を促す。 
 

 顔画像の入力 
顔画像の入力には東芝の顔認識システムを用いる。 
このシステムは、明かりの少ない環境でも聞き手の目鼻の検出が可能であり、 
高速で高い検出精度を可能にしている。 

 
このガイドロボットを用いて首振りの有効性について次の章で評価実験を行った。 
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4.3実験 

 実験の概要（ロボット実験） 

先に述べた、人間同士での調査を基にロボットを開発した。そしてロボットの

首振り動作についての評価実験を行った。記録用に前方からビデオ撮影を行った。

実験は東京の科学技術館の磁性流体についての展示施設で行い、ガイドロボット

と被験者１名での展示物の説明行為の場面を想定し、前章で行った人間同士の場

面のガイドをロボットに置き換えた状態で実験した。実験は埼玉大学生（男性３

名、女性９名）と科学技術館の女性職員４人の計１６名で１回当たり３分程度の

実験を１人２回行い、合計３２サンプル記録した。ロボットの首振りがある場合

とない場合の２回の比較実験を行った。そのため説明内容はどちらの場合も同じ

である。つまり２回の実験の違いは、ロボットが首振りをしながら説明をするか、

首振りなしで説明をするかである。２回の実験のうち首振りありと首振りなしの

どちらを先に行うかは半数ずつ実験した。つまり首振りあり－なしの順番を８人、

首振りなし－ありの順番を８人で行った。実験の様子をデジタルビデオカメラで

撮影し、音声を明瞭に記録するためスタンドマイクを使用した。実験の終わりに

は簡単なアンケートを取った。ビデオデータとアンケート結果からロボットの首

振りの有効性を検証した。 

 実験の様子 

図 15に実験の配置図を示す。実験には１台のデジタルビデオカメラを使い実験の
様子を記録した。そのビデオの撮影場所と記録範囲を図 15に記した。同様に図 15
に展示物、ガイドロボット、鑑賞者の位置関係も記した。また、音声を明瞭にす

るためにマイクを使った。実験の様子を図 16に示す。 
 

  

図 15 実験配置図 科学技術館 
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図 16 ガイドロボット実験風景写真 

アンケート内容 
１．二回の実験の違いに気づいたか？ 
２．前者と後者でどちらが分かりやすい（親しみやすい）説明だったか？ 
（ここで、前者と後者とすることで首振りの違いがあることを被験者にアンケートからは

分からないようにした。分かってしまったら１の質問が意味なくなってしまう） 
３．感想 

 入力説明文 
ロボットに与える入力である首振り記号つきの説明文を図 17に示す。 
図中の＠と￥は首振り記号である。 
１個目の＠は首振りの誘導箇所である。 
２個目の＠は疑問があると思われる単語（文中の下線）に対応。 
３個目の＠は指示語に対応。 
４個目の＠は文の終わりに対応。 
５個目の＠も文の終わりに対応。 
６個目の￥は質問時に対応。 
最後の７個目の＠はすべてのガイドが終了する時である。 

 ロボットの頭部の動きについて 

図中の下線はロボットの頭の動きを表している。＠は首振り記号である。記号

の以前の下線（一本下線）はロボットが頭を鑑賞者に向ける為に頭部を動かして

いることを示す。首振り記号が表記されている瞬間にはロボットの頭は鑑賞者に

向いていることを示す。記号以降の下線（二重下線）でロボットが頭を展示物に

戻す為に頭部を動かしていることを示す。 

 27



 初めの￥から１個目の＠（首振り誘導）について 

 ガイド開始位置に￥記号があるのでガイドは最初文は鑑賞者を見ながら発話を

開始する。（下線部は鑑賞者を見ている）２個目の＠で頭部を展示物に戻すような

命令になる。２個目の＠がある瞬間にはロボットは展示物の方を向いている。 

 ２個目の＠（疑問があると思われる語の発話後）について 

 磁性流体という聞きなれない言葉がここで初めて出てきている。この時ガイド

は、鑑賞者が疑問を持つだろうなと予測して、質問があるようなら受け取るため

にガイドは鑑賞者の様子を伺う。また、反応を促す。そのポイントとしては、疑

問後の発話後が望ましいが、今回はシステムの問題で文末に記号を配置した。 

 ３個目の＠（指示語に対応）について 

ロボットが記号直前のここにの発話時に聞き手を見てないのは人間同士の場合

でも見られたように、ガイドは指示語の場合は発話直後か、その指示語が指す対

象を発話時に鑑賞者の方を向いていた。つまり、ガイドは指示語の発話中ではな

く発話後に視線を鑑賞者に向けることで、鑑賞者が指差された方へ志向を示して

いる姿を観察している。 

 ４個目と５個目の＠（文の終わりに対応）について 

  この２つは発話の終わり（文末）に対応しているが、人間同士の場合に最も多

く見られたパターンである。人間同士でも多かったので２箇所に配置した。 

 6個目の首振り記号の￥（質問時）について 

この記号は、鑑賞者を見ながら発話を行い、その後も聞き手に頭部を向け続ける

記号である。動きとしては、文中の“わかりますか”で鑑賞者の方を向き始めな

がら発話して、発話以降も見続けている。その後の問いに対する答えを発話中も

常に聞き手を見て発話を行っている。（下線中は鑑賞者を見ている）。 
答えの後の文章中も聞き手を見ながら発話しているのは、この文章が展示物に対

する説明ではなく鑑賞者に対しての発話（挨拶など）のため鑑賞者を見ながら発

話をしている。 
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“￥説明を始めます。これは私たちの新しい作品で（1）＠モルフォタワーといい

ます。 

このサクヒンは、磁性流体彫刻という鉄を彫刻し、その表面に磁性流体というも

のを流すという新しい方法を用いた作品です。（2）＠   。 

 磁性流体とは、ここに置いてある黒い（3）＠液体のことです。 

 この黒い液体は、磁力をもった粒を液体の中に溶かすことで、液体の状態でも強

い磁力をモツようにしたものです（4）＠   。 

この液体の形を変えることにより、トゲがでたりひっこんだり大きくなったり上

っていったり表面の質感がダイナミックに変化する有機的な塔がかたちづくられ

ます  （5）＠   。 

なぜこのような不思議な事が起こるかわかりますか（6）￥。 

答えは電磁石が使われているからです。固い造型と流体の柔らかさが一体になっ

て、様々に変化していく様子をごらんください。これで説明を終わります。あり

がとうございました（7）＠。” 

図 17 入力説明文 

 

 展示物（磁性流体） 
図 18は、科学技術館で行われた展示会に出展されたモルフォタワーである。この
作品は、電気通信大学の児玉研究室の研究プロジェクトの作品である磁性流体で

ある。磁性流体とは、磁性体の微粒子を水溶性あるいは油性の溶液の中に拡散さ

せ、液体の状態でも強磁性を保つようにした黒色の液体。砂鉄よりも自由に変形

され、複雑で有機的な３次元形状があらわれます。 
この作品は鉄を彫刻し、表面に磁性流体を流動させる新しい彫刻の原理「磁性

流体彫刻」の作品化。「表面の質感がダイナミックに変化する有機的な塔」がコン

セプト。作品においては、鉄による硬い造型と、流体の柔らかさとが一体となっ

ています。 
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図 18 展示物：モルフォタワー 

4.4実験結果 

4.4.1ビデオ分析 

撮影したビデオの分析より得られた結果を以下に示す。 
実験のビデオ観察により図 19のような結果が得られた。 

このグラフは、ロボットの首振りに人間がどのくらい反応しているかを示す図である。グ

ラフの縦軸に首振りありの時のロボットの説明、横軸に首振りなしの時のロボットの説明

の被験者の反応数を示している。 
※ ここでの反応とは聞き手の人間がロボットに視線を送った回数を示し

ている。 
※ 図中の点１の被験者は、首振りあり－なしの順番で実験を行い、首振り

ありの時は 8回反応、首振りなしの時は 4回反応した。 
※ １６人での実験のためプロット数は１６点である。 

つまり、斜線より上にある点は首振りありの方がよりロボットに反応していると言える。 
この結果よりほとんどの人が首振りありのロボットの方に多くの反応を示していて、説明

行為の際のロボットの首振りに人間同様に、聞き手の注視を促す効果があるといえる。こ

れより、ロボットでも説明行為の際に首振りを行うことで、人間のようにわかりやすい説

明ができるのではないかと考えられる。そして、聞き手の反応が増えた事で、ロボットが

聞き手の反応に対応することができるのではないかと考えられる。 
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今後、この時に鑑賞者の反応を確認して、疑問があるようならその疑問に対応できるシス

テムを開発することで、人間とロボットの円滑なコミュニケーションが実現できるのでは

ないかと考えられる。 
※ 今回の実験でロボットに反応するが頭は動かさず、ロボットに視線だけを

送り、実際にロボットを見たかどうか分からない人もいた。これは、ビデ

オの分析の際に目線の動きを捉える事ができなかったので、この場合は反

応に入れなかった。よって、実際の反応数より少ない結果になっているが、

今回、これらの人の反応をグラフに入れなかったが十分な反応数は得られ

た。 

図 19 ロボットの首振りに対する人間の

 
つぎに、図 20・図 21のグラフはロボットの発話のどの時
を示すグラフである。ロボットの首振りの有効性については

フでは、ロボットの首振りがありの時の実験でガイドの発話

験者の反応があったかを示した。縦軸はロボットの首振りに

に対応している。横軸の数字は以下に示すようにガイド文の

１：首振りの誘導場所  
２：難しい単語・キーワード 
３：物体指示（「ここに」）  
４：文の終わり 
５：文の終わり 
６：発話者が聞き手を当てる（質問時） 
７：ガイド終了場所 
このグラフより、６番目の質問の時が一番多くの被験者の

これは、この時ロボットは聞き手に視線を送り続けている

されたらそれに答える”という考えより多くの鑑賞者の注意
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点１ 

反応 

点で、被験者の反応があったか

先に示したので、図 20のグラ
中のどの時点での首振りに被

反応した人数（最大１６回）

首振りの場所に対応している。 

視線を獲得できた。 
が、これにより“会話では質問

を喚起したものだと考えられ



る。つまり、ロボットの視線に注意を喚起する機能が十分にあるといえる。 
 

 

図 20 （左）首不利ありーなし時の聞き手の反応箇所 （右）首振りなしーあり時の聞き手の反応箇所 

 

図 21 首振りありの実験時の被験者の反応数 

 

4.4.2アンケート結果 

実験後のアンケートより以下のような結果が得られた。 
 
ロボットの首振りはあった方がわかりやすかったか（親しみやすかったか）？ 

はい――――――――――――――――――――１２名 

いいえ ―――――――――――――――――――４名 
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アンケートのロボットの首振り有無についての質問の結果より、次回も首振りありの方

に説明をしてもらいたい人が１２名、次回は首振りなしの方がいいと言った人は４名とい

う結果になった。実験参加者が少数で性別・年齢等に偏りがあるので、さらに検討が必要

だが、参加者はロボットの首振りを好感したものと思われる。 
 

図 22は首振りが有効であるかどうかの結果と、ロボットの首振りについての理解度を示し
た図である。アンケートの１番で２回の実験の違いを聞いたが、違いはロボットの首振り

があったかどうかである。この違いを理解したうえで、２番のどちらが親しみやすかった

かを答えていたか示すグラフである。横軸の、A（はい）は、首振りあり－なしの順番で実
験を行い実験の違いを理解していた人の人数である。B（いいえ）は首振りなし－あり行い
実験の違いを理解していなかった人数である。 

※ ロボットの首振りに違いを感じたが、説明自体に違いなかったので違いがあった

としなかった意見もあったので、首振りの違いは理解したが、違いがわからなか

ったとした人もいたようなので、そこはアンケート質問の仕方に問題があった。 
・ 質問３の感想結果 
・ 説明中ロボットに見られてもどうしていいわからない。 
・ ロボットであるという先入観があるので、戸惑う。 
・ 発話が聞き取りにくい。 
 

 

図 22 首振りの有効性と認識 

 

4.5 人間同士の場合との比較 

人間同士の鑑賞行為の際に見られた事がロボットと人間の鑑賞行為でも見られたかどう

かを分析した。ロボットの首振りに人間同様に１）発話を聞き手に当てる、２）「聞き手性」
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の観察、聞き手の「理解」の３つの行動に関わっているかどうかを観察した。その結果を

以下に示す。 

4.5.1 データ１「文の終わり」 

文の終わりの首振りではロボットと被験者が視線を合わせるケースが観察できた。以下

にその場面をトランスクリプトと写真で示す。尚、トランスクリプトの行中のＲ(Robot)は
ロボット、Ｖ(Visitor)を鑑賞者、O(Object)を展示物として人間同士の分析と同様に示す。 
トランスクリプト中の↓⑤は図 23、↓⑥は図 24に対応している 
データ 1 
                     ↓⑤   ↓⑥
(R視線)                                      V--------------O--------- 
R：  液体の状態でも強い磁力を持つようにしたものです。 
(V視線)O----------------------------------------------------------XXXXXR---O------- 
V：                                                 (あいづち) 
 

    

図 23 実験風景 トランスクリプト用⑤           図 24 実験風景 トランスクリプト用⑥ 

 
このデータでは文の終わりの首振り箇所に反応している被験者の例を示す。文の終了時

にロボットが顔を被験者の方に向け反応を促すと被験者はその首振りに反応してロボット

の方を見ている。この時お互いの視線が交差していることが図 24よりわかる。（トランスク
リプト中のX）。この時に、被験者がロボットの首振りに反応したことで被験者は「聞き手
性」を示し、ロボットも被験者の「聞き手性」の観察をすることができる。同時に、被験

者はロボットの説明に相槌をうつことで「理解」を示すことができる。この時、被験者は

説明に疑問がないようなので、相槌をして視線をすぐに展示物に戻し、次の説明にスムー

ズに移行している。このようにロボットのガイドに相槌をする被験者は多く見られた。 
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この被験者は首振りなしの実験時にはこのタイミングでロボットに視線を送ることも相

槌をすることもなかった。 

4.5.2 データ２「指示語」発話時の反応 

人間同士の場合に、ガイドが指差しを行いながら指示語を発話した際に被験者が前進し

てガイドに聞き手性を示している場面が見られたが、ロボット実験でも同様の様子が見ら

れた。ロボットの場合は指差しはできないが、指示語だけでも反応が見られた例があった。 
↓⑦は図 25に、↓⑧は図 26に対応。 
データ 2 
         ↓⑦         ↓⑧
(R視線)            V---------------------O-------------------- 
R：  ここに置いてある黒い液体のことです。 
(V視線) 
V：                            (展示物の方へ体を乗り出している) 
 

    

図 25 実験風景 トランスクリプト用⑦        図 26 実験風景 トランスクリプト用⑧ 

この例では、ロボットがここにと指示語を発話して説明を行っている。そして、ここに

と発話した後にロボットは鑑賞者を見て反応を促す行為をする。この時に鑑賞者はロボッ

トに見られていることに気づき、展示物の方へ体を乗り出している。（図 26）この行為は、
人間の分析の時に観察されたように、展示物に対する思考の変化に対応する動きであると

考えられる。つまり、鑑賞者のこの動きは「聞き手性」の表示であるといえる。 
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4.5.3 データ３発話者が聞き手を当てる（質問時） 

  今回の実験で質問時に被験者の反応を多く見られたので、その例を示す。 
↓⑨は図 27に対応。 
データ３ 
01                               ↓⑨
(R視線)                  V----------------------------------------------- 
R：    なぜこのような不思議なことが起こるかわかりますか？ 
(V視線)O-------------------------------------------------------------------------------XXXXXXO------- 
V：                                           わかんない    わかりません 
 

 

図 27 実験風景 トランスクリプト用⑨ 

今回の例は３つの行動のうちの聞き手を当てる為の首振りである。このようにロボット

の質問時には多くの被験者の反応がみられた。これは、実験の結果でも示したように、被

験者が質問に答えるために視線を送ったからと、ロボットの長期的な視線が被験者の注意

をより多く喚起したという２つの事が考えられる。この時に被験者はロボットに対して首

を振りながら「わかりません」と答えている。（図 27）
このように、６名の被験者がロボットの問いかけに答えていた。 
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4.5.4分析結果からの考察 

結果としては、ロボットの表現が人間のように多様ではないため全く同じ動作であると

は言えないかもしれないが、１）発話を聞き手に当てる、２）「聞き手性」の観察、聞き手

の「理解」のこれら３つの行動が人とロボットの場合にも見られた。 
データ３では、このロボットは被験者の発話を理解することはできないし、被験者もそ

れは知らなかった。つまり、ここで被験者が「わかりません」と言った詳細な意図はわか

らないが、被験者がこのロボットに好感を示し、ロボットをコミュニケーションの対象と

してみたことが、ロボットの問いに答えることで結果として現れているのではないか。 
 

4.5 ミュージアムロボット（実験用） 

実際にミュージアムで実際に説明をする事を考えて、説明行為の一連の流れを考えて動

作するロボットの開発を行った。実際にお客さんが展示物を鑑賞していて、それに対して

説明を受けたいと思った時にお客さんが主体になってロボットにその旨を伝える。そして、

ロボットが近づいていき「説明をしましょうか？」と尋ねて、説明が必要なら説明を開始

して、必要ないなら初期位置に戻るのがスムーズな動作である。そこで、今回ガイドロボ

ットにそのような事を考えて動作するように改良を加えた。まず、お客さんが展示物を鑑

賞していて、説明が必要であると感じたらお客さんはロボットに説明を促すために視線を

送る、そうするとロボットはお客さんの視線を感知して説明をしてほしいのだと認識して、

お客さんの横まで移動する、そしてそこから説明を始める。そして説明が終わると、初期

位置まで戻り次のお客さんが説明を必要とするまで待機する。（図 28）
 

  

図 28 ロボットの動作 

今回、お客さんの目線の感知には東芝顔認識ライブラリを用いた。移動ロボットには、
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pioneer2 を用いて、前後左右・回転を可能にした。今回のロボットには、加えられなかっ
たが、話の途中でお客が話に疑問を持つとそれに対して答えられるシステムを加えればよ

り人間らしい説明行為が可能になると思う。聞き手は話しての説明に疑問を感じると、対

象物ではなく話し手に視線を送り続けるという結果が出ているので、説明中にロボットが

聞き手の視線を１秒以上感知したら「どうしましたか？」と質問をして聞き手の疑問を受

け取り、それに対して、答えるという動作を取り入れたかった。 
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第5章 結論 

本章では、論文の結果と今後の課題について述べる。 

5.1 結果 

評価実験の結果よりロボットの首振りに人間の首振りのように聞き手の注意を促す効果

があることが言えた。本論文のガイドロボットはまだまだ手始めの段階である。人間同士

の場合の分析では、ガイドの首振りの最適なタイミング、ガイドと聞き手の視線の関係、

聞き手の視線に対するガイドの反応など分析は進んでいる。その中のすべてをロボットで

再現するのは難しい。そこで、コミュニケーションにおいて重要な役割を果たし、尚且つ

ロボットで表現可能な行為でなければならない。今後、指差しのジェスチャーや目線の動

きを取り入れることができれば望ましいのではないか。 
そして、今回の実験でロボットの首振りにより聞き手がロボットに反応する回数が大幅

に増えている。つまり、人間のようにお互いが顔を合わせることでガイドは聞き手が自分

の話を聞いているか、また、説明が伝わっているかを確認することができる。そして、聞

き手の方は、ガイドの話を聞いていること「聞き手性」のアピールができるのと同時に自

分の「理解」を示すことが可能である。理解できていないようならば、視線をガイドに送

り続けることでガイドはそれに気づき追加の説明が言葉を発しなくとも理解しあえる。こ

の、言葉を発しなくてもという事は非常に重要なことである。説明の最中にその都度「わ

かりましたか」、「何か質問はありますか」など聞かれたらお客はどう思うだろうか。説明

のうまいガイドはそんな質問はあまりしないで聞き手の反応から理解しているかを察知す

るのではないだろうか。毎回聞いていたらスムーズな説明はできない。 
つまり、聞き手の反応を伺う機会が増えたことで、その時に聞き手が説明内容を理解し

ていない素振りをロボットが確認できたら、つまり聞き手がガイドを見たときに聞き手の

目線が展示物に戻らずガイドに送られ続けそれを認識できたら、さらに円滑なコミュニケ

ーションが実現できる。そのためには、ロボットが発話中に常に聞き手の顔をカメラで捉

えてその映像に顔検出して、目線を感じ取れたらこれは実現できるであろう。 
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5.2 今後の課題 

アンケートの感想の答えにロボットの発話が聞きとりにくいとの感想が多数あった、こ

れは Via Voice自体の性能かも知れないが、今後は説明分をあらかじめ録音してそれを流す
などの工夫をして聞きとりやすい説明にしたい。 
聞き手の反応を伺い、聞き手の目線を感知することで聞き手の疑問を受け取り答えられ

えるようなシステムの開発。これは、ロボット自体には人間の目線を感知する機能はあり

（顔検出と同様の機能）、初期位置に留まっていれば顔検出は容易にできるが、ロボットが

鑑賞者に呼ばれ移動すると鑑賞者の顔の位置を検索し、その方向にカメラを向けなければ

ならない。これについては、今後の課題である。 
今回は、ロボットの頭部を動かすためにパンチルトカメラの運動機構を使ったため、頭部

の動きはかなり制限されたものになっている。今後は、より細かな動きのできる頭部をも

つロボットを用い、さらに検討を進めていきたい。 
人間同士の場合に首振りのタイミングとして指示語の発話時に首を振るパターンも発話

の終わりに次いで多く見られた（26％  図 12より）今回、ロボットの場合でも指示語発
話時にも多くの被験者が反応を見せた、しかしこのロボットには指差し動作ができず、指

差しながらの発話であればより多くの被験者の注意を促せたのではないか。今後指差し動

作を取り入れることも課題になるであろう。 
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