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論文概要 

 本論文の目的は、人とロボットの円滑なコミュニケーションを目指すものである。 
まずは、人と人の説明行為を鑑賞することによって、人のコミュニケーションの方法を

調べる。そして、その結果を基にロボットのシステムを開発し、実際にロボットに実装さ

せて有効であるか検証する。 
 また、人とコミュニケーションをとる際に、ロボットだけでの対応が困難であるときに

は遠隔システムへ移行する。遠隔システムでは、対面コミュニケーションを基本とし、他

にも遠隔操縦者の動きをロボットに反映させるシステムを構築することでコミュニケーシ

ョンを図ることを考える。 
 
本論文ではまず、 
第 1章で、序論として背景、研究の目的と現状の問題点を整理し、その解決法を示す。 
第 2 章では、人間同士の説明行為を、社会学のエスノメソドロジーの手法を用いて分析を
行った結果を示す。 
第 3 章では、人間同士の行動の分析結果より、その知見を生かして開発したロボットの説
明と評価実験の結果について示す。 
第 4 章では、ロボットの自律行動として、人間の反応を見て、対応を変えるロボットにつ
いて示す。 
第 5 章では、ネットワークコミュニケーションについての概要と、ネットワークコミュニ
ケーションのために開発された、GestureMan3.5について示す。 
第 6 章では、ネットワークコミュニケーションを行うための遠隔操作システムについて示
す。 
第７章では結論として、研究の結果と今後の課題を示す。 
 
 
 

Abstract 
 

In this paper, it aims at smooth communications of the robot with human. First of all, 
the method of human's communications is examined by appreciating human and 
human's explanation acts. And, the system of the robot is developed based on the result, 
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the robot is made to actually mount, and it is effective is verified.  
Moreover, it shifts to a remote system when correspondence only with the robot is 

difficult. A remote system assumes facing communications to be basic, and thinks the 
system that reflects other remote control human's movement in the robot is 
constructed, and communications are attempted.
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第1章 序論 

本章では、現在の人間とロボットのコミュニケーションについての問題点などを整理し、

その解決方法を示している。 
 

1.1 背景 

我が国では、ロボットに関する研究開発が盛んであり、多種多様なロボットが開発され

ている。しかし、最新技術の導入により、人とロボットの不適当を助長することや、人間

同士のコミュニケーションを阻害する要因となることがある。 
ガイドロボットの研究をする際には、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を考えなければならない。 
現在、様々なロボットの研究が行われ、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開発されているが、ロボッ

トが単独で人とコミュニケーションをすること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。さらに、ただ単

に大量の情報を与えればよいというものではなく、与えられた情報から必要な情報を如何

に早く得るかということが課題となっている。 
実際、人間の五感の中では視覚から得られる情報が最も多い。そのため、視覚情報を用

いた研究が盛んに行われている。本研究では、視覚情報を基に人とロボットの円滑なコミ

ュニケーションを考える。 
 

1.2 目的 

 
このミュージアムガイドロボットのプロジェクトでは人間にわかりやすく、親しみやす

いロボットの開発を目指している。そのため、人とロボットの円滑なコミュニケーション

を目指す。コミュニケーションを円滑に行うことの一つとして、人間のように頭部を効果

的に動かしながら説明を行うロボットの開発を行う。また、完全自律型ロボットを目指し

ているわけではなく、質問時などロボット単独での対応が困難な場合に、人がロボットに
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代わり説明するようなシステムを開発する。 
人がロボットの代わりに説明することや、遠隔地にいるロボットとネットワークを通じ

てコミュニケーションをとることができるような遠隔操作システムを開発することが目的

となる。 
 

1.3  問題点の整理 

コミュニケーションの方法としては、考えられる状況が 3つある。 
1つは対面コミュニケーションである。人とロボットが向かい合ってコミュニケーション
をとる場合である。これは、同じ環境にいるということで、人が実際に得ている視覚情報

をロボットが得ることと、それを利用して人間の発話意図を理解することが問題となる。

そのため、人間が相手の意図を理解するために、どのような視覚情報を利用しているかを

明らかにする必要がある。また、円滑なコミュニケーションを行うためには、視覚で相手

の情報を得たら、それに応じてロボットの方も行動で表現する必要がある。 
2つ目は、ネットワーク直接コミュニケーションである。人とロボットがネットワークを
通じて他者を交えずにコミュニケーションをする場合である。これは、博物館や美術館へ

体の不自由な人の代わりに行くロボットを例として考える。人とロボットが異なる環境に

いるので、対面のコミュニケーションと同様の視覚情報を得ることを考える。 
最後に、ネットワーク代理コミュニケーションがある。人と人がロボットを媒介として

コミュニケーションをとる場合である。これは、ネットワーク代理コミュニケーションと

同様であるが、更に、ロボットに遠隔地にいる人の動きを反映させることを考える。 
 これを基に、人とロボットが円滑なコミュニケーションを行うための遠隔操作システム

を構築する。 
 

1.4  解決方法 

円滑なコミュニケーションが行われているかどうかということを評価するために社会学

のエスノメソドロジー（人間の行動の方法論に関する分野）における手法（会話分析・相

互行為分析）[1]を利用する。人間同士の依頼場面の観察から人間の発話と行動、環境条件
の間にどのような関係があるかを明らかにする。 
流れとしては、人間同士の依頼場面の観察から、人間の発話と行動、環境条件の間にど

のような関係があるかを、エスノメソドロジーの手法を用いた分析を行い明らかにし、そ
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の分析結果を基にロボットを開発する。そして、開発したロボットを利用し、人とロボッ

トのコミュニケーションの場合に対して、エスノメソドロジーの手法を用いた分析を行っ

て、ロボットのシステムを改良していく。 
対面のコミュニケーションでは、上に述べた流れを用いてロボットを開発していく。ま

た、より円滑なコミュニケーションを行うために、人を観察し、対応を変えることができ

るロボットを開発する。更に、カメラで人を観察して、ロボット単独での対応が困難であ

ると判断した場合に、遠隔から人がロボットを操作できるようにする遠隔システムを開発

する。 
遠隔操作システムでは、筑波大学のグループウェア研究室が開発している、遠隔操作で

博物館で動くロボット（GestureMan3.5[2]）を参考に、対面コミュニケーションのシステ
ムを統合していく。 
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第 2章 対面コミュニケーション  

2.1 エスノメソドロジー 

対面コミュニケーションでは、ロボットが必要な視覚情報を得ることと、それを利用し

て人間の発話意図を理解する必要がある。人間がどのような視覚情報を利用しているかを

明らかにするため、社会学のエスノメソドロジーにおける手法を考える。 
エスノメソドロジーとは、ハロルド・ガーフィンケル[3]が作り出した造語である。人々

(ethno)の振舞い、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、周囲の人々

とコミュニケーションをとっているかを研究する分野である。これにより、人間の意図を

理解するために必要な視覚情報を明からにする。 
 
 

2.2 人間同士の会話分析・相互行為分析 

人間の意図を理解するために必要な視覚情報を明らかにするために、人間同士の説明行

為を観察し、分析する[4]。 
実験は以下のように行われた。 
① 埼玉大学の学生を鑑賞者とし、説明者１人、鑑賞者 1人の鑑賞行為を 3台のカメラで撮
影する。鑑賞行為は、３０分程度の説明２回と１５分程度の説明４回を、それぞれ異な

った鑑賞者に対して行う。 
② はこだて未来大学の学生を鑑賞者とし、説明者 1人、鑑賞者 1人の鑑賞行為を 2回、鑑
賞者２人の鑑賞行為を２回、それぞれ２台のカメラで撮影する。鑑賞行為は、２０分程

度の説明を、それぞれ異なった鑑賞者に対して行う。 
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以上の実験のビデオ映像を会話分析・相互行為分析をもとに解析する。 
会話分析・相互行為分析の結果から、説明者が鑑賞者に対して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。そのポイントと回数を表１に示す。 
 

表 1：実験の結果 

振向くポイント 回数 
話の切れ目 61 
重要な語を言うとき 14 
難しい言葉や数字を言うとき 6 
「これ」などの指示語を使うとき 25 
手のジェスチャと一緒に 41 
訪問者が質問したとき 12 

 
 
最も多くみられたのが「文の終わり」など話が切れる場合である。文の終わり付近で視

線を向けることは「聞き手性の確認」、「聞き手の理解の反応の確認」、「その反応を促す働

き」の３つの働きをしている。 
次に多くみられたのは「指示語」や「ジェスチャ」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。説明者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」として観察する。他にも、強調する語や難しい語の発話時にも、

聞き手の理解を観察するため視線が向けられる。 
説明者は、発話と関係したポイントで視線を向けることで、発話自体を損なうことなく

「受け手性」や「理解」を確認する。そのため、いつどこで視線を向けるかということは

重要なことであることがわかる。 
この分析結果を用いて、ロボットのシステムを開発する。 

 

2.3 ロボットへの実装 

2.2の分析の結果より、ロボットに振向きをさせるポイントを次のように定めた。 
1. 話の終わり 
2. 指示語 
3. キーワード 
4. 専門用語など 
5. 聞き手の質問時 
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表１より、話の終わりや指示語を発話した時に振向きが多くみられることがわかる。ま

た、キーワードを発話した時、専門用語や難しい語など疑問がありそうな言葉を発話した

後にも振向きが行われている。他にも、聞き手の質問時に聞き手に対して視線を向けるこ

とが、聞き手の注意を促すのに効果的であるということがわかっているので、この時も振

向くポイントとする。 
以上のポイントで振向きを行うことが有効であると考え、これを実際にロボットに実装

さる。そして、実装させたロボットと人とのコミュニケーションの様子を観察、記録し、

エスノメソドロジーの手法を用いて分析を行う。 
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第3章  評価実験 

3.1 ガイドロボットの概要 

実験に使用するロボットについて説明する。ガイドロボットは ATR（知的ロボティクス
研究所）によって開発された RobovieR Ver.2（図１）を使用する。全身で全 17の自由度を
持ち、様々な動きを表現することができる。また、カメラや触覚センサ、距離センサがつ

いて周囲の様子を観察することができる。本研究では、さらに胸に 3つのカメラ(図２)を取
り付け、ロボットの前方の広い視界を得られるようにしている。 
 

 

図 1：RobovieR Ver.2 
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図 2：3眼カメラ 

 

3.2 実験の概要 

過去に、人間の分析から得られた知見に基づいて頭部を動かす場合と、全く動かさない

場合について実験を行い、頭部を動かすことが有効であるということがわかっている。 
そこで、今回の実験では、2章で述べた知見に基づいて頭部を動かす場合（以下、提案手

法）と、頭部をランダムに動かす場合（以下、ランダム手法）に分けて行う。 
実験は以下のように行われた。 
埼玉大学の学生 12名の学生に対して、表 2のように場合分けを行い、ポスターAと Bに

ついてロボットが説明を行う。実験の様子をデジタルビデオカメラで撮影し、分析を行う。

実験は 2台のデジタルビデオカメラを使用し記録する。図 3に実験の配置図を示す。また、
実際の実験の様子を図 4に示す。 
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表 2：説明の場合分け 

 先に説明 後に説明 

① A-提案 B-ランダム 
② B-ランダム A-提案 

③ B-提案 A-ランダム 
④ A-ランダム B-提案 

A,B : ポスターの種類 
 
 

 

図 3：実験の配置図 
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図 4：実験の様子 

 

3.3 実験の結果 

ビデオ分析に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 5,6のような結果が得られた。図 5は、被験者がロボットの動

きに応じてうなずきを行った割合と、振向きを行った割合を示している。同調的な振向き

についてはあまり差がみられない。これは、ロボットが行う振向きにつられ、人がロボッ

トを見てしまうからだと考えられる。うなずきについては、提案手法の方がよい割合を示

していることがわかる。うなずきをするということは、相手に対して動きを示すというこ

とである。理解を示す手段であるうなずきに差が見られたことから、提案手法の方がより

有効なコミュニケーションが得られていると考えられる。 
図 5 はうなずきと同調的な振向きを個別に示したグラフであるが、図 6 は聞き手のうな
ずきとロボットへの同調的な首振りが同時に行われた場合の割合を示した図である。提案

手法の方がランダム手法と比べて割合が高いことがわかる。一方で、ランダム手法の値は

ほぼ 0 となっている。この差は、聞き手がロボットと対話的な行為を行っている差である
と考えられる。聞き手がロボットへ同調しながらうなずきを行う反応は、相手に対して理

解を示しているということであるので、より円滑なコミュニケーションが行われていると

考えられる。 
 

 15



 
 

 

図 5：提案手法とランダム手法の違い１ 

(p<0.01、Iは標準偏差) 
 

 

図 6：提案手法とランダム手法の違い２ 

(p<0.01、Iは標準偏差) 
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3.4 実験の考察 

この実験より、人はロボットのどのような振向きに対しても、少なからず反応を示す、

ということがいえる。しかし、人間ガイドの分析から得られた提案手法での振向きの方が、

聞き手のうなずく割合が高く、聞き手はロボットへ理解を示していることがわかる。 
また、ロボットへの振向きとうなずきが同時に行われる割合に差がみられることから、

提案手法の方が聞き手の展示物に対しての注意度や理解度が高く、聞き手が人間のガイド

に行う反応と同様の反応をロボットに対しても行っていることがわかる。 
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第 4章  ロボットの自律行動 

4.1 自律システム 

対面のコミュニケーションでは、できるだけロボット単独で人とコミュニケーションを

とることを考える。例えば、ガイドする物について興味がありそうな人に対しては詳しく

説明し、興味のなさそうな人に対しては簡潔に説明するということである。このようにロ

ボットの自律システムでは、ロボットの行動を周囲の状況に応じて変えることができるよ

うにすることを目指す。 
ロボットの自律行動の一つとして、アイコンタクトをするロボットを開発する。人間の

様子を見て、行動を変える。アイコンタクトについては、ロボットの胸のカメラ（図 2）で
顔認識を行う。ロボットの目のカメラもあるが、ロボットの頭部を動かして説明を行うの

で、目のカメラでは常に人を観察することができない。そこで、胸のカメラを利用するこ

ととする。顔認識ソフトは OpenCVを改良したものを使用する。 
システムについて説明する。また、システムのフロー図を図 7に示す。 
 
１．システムを開始すると顔認識ソフトが起動し、顔の検出を始める。 
２．顔を検出すると、あらかじめ設定しておいた動作を開始する。今回は自己紹介をし、

説明をするかどうか質問する、という動作を行う。 
３．質問をした後も顔を検出したままであるなら、2.3章で述べた提案手法に基づいて説明

を開始する。顔を検出しなかったら説明を終了する。 
４．説明終了後、聞き手に対して、「何か質問がありますか？」と聞き、顔を検出したなら

ば、「係りの者をお呼びします。」と言って、説明終了。顔を検出しなかったら、その

まま終了となる。 
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図 7：システムのフロー図 
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第 5章  ネットワークコミュニケーション 

5.1 ネットワークコミュニケーション 

対面のコミュニケーションを基本とし、ネットワークを利用しても有効なコミュニケー

ションが行えるように拡張する。ネットワークコミュニケーションは、人間とロボットが

ネットワークを通じて、他者を交えずにコミュニケーションする場合（以下、ネットワー

ク直接コミュニケーション）と、2人の人間がロボットを媒体としてコミュニケーションす
る場合（以下、ネットワーク代理コミュニケーション）がある。 
ネットワーク直接コミュニケーションは、身体の不自由な人の代わりに博物館や美術館

へいく場合を例として考える。この場合、対面コミュニケーションの場合と異なるのは、

人間とロボットが物理的に異なる場所にいることである。そのため、そのままの状況では

遠隔地にいる人やその人の周りの環境について情報を得ることができない。そこで、ネッ

トワークを通じて、人間とロボット双方の情報を得られるようにする必要がある。また、

コミュニケーションの方法は基本としては対面コミュニケーションを利用するが、ネット

ワークを通じた場合に特有の問題がないか検討する必要がある。 
ネットワーク代理コミュニケーションも同様に、身体の不自由な人がロボットを通じて、

博物館や美術館を友人と鑑賞するという場合を例として考える。ネットワーク代理コミュ

ニケーションでは、ネットワーク直接コミュニケーションで挙げた問題の他に、ネットワ

ークを通じて人と人が対面コミュニケーションを行うので、遠隔地の人の行動をロボット

に反映させることが必要となる。そのため、この両者の行動を適切に調整する方法を検討

する必要がある。ネットワーク代理コミュニケーションのロボットとしては、共同研究を

行っている筑波大学のグループウェア研究室の GestureMan3.5がある。遠隔操作システム
は GestureMan3.5のシステムを基として、改良していく。次に GestureMan3.5の概要を
述べる。 
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5.2 GestureMan3.5の概要 

GestureMan3.5は図 8のように 3台のカメラを持ち、図 9のようにそれに対応した 3台
のディスプレイがある。遠隔操作システムでは遠隔側とロボット側の二重の環境で、身体

性と予期の問題を考える必要があるということがわかっている。一方の環境で有効なシス

テムが、他の環境では有効とならない場合があるからである。例としては、遠隔指示者が

３つのディスプレイのどれかを向くといった身体的な志向を示しても、ロボットの動きに

反映されず、ロボット側の予期の情報が得られない、ということが挙げられる。 
この解決策として、GestureMan3.5 では、3 台のカメラはロボットの胴体に固定してロ
ボットの頭部の動きと独立したものにしている。そして、遠隔指示者の頭部に磁気センサ

を装着し、遠隔指示者の頭部の動きをロボットに反映できるようにしている。このときカ

メラを頭部に搭載していると、頭部の動きに応じて表示される映像が変化してしまうこと

になるので、3眼カメラを胴体に搭載し、ロボットの頭部は単に遠隔指示者が見ている方向
指示器としての役割のみを果たす。 
また、3面ディスプレイはタッチパネルディスプレイになっており、タッチパネルに触れ
ることでロボットに搭載された遠隔操作型のレーザポインタを使用し対象物を指し示すこ

とができる。さらに、ロボットアームを取り付けられ、遠隔指示者の手の動きをモーショ

ンキャプチャで捉え、連動して動作するようになっている。 
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図 8：GestureMan3.5 

 
 

 

図 9：GestureMan3.5のシステム 
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第 6章 遠隔操作システム 

6.1 遠隔操作システムの概要 

対面及びネットワークコミュニケーションを統合するために、ネットワークシステムを

構築する。6.2 で述べた GestureMan3.5 のシステムを基にネットワークコミュニケーショ
ンを行うための遠隔システムを開発していく。 
遠隔地で操作をしやすくするために視界を広げるために 3 眼カメラと 3 つのディスプレ
イを対応させる。6.2で述べたように、3眼カメラは胸に搭載し、ロボットの頭部は方向指
示器の役割を果たす。図 10に遠隔システムの略図を示し、実際の映像を図 11に示す。 
画像の伝送は現在有線でおこなっているが、最終的に無線で伝送を行う。 
次にそれぞれのシステムについて説明する。 

 

 

図 10：遠隔システム略図
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図 11：実際の映像 

 

6.2 3眼カメラシステム 

まず、ロボットの胸のカメラ（図 12)について説明する。カメラは(株）アートレイの
「ARTCAM-130MI-OP」を使用する。 
カメラを３つ使用し、前方の広い視野をえる。また、3眼カメラにはサーボモータがつい

ており、上下の動きにも対応できるようになっている。 
図 13は実際にカメラの映像を 3面ディスプレイに表示した映像である。かなり広い範囲

を表示できている。 
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図 12：3眼カメラ 

 

 

図 13：3面ディスプレイ 
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6.3 遠隔指示者とロボットの頭部の連動 

次に、遠隔指示者の頭部とロボットの頭部を連動させるシステムについて説明する。こ

のシステムでは遠隔指示者の頭部の向きを得るために、カメラによる顔認識を行う。 
GestureMan3.5 では、磁気センサを用いて頭部の動きを制御していたが、装置が大掛か
りであるため、このシステムでは USBカメラによる顔認識により、ロボットの頭部の動き
を制御することにする。カメラには BUFFALO 社「BWC-35H02」（図 14）を使用する。
カメラを各ディスプレイに配置し、顔を検出し、その情報をロボットに送ることでロボッ

トの頭部に反映させる。 
3つのカメラによる顔認識の例を図 15に示す。 
 

 

図 14：顔認識用カメラ 

  

  
       a：正面                ｂ：左向き 

図 15：３つのカメラによる顔認識の例 
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6.4 タッチパネルディスプレイとロボットの動作の対応 

3面ディスプレイはタッチパネルディスプレイになっている。遠隔指示者がディスプレイ
にタッチするとタッチした方向をロボットが指差すという動作を実現する。 

GestureMan3.5 のようにレーザポインタなどを用いて対象物を示すこともよいが、実際
の環境とロボットの映像から必ずしも正確に対象物を示すことができないことがある。ま

た、本研究室では指示語による対象物の認識[5]なども行っていることから、その技術を導
入することで、ある程度の方向さえ示すことができれば、訂正を繰り返すことで目標の対

象物にたどり着けるという考えである。 
これにより顔の向きによる予期的な行動と、指差しによるジェスチャーを用いることが

でき、対面におけるコミュニケーションの環境に近い環境を作り出すことができる。 
 

6.5 ロボットの状況の表示 

ロボットの背面画像と現在のロボットの動作状況を CG で表示することで、ロボットと
対面している状況と同様の環境を作るシステムについて説明する。これは、主にネットワ

ーク直接コミュニケーションを行う場合に有効であるが、ネットワーク代理コミュニケー

ションにおいても、ロボットと対面している人が見ている環境とほぼ同様の環境を作り出

すことができるので有効である。 
ロボットの背面画像を表示するためのカメラは、現在、顔認識と同じ BUFFALO 社の
「BWC-35H02」を使用しているが、図 11のロボットの背後と図 16の背面画像を見てわか
るように、十分な情報を得られているとは言えない。そこで、より情報を得るために広角

カメラにすることも検討する。 
カメラによって得られた画像とロボットの CG画像を表示することによって、ロボット 1

台で実際にロボットと対面している環境を作ることができる（図 16）。図 16のロボットの
画像は写真である。この写真の画像を実際には CG にし、ロボットの関節情報を得ること
で実際のロボットとの動きを反映できるようにする。 
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図 16：ディスプレイ 
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第 7章 結論 

7.1 結果 

人間とロボットの円滑なコミュニケーションを行う上で基本となる対面のコミュニケー

ションについては、過去の実験と今回の実験の結果を統合することで、適切なタイミング

で振向きを行うなど、基本的なロボットの動きを構築することができた。また、人の顔を

認識して行動を変えるシステムを開発し、ロボットが自律的な行動を行うための基本的な

システムを作ることができた。 
ネットワークコミュニケーションについては、3面のタッチパネルディスプレイやカメラ
など、遠隔操作を行う環境を揃え、顔認識によってロボットの頭部を動かすソフトの開発

を行うことができた。 

7.2 今後の課題 

今後の課題としては、ロボットの遠隔システムの更なる改良があげられる。まだ、環境

をそろえたばかりであるので、これから遠隔操作に必要なシステムを開発していかなけれ

ばならない。第 6 章で挙げた、タッチパネルディスプレイのシステムやロボットに対応し
た CG 画像の表示などから開発していかなければならない。さらに、そのシステムを社会
学のエスノメソドロジーの手法を用いた実験により分析し、システムを改良していく必要

がある。 
対面コミュニケーションでは、さらに有効な方法を検証していく必要がある。ロボット

の自律システムとして、アイコンタクトをするロボットの基本的な部分を開発することが

できたので、エスノメソドロジーの手法を用いて、どのような状況で利用することが有効

であるかを検証する必要がある。第 4 章の例で述べた、興味のある人とない人を見分けて
説明を変える、ということも実験を行い分析、検証する必要がある。 
また、ロボットの自律システムから遠隔システムへの切換えについても考えなければな

らない。切換えのタイミングを自動にするか手動にするか、自動にするならどのような状

況の時に切換えるかといったことも課題になる。
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