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論文概要 
 本論文では，実際の人間同士の相互行為をエスノメソドロジーの見地に基づいた手法に

よる分析し，その分析結果をもとに人間の行動に基づいた人間とロボットのコミュニケー

ションについての基礎検討を行う．検討例として依頼会話中の指示語についての考察，お

よびミュージアムガイドロボットに関する考察を記す． 

 第１章では序論として人間とロボットのコミュニケーションを取り巻く背景について整

理し，関連研究などについて論じる． 

第２章では実際の人間同士の依頼行為・説明行為がどのように行われているかということ

を，エスノメソドロジーの見地に基づいた手法により分析を行う． 

 第３章では，人間からロボットに対する意思の伝達について，生活環境内で動作する福祉

ロボットについて想定し，特に依頼会話中の指示語の指す対象の認識について考察する． 

 そして第４章では，ロボットから人間に対する意思の伝達について，ミュージアムなど

におけるガイドロボットについて考察する． 

 第５章は結論として本論文のまとめと，今後の研究の課題について記した．  

Abstract 

Recently, the robot that works in life environment is researched and developed. For 
the coming aging society, crisis to the human resource shortage has risen. Then, it is 
expected that the robots supplements insufficient talent. However, these robots should 
be communicated by human's way.  

This paper proposes a fundamental consideration about natural smooth 
communication between human and robot. This consideration based 
ethnomethodological analysis result of human behaviors.  

Chapter 1 is an introduction. The background of the research and the problem 
caused there are enumerated here, and the relation research and the solution are 
described.  

Chapter 2 explains the ethnomethodological analysis result of human behaviors in 
communication scenes of actual human situations.  

Chapter 3 proposes a system which recognize object from simplified conversation 
based on the analysis result in Chapter 2. We perform experiments to examine how we 
use simplified conversation. Then, we propose a method of recognizing objects indicated 
by deictic pronouns based on the experimental results.  

Chapter 4 proposes a museum guide robot based on the analysis result in Chapter 2. 
Experimental results show that it is effective for the guide robot to turn its head while 
explaining exhibits.  

Chapter 5 is the conclusion and the future.  
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第1章 序論 
本章では序論として，研究の背景，本研究の目的を述べる． 

 

1.1 背景 
 近年，生活環境内や各所で動作するロボットの研究開発が盛んに行われている． 
 少子高齢化による労働力人口の減少から，人材不足感が高まっている現在，ロボットが

単なるマスコットやペット，ネットワークインターフェースとしてではなく，不足した人

材を補う形で何らかの役目を担い，活動する事が期待されている．人間と直接接触し，協

調して活動するロボットの場合，その使命を全うするためには，人間の意図を理解し，か

つ，ロボット自らが人間に対して何らかの意図を伝え，相互の意思を疎通させる必要があ

る．人間と共生するロボットには，人間との円滑なコミュニケーションを可能とするイン

タフェースが搭載されていることが望まれる． 
 たとえば，生活環境内で動作する自律型の介護用のロボットでは，そのユーザを考える

と，ユーザの意図がロボットにストレスなく利用できなければ，生活をともにするパート

ナーとしても不的確であり，他のロボット以上に意思が容易に伝わるようにするインタフ

ェースの部分が重要であると考えられる． 
 一般的に言って， も容易な意図伝達手段は対話によるコミュニケーションであるが．

例えば，ヨーロッパの大きなプロジェクトである CHIL (Computers inthe Human 
Interaction Loop) においても，対話を通じて依頼のできる介護ロボットが研究された[1]．
また，介護用に限らず，対話を使用してロボットに命令を与える研究は数多くされてきた

[2][3][4]．だが，自然な対話を実現するためには音声処理だけでは不完全である．人間同士

の音声言語によるコミュニケーションにおいては，明確な全ての情報を言語で述べている

わけではないからである．この問題の解決のため，視覚情報を用いて，簡略化された依頼

を補完する研究がされてきた[5][6]． 
 しかし，これまでの研究では実際の人間同士の行動を分析しそこから得られた人間の特

徴を基に考えられていない．簡略発話と行動の関係，指示代名詞の範囲，位置関係等につ

いて，辞書的な意味に基づき設計しており，実際の人間同士の行動の分析はされていなか

った．特に視覚情報による補完や，指示語と依頼者もしくは被依頼者の行為の関連につい

ての部分が人間の実情に沿っていなければ，有効なシステムを作成する事ができないと考

えられる． 
 また，ミュージアムなどにおけるガイドロボットについても，コミュニケーションが不

自然であれば，展示内容よりもそのことの方が意識に強く残ることとなる．展示内容につ

いての的確な説明を行い，利用者の理解に応じた説明を行うことで，優れた解説者となり

うると考え，これまでに当研究室においても研究が進められてきた[7]． 
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 人間同士の会話のように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ために

は，ロボットの頭部を“人間らしく”動かす必要がある．実際，人間は説明行為の 中に

頻繁に顔を動かしている．これはジェスチャ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．

ガイドロボットの解説する対象は当然人間であるので，その首振り動作は人間にとって正

しい動きである必要がある．単純に，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．そのためには首振り動作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． 

  

1.2 問題点と解決方法目的 
これらの問題について共通しているのは，人間とロボットのコミュニケーションにおい

ては，実際の人間のコミュニケーションに合わせた特性を持つべきである，という点であ

る． 
人間同士におけるコミュニケーションを考えるためには，その実際の人間同士の相互行

為を調査，分析する必要がある．人間の行動について，社会調査ではアンケートなどの統

計的社会調査が一般的に行われている，このような質疑応答形態の情報収集方法はあらか

じめ調査する内容が明確に設定可能な場合においは有効であるが，人間同士の相互行為の

ような，集団における秩序といったものを調査する場合には適さない． 
そこで本研究では，人間の特徴を基にして考えるために，実際の介護場面における調査，

人間同士の依頼会話，説明場面に関する調査を行い，人間同士のコミュニケーションがど

のようにして達成されているのか，実際の場面のビデオデータを基に，社会学のエスノメ

ソドロジーの見地に基づいた相互行為分析を用いて検討する．エスノメソドロジーは事例

的社会調査に分類され，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り，集団

が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方法を研究する分

野である．なお，エスノメソドロジーの知見による会話分析に関しては，埼玉大学教養学

部山崎研究室と共同で行う． 
 

1.2 目的 
本研究では,実際の人間同士の相互行為を調査し，エスノメソドロジーの見地に基づいた

相互行為分析を用いて，人間同士のコミュニケーションがどのようにして達成されている

のか分析を行い，その分析結果からの知見を通して，人間の特性に沿った，人間とロボッ

トのコミュニケーションを行うことを可能にするシステムを構築するための基礎検討を行

う事を目的とする．  
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第2章 人間同士のやりとりの分析 
本章では，実際の人間同士の依頼行為および説明行為がどのように行われているかとい

うことを，エスノメソドロジーの見地[8]に基づいた手法により分析を行う． 
 分析対象として，1)学生を被験者とした車椅子使用者と介護者との依頼行為，2) 人間の

解説者と鑑賞者による展示物の説明行為，3) 実際の高齢者介護施設での高齢者とヘルパー

のやりとり，の三つの調査を行った． 

 それらの調査において撮影されたビデオデータから人間同士のやり取りを分析し，人間

同士の依頼・説明プロセスの特徴を探り，ロボットへの実装について検討する． 

 

2.1 エスノメソドロジー 

エスノメソドロジーは，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り，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．これは Garfinkel[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． 

ここでいう人々の方法論とは，人々が日常生活を維持するうえで，「あたりまえ」のよう

になされている行為そのものを指す．その「あたりまえ」のようになされている行為その

ものを記述していくことがエスノメソドロジーの出発点である．ここでいう「あたりまえ

のようになされる行為」は，社会秩序と密接な関係がある．たとえば会話をしているとき，

そこで話されることばは，その場面の社会秩序を記述しているのと同時に，社会秩序を構

築する．こうした社会秩序との循環的な関係を「相互反映性」と呼ぶ．また，「あたりまえ

のようになされる行為」は，状況に応じて意味が変化する．これを「文脈依存性」と呼ぶ． 

たとえば「おはよう」という発話があったとき，「挨拶」であると思うだろう．しかし，

相互反映性と文脈依存性という観点で見ていった場合，必ずしも「挨拶」であるとは限ら

ない．ある「おはよう」に対して「おはよう」というやりとりであるならば，「挨拶」であ

る，ということが観察可能である．だが，「さっき彼はなんて言ったの？」に対して「おは

よう」とこたえたやりとりであるならば，「挨拶」ではないということがわかる．すなわち，

「質問」に対する「回答」である，と見ることができる．このように人々の日常的行為は，

相互反映的・文脈依存的である．エスノメソドロジーは，こうした状況に即した相互反映

性・文脈依存性を持つ人々の実践をみていくものである． 

エスノメソドロジーは，社会調査で一般的に使われるアンケートなどの量的調査（＝統

計的社会調査）に対して，質的調査(＝事例的社会調査)に分類され，調査においては，参

与観察という方法が多く用いられる．つまり，調査の対象となるグループ等とともに時間

を過ごし，”かれらの”社会の見方を知るという方法である．アンケートなどの情報収集方
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法に比べて，質疑応答形態のみにとらわれないため，調査対象となる人々独自の社会秩序

を理解する方法を知ることが出来る．エスノメソドロジーの見地に基づいた相互行為分析

は，ある場面において，「どのようにして」人々がその相互行為を達成しているのか，とい

うことに焦点を合わせている．  

こうしたエスノメソドロジーの姿勢は，人間の特性に沿った，人間とロボットのコミュ

ニケーションを行うことを可能にするシステムを構築するための基礎検討を行うという目

的を達成するうえで，有効なものだと考える．  

 

2.2 社会学的分析 

人間との「自然なコミュニケーション」を達成するためには，介護ロボット自身の人間

へ向けた行動の示し方について研究を進めていかなくてはならない．その点で，今回の車

椅子使用者と介護者との依頼における相互行為，実際の高齢者介護施設における高齢者と

介護者の相互行為，人間の解説者と鑑賞者による展示物の説明における相互行為をエスノ

メソドロジーの見地に基づき分析していくことは非常に有用だと考える． 

これらの相互行為を分析することによって，人間同士がどのようにして相互参照が可能

なかたちで行動をしているのか，ということが明らかになる．得られた知見は，「自然なコ

ミュニケーション」達成への重要な示唆になるだろう． 

なお，記録されたビデオデータを基に相互行為分析するに当たり，参与者の発話や身体

行動などのシークエンスなどの詳細な記録法としてトランスクリプトを作成した．作製に

当たっては[10]を参考にした． 

 

図 2.2.1 トランスクリプトの例 

トランスクリプトにおいて，連続したアルファベットで表現されているもの（TTT，
AAA など）は，視線の向きである．また，「...」は視線の移り変わりを示し，「手を伸ばす」

という言葉の下にある実線は動作の継続を示す．この図 2.2.1 で示した例の場合，B とい

う参与者が， 初に T へ視線を向けており，途中で A に視線を向けなおしたことを示す． 
そしてここでは，B の視線の動きとA の発話は同一の時間軸において表現されている．

つまり，A が「そういえば」と話し始めたことで，B はそれまで T に視線を向けていたの

を，A に向けなおした，ということを意味する．なお，詳しくは文末のトランスクリプト

表記法一覧も参照されたい． 
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2.3 車椅子使用者と介護者との依頼行為 

車椅子使用者と介護者の２名１組で，車椅子使用者が介護者に依頼する場面を調査した． 

  

2.3.1 実験方法 

被験者は学生２名１組とし，一方に車椅子に乗り操作する被介護者役，もう一方はそれ

を支援する介護者役とする． 

一般的な居室を模した部屋を実験に使用する環境とした．具体的には，冷蔵庫，電子レ

ンジ，テレビ，ビデオ，オーディオといった家電用品，電子レンジ調理食品，カップ麺，

お菓子，飲み物，等の飲食物と食器類，新聞，雑誌，CD など，さらにそれらを収納，配置

する棚類などを用意した．実験居室の配置を図 2.3.1，実験風景を図 2.3.2 に示す． 

８組計１６人の被験者に，１組１０分程度ずつこの実験居室内で行動してもらい，それ

を撮影した． 

実験前のインストラクションでは，簡単な車椅子の練習，実験部屋の用意についての説

明，また，「一人でやるのが大変だと思ったらなんでも介護者に頼むように」と指示した． 

 

 

図 2.3.1 車椅子使用者と介護者との依頼行為実験における実験居室の配置 
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図 2.3.2 車椅子使用者と介護者との依頼行為実験における実験居室の風景 

2.3.2 実験結果 

 車椅子使用者と介護者はどのように言葉と動作を用いて依頼行為をしているのか，調査

によって得られた実際のビデオデータから，車椅子使用者が依頼をしているシーンを基に

示していきたい． 
 
2.3.2.1 指さしと志向 
 介護者への依頼をする際に，対象に対して指さしを行う事が多く見られた．依頼発話と

同調した指さしがどのように行われているかを示す． 
 

 

図 2.3.3 指さしと志向① 

 

図 2.3.4 指さしと志向② 
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図 2.3.5 指さしと志向③ 

 

図 2.3.6 指さしと志向④ 

 

図 2.3.7 トランスクリプト 2.3.1 

この図 2.3.3～2.3.7 のシーンでは車いす利用者が介護者に対してティッシュをとること

を依頼している．車いす利用者すなわち依頼者を N，介護者すなわち被依頼者を C として

いる． 
まず，N は C に対して「ティッシュでも取りましょうか」という発話とティッシュの方

向への指さしを同時に行っている．この時，「ティッシュがある場所」については指さしに

よって示しているため，それを省略した依頼発話となっている． 
この依頼を受け，C は指さされた方向，このときはティッシュのある方向に移動している

（図 2.3.3）． 
そして，N は C の動きを見ようとする．これは，自分の依頼を C が理解したかを知るた

めであるが，しかしこのとき C は N の左側の死角におり，N が振り向いた側から C の動き

を確認できない．そのため，指さしは行われ続ける（図 2.3.4）． 
N は C の動きを確認できなかったため，再びティッシュの方向に視線を戻す．そこで初
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めて，C が N の指さした方向へ動いていることを確認する（図 2.3.5）． 
そこでようやく N と C の志向が重なり，さらにお互いに重なったということを理解する

（コミュニケーション・チャンネルの確立）． 
お互いのコミュニケーション・チャンネルの確立の後，N は依頼内容が C によって正し

く理解されたか，ということを見る．この段階になり，N は指さしをやめる（図 2.3.6）． 
 以上の分析から，依頼発話に指さしなどの動作が加わることで発話が簡略化されるこ

とがある，ということと，さらに依頼者による指さしは，依頼者，被依頼者間のコミュニ

ケーション・チャンネル確立の確認まで継続される，ということが見られた． 
 
2.3.2.2 指示語と指さし 
 ビデオデータを通して，指さし等を伴う依頼発話において，指示語などを用いて依頼発

話が簡略化される場合が多い事が分かった．ここでは介護者がその簡略化された発話につ

いて理解できなかった際に，聞き返しが行われた場合に依頼発話や指さしの変化していく

様子を示す． 
 

 

図 2.3.8 指示語と指さし① 

 

図 2.3.9 指示語と指さし② 

 

図 2.3.10 指示語と指さし③ 

 

図 2.3.11 指示語と指さし④ 



 16

 

図 2.3.12 トランスクリプト 2.3.2 

この図 2.3.8～2.3.12 のシーンでは車いす利用者が介護者に対して明和電気画報というビ

デオを再生する事を依頼している．ここでも車いす利用者すなわち依頼者を N，介護者す

なわち被依頼者を C としている． 
まず，N は C に対して，自分と相手の志向を重ね合わせるため，「その」という対象物を

示す指示語の発話と指さしを同時に行っている（図 2.3.8）． 
そして C が N の指さす方向を向き，尚且つ「笑う」という反応を示す．これは N の志向

と重なったことを示しており，N はそれを確認した上で 3 行目の「えーと明和電気画報で

も見ましょう」という依頼発話を行う．N は依頼発話がなされたと見なし，そこまで継続

していた指さしを，止めようとする（図 2.3.9）． 
しかし，C から「なになになに」と聞き返しが行われる．これは，N が指さしと「その」

という指示語とによって示した「明和電気画報という何か」が C にはわからなかった事を

示している． 



 17

そこで N は指さしをやり直し，かつ「ビデオがありますよね」と，より具体的に述べる

（図 2.3.10）．ここで，指さしと「その」という指示語によって省略された「明和電気画報

という何か」が「ビデオ」を表す言葉だったということがわかる．しかし，それでもすぐ

に C が N の依頼を達成することができない姿を見て，N は指さしを継続しつつ，「赤いや

つ」と，さらに具体的な特徴情報を付加する．そして C が，N の意図した対象を手に取っ

たところで N は指さしをやめるのである（図 2.3.11）． 
N は指さしにより大まかな志向の方向を示し，「場所」についての発話を簡略化した．し

かし，指さしにより簡略化した部分について聞き返しが行われた場合，簡略化された情報

や他の「対象物の具体的特徴情報」が付加される．その際，指さしは継続して行われるが，

この指さしは志向を一致させるための行為から，対象物を強調するための行為へと意味が

変化したことも示している． 
 

2.3.3 依頼行為に関する知見 

多くの場合，依頼者が依頼行為を行う時には，まず依頼発話と同時に視線を向ける，体

の向きを変える，指さしをするなどといった動作を行う．その上で，前節で述べたような

形でコミュニケーション・チャンネルの確立が確認され，一つの依頼行為が成立する． 
そして，その依頼行為に対する被依頼者の応答はいくつかの種類に分類される． 
 まず考えられるのは，依頼された内容が被依頼者にとって明瞭であり，スムーズに依

頼が行われ，そのまま遂行される場合である． 
 つぎに，依頼された内容に対する拒否が考えられる．この場合，依頼行為のシークエ

ンスはこの時点で終了する． 
 そして，依頼された内容が被依頼者にとって不明瞭であり，かつ依頼された内容に対

する拒否を行わない場合が考えられる．この場合，聞き返しが行われる．聞き返しについ

ては以下の 6 種類の要件があるとされる[11]． 
1) 内容的な限定を持たない聞き返し 
2) カテゴリ限定的な聞き返し 
3) トラブルの元を引用しつつ，その位置を限定する聞き返し 
4) トラブルの元を引用しつつ，その内容，意味を聞く 
5) 繰り返し 
6) 理解候補の提示 
このような聞き返しを経て依頼が遂行される． 
しかしいずれの場合でも，被依頼者が実際に依頼を遂行するかどうかより，遂行するだ

ろう，もしくはできないだろう，と依頼者に思わせる行為がある事が重要である． 
以上の分析を元に，人間の依頼を理解する福祉ロボットに実装する場合について考察す

ると，特にコミュニケーション・チャンネルの確認や依頼内容の分析，ロボットから依頼
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者への聞き返しに関して，今回の分析で得られた知見を利用できると考えられる． 
例えば，前者であれば，依頼者の視線や動作を感知した際に，依頼者に見えるような形

（視線を返す，頷く等）によって依頼者の行為を認知していることを示すことによって，

依頼をしやすいようなシークエンスを形成することが可能であると考えられる．さらに認

知していることを示した後，依頼者の指さしや視線などから志向を認識し，ロボットが自

らの志向を依頼者の志向と重ね合わせる事が可能になれば，よりスムーズにコミュニケー

ション・チャンネルの確立を果たすことができると考えられる． 
後者であれば，まず場所情報については依頼発話とそれに伴うジェスチャの志向や視線

の志向を認識し，その情報を基にロボットの視覚情報と組み合わせて処理をした結果から

得ることができると考えられる．さらに依頼の遂行に対する情報が不足していた場合，そ

の不足であった情報を依頼者に提示することができれば，依頼者はその不足である情報の

再提示がうながされ，結果的により正確で完全な情報を得ることができる．その際，不足

とする情報の種類は，ロボットにとって認識できる種類にすることが重要である．例えば

相対的な位置や，色，形状，大きさ等の画像処理により得ることができる内容は認識しや

すいが，その対象のカテゴリ（食べるもの，遊ぶもの）味覚や嗅覚などのロボットが認識

できない感覚などは，単純な画像処理などから認識することができない．この場合，カテ

ゴリや感覚などについての情報から形状などの視覚情報を検索可能なデータベースを構築

する事で解決できると考えられるが，単純に環境内に存在しうるすべての物品を考えてし

まうと膨大なデータベースとなり，作製や検索に多大な労力を費やす事となってしまう．

実用的にするためには実際にその環境に存在するものに限定する，学習により習得する等

の方法が望ましいと考えられる．さらに，ロボットにとって処理が不可能な場合，処理不

可能な原因が依頼者により簡単に解決可能であるならば，処理不可能な原因を依頼者に提

示することにより，処理不可能な状態を取り除き，依頼の遂行を行う事ができる．処理不

可能な状況が取り除けない場合，そもそも依頼内容を遂行する能力がロボットにない場合

には，処理不可能である旨を依頼者に提示する必要がある． 
これらのアプローチにより，ロボットによるより正確な依頼行為の遂行が期待され，ま

た，依頼内容が遂行不可能な場合でもそれを依頼者が知ることができ，円滑なコミュニケ

ーションを行うことができる． 
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2.4 人間の解説者と鑑賞者による展示物の説明行為 

人間の解説者による展示物の説明場面を調査した．異なる場所，被験者による二種類の

調査を行った． 

 

2.4.1 調査方法 

1 つ目の調査（以降説明行為調査１と呼称）は，埼玉大学 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．解説者は展示物である古代の瓦の研究者であり，鑑賞

者は学生である．解説者には展示物の説明を 30 分程度で 2回，15 分程度で 4 回，異なった

鑑賞者に対して行った． 

その様子を 3 台のビデオカメラで記録した．解説者，鑑賞者，展示物，カメラの配置を

図 2.4.1 に，それぞれのカメラからの画像を図 2.4.2，図 2.4.3，図 2.4.4 に示す． 

 

 

 

図 2.4.1 説明行為調査１における配置 

 

図 2.4.2 説明行為調査１における風景 
カメラ１からの映像

 
図 2.4.3 説明行為調査１における風景 

カメラ 2 からの映像 

 

 
図 2.4.4 説明行為調査１における風景 

カメラ 3 からの映像 
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2 つめの調査（以降説明行為調査 2と呼称）は，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った．解説者はその写真の撮影者であり，鑑賞者は学生であ

る．解説者には展示物の説明を 2０分程度で 4回，それぞれ異なった鑑賞者に対してして行

った．そのうち 2 ケースは鑑賞者が 2 人である． 

その様子を 2 台のビデオカメラで記録した．解説者，鑑賞者，展示物，カメラの配置を

図 2.4.5 に，それぞれのカメラからの画像を図 2.4.6，図 2.4.7 に示す． 
 

 

図 2.4.5 説明行為調査 2 における配置  

 

 
図 2.4.6 説明行為調査 2 における風景 

 カメラ１からの映像 
 

 

図 2.4.7 説明行為調査 2 における風景 カメラ 2 からの映像 

 

2.4.2 調査結果 

 調査によって得られたビデオデータから，解説者と鑑賞者がどのような相互行為をして

いるのか，特に会話内容と視線（頭部動作）の関係に注目し，分析した結果を以下に示す． 
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2.4.2.1 文末での視線 
 会話内容と視線に注目した場合，文末において解説者が鑑賞者に視線を移行するシーン

が多く見られた．これより分析していくシーンは説明行為調査１において撮影されたビデ

オデータである． 
 

 

図 2.4.8 文末での視線の移行① 
 

図 2.4.9 文末での視線の移行② 

 

図 2.4.10 トランスクリプト 2.4.1 

この図 2.4.8～2.4.10 のシーンでは瓦の製作工程を説明している．解説者を G，鑑賞者

を B としている．このシーンで，Gは「これを今度焼くんですね」という発話において，文

末に近い部分で B に視線を向けている． 

このように，文末直前で視線を向ける例は数多く見られたが，文末直前の部分で視線を

向けることは，一つには「聞き手性」の確認であると考えられる．人間の場合，自分が話

し手であるとき，しばしば聞き手に視線を向け，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，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[12]．話し手は，聞き手が「聞き手性」を示されな

いと話し手になることができないため，「聞き手性」を示しているかどうかを周辺的な視野
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で観察しつつ，聞き手が「聞き手性」を示した後に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と考えられる[13]． 

しかしこの場合，より注目するべきなのは，この G の発話した文は「焼くんですね」ま

でを聞くことで，文全体の内容が理解可能であるということである．つまりここから，聞

き手が発話の内容に関する理解を示すことが可能となるのである．G は自分の発話した文が

「焼くんですね」で終了した後，視線を B に向け続けている（図 2.4.8）．G は文末で視線

を向けることで聞き手の「理解」を観察し，さらにその文が聞き手に宛てたものであるこ

と，聞き手の「理解した」という反応を待っていることを同時に行っているのである． 

しかし，このシーンでは，B は理解を示すような行為をしていない．Bは G に長く視線を

向けることで，発話を聞いてはいたものの内容が理解ができていないということを示して

いるのである．それに対し G は一旦視線を反らしながらも「窯で」と補足の説明を発話し

ている．これにより G は聞き手の視線を「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，はじめて聞き手は「あー 」とうなずき，理解を示してい

る．Ｇは視線を交錯させることでＢの「理解」を観察していた事をＢに示した後に，視線

を反らしている．聞き手が示した「理解」を G が確認し，その上で「今回は」と次の発話

に移っていることが観察できる（図 2.4.9）． 

文末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． 

 

2.4.2.2 指示語とジェスチャと視線の関係 
 つぎに，指示語やジェスチャ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．

これより分析していくシーンは説明行為調査 2 において撮影されたビデオデータである． 

 

 

図 2.4.11 指示語とジェスチャと視線の関係① 

 

図 2.4.12 指示語とジェスチャと視線の関係② 
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図 2.4.13 トランスクリプト 2.4.1 

この図 2.4.11～2.4.13 のシーンではほこらへのおそなえものについて説明している．解

説者を G，鑑賞者を H としている． 

このシーンでは，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が，それよ

り前に，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 2.4.11）．

この場面では，写真の特定の部分（このシーンではおそなえものの食べ物）を指差すこと

により，G の志向が，展示物のより細かい部分へと移行していること示されている．それに

対し聞き手 H は，「おそなえもの」という発話の時に，G が指差しに対して体を乗り出す動

作をしている．この動きは，展示物に関する G の志向の変化に対応した動きである． 

そして，G は指差しの後に H へと視線を向け，指差された対象へと Hが志向を示している

姿を観察している（図 2.4.12）．ここでの H の動きは，志向の共有を維持する方向に身体の

姿勢を変えていることから，「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 H の体勢が「聞き手性」表示となっていることは，G が約２秒の間，すなわち H が姿勢を

変え終わるまで待っていること，そして姿勢の変化後に H から視線をそらしはじめ，「で」

と次の内容の発話を開始しようとしていることからも観察できる． 

 

2.4.3 説明行為に関する知見 

 上記の分析から，解説者が視線を向ける発話上のポイントを考える事ができる． 
ひとつは文（発話）の終わりの部分の前後である．この部分は，会話分析／相互行為分

析において，発話の移行の適切となる場（TRP）といわれている．この，TRP で聞き手に

対して視線をむけることは， 
1)聞き手性の確認 －聞き手が話を聞いているかどうか 
2)聞き手の理解の反応の確認 －聞き手が話を理解しているかどうか 
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3)上記の 2)の反応を促す働き －聞き手が解説者に理解度を伝えることを促す 
の，３つに関わっている． 
 解説者が視線を向けるもうひとつのポイントは，その解説において重要な単語や専門用

語などのキーワード等を発話するときである．キーワードにおいて視線をむけることは，

その用語が重要な単語であり，聞き手の理解を期待するという意図を示す．解説者は，キ

ーワードの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，発話自体を中断する

こと無く「聞き手性」や「理解」の観察をすることができる． 

さらに，指示語の発話においても解説者は視線を向ける．指示語は展示物に対する志向

の変化を促す意味を持つ．また，ジェスチャを伴う指示語の場合，必然的に共有空間にお

ける志向の変化を示す結果になることが多くなる．指示語およびジェスチャは，これまで

解説した箇所から離れた箇所に志向を変化させたい場合や，展示物ないのより細かい箇所

へと志向を変化させたい場合，より注目してもらうために再度志向を向けさせたい場合な

どに多く用いられる．このような指示語を伴う発話においては，指示語の意味が明らかに

なったときに，話し手が視線を向けている．解説者はその直後に視線を向けることによっ

て，聞き手が志向の変化に対応する動作をしている様子を観察することができる． 

 以上の知見から，解説者の視線向き，言い換えれば頭部の向きとその動きには，発話の

内容に応じたより効果的なタイミングがあるといえ，また，指示語に指さしなどのジェス

チャを伴う場合の頭部の動きとジェスチャの関係についても，効果的なタイミングがある

といえる．それはすなわち，いつどこで視線を向けるか，ジェスチャを行うかが重要であ

ることを示している． 

 以上の分析を元に，ガイドロボットの動作について考察すると，解説内容（実際の展示

物やその位置関係，解説文の内容など）に応じた視線の向き（＝頭部の動作）とジェスチ

ャを行うこと，聞き手の「聞き手性」の判別，聞き手の理解の判別等が行える必要がある

と考えられる． 
 頭部の動作に関しては解説文等から考えられる TRP に応じた動きをする事で，聞き手に

対して内容関する理解の反応を促す事ができ，発話の移行が行われることを伝えることが

できる．ジャスチャについても，志向の変化が必要な場面において適切な方向に行うこと

で，聞き手の志向を解説内容の意図した箇所に変化させる事ができる． 
 聞き手性の判別を行う場合，人間は周辺視野によっても行っているが，ロボットの場合，

カメラの画角は人間の視野に比べるととても小さいため，頭部にカメラを搭載すると判別

を行うことが困難となる．そのため，人間に視線の向きを意識させるための頭部とは別に，

目立たない位置に聞き手を観察するためのカメラを設置する事が考えられる．このカメラ

を搭載することによって，視線の向きと無関係に聞き手を観察することが可能となり，人

間では不可能な場面でも聞き手性と聞き手の理解の判別が行える． 
 以上のようなアプローチから，内容に応じた解説を行う事ができ，多くの場面で聞き手

を観察することと併せて，聞き手の理解を促し，負荷を軽減する事ができると考えられる． 



 25

2.5 高齢者介護施設での高齢者とヘルパーのやりとり 

高齢者介護施設における，一日の高齢者とヘルパーとのやり取りを調査した[14]． 

 

2.5.1 調査方法 

 埼玉県深谷市の深谷南地域福祉事業所「だんらん上柴」の高齢者介護施設にて行った．

施設内における日常生活の様子をビデオ撮影した．ビデオは高齢者がトレーニングに使用

するリハビリルーム（図 2.5.1），大人数で囲めるテーブルがおいてあるリビングルーム（図

2.5.2）等に設置した． 
 

 
図 2.5.1 リハビリルーム 

 

 
図 2.5.2 リビングルーム

2.5.2 調査結果 

 高齢者と介護者はどのように相互行為をしているのか，調査によって得られたビデオデ

ータの中から，高齢者と介護者が協同的に作業を達成するシーンについて，協同作業が高

齢者と介護者がお互いの予期的行為を参照しつつ達成されていた.ここではいくつかの例を

簡単に示す． 
 
2.5.2.1 予期的な調整行為 
高齢者と介護者双方の予期的な調整行為が相互に参照された例を示す．図 2.5.3 のシーン

は，高齢者がパイプ椅子に何かしようとするのを，介護者が手伝うシーンである． 
まず，図 2.5.3 では，高齢者がパイプ椅子に手を伸ばしているところを介護者が見て，手

をパイプ椅子の方に向けながら歩み寄っている行為が，高齢者にとって「介護者が自分の

作業を手伝おうとしている」と予期させるものとなっている．それは，高齢者がパイプ椅

子に手を触れた状態で動きを止めている，という事からもわかる．この「動きを止めて待

つ」という行為は，介護者の動作を理解した行動であり、高齢者の作業に介護者が参与す
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ることを可能にする．さらに，この「動きを止める」ということは，介護者にとっても，

高齢者がパイプ椅子を待っているという事を予期させる「予期的行為」となっている． 
このように，高齢者と介護者双方の「予期的な調整行為」というものが相互に参照され，

図 2.5.4 のような協同作業が安全に達成される． 
 

 

 
図 2.5.3 椅子① 

 
図 2.5.4 椅子② 

 
 
2.5.2.2 参与の移行 
次のシーンでは「依頼」として行為が達成されるわけではないが，介護者の参与を誘引

するような行為について見ていく． 
このシーンでは，B が箱から取り出したポケットティッシュ（P と示す）の中からティッ

シュを取り出そうとしている．ここで，B は顔を A（介護者）の方に向けている．この時点

では，B の関心は A の話にあると周囲に見られているため，B の「ティッシュを取り出そ

う」とする行為に対して，誰も参与しようとはしていない． 
しかし，図 2.5.5 まで B は関心を A に向けていたが，ポケットティッシュの方へと視線

を移す．この時点で，B は作業している手と身体の向き，そして顔の向きをポケットティッ

シュの方に向けることで，周囲に自分の関心の所在が移ったことを示す（参与の移行）．そ

して，図 2.5.6 で示されるように，中々ポケットティッシュの中身を取り出せない B は，ほ

んの一瞬作業を止め，ポケットティッシュをいったん置く．この行為が，B の右横に座って

いる C には，「B がトラブルに陥って」いて，「手伝って欲しいということを示している」

ように映る．そして C はそれに対する予期的な調整行為として，いったん置かれたポケッ

トティッシュに向かって「身を乗り出す」（図 2.5.7）という行為をする．だが，このような

「予期的な調整行為」をした後で，実際に「ポケットティッシュの中身を取ることを手伝

う」ために C は手を出すが，結局 B が独力でポケットティッシュの中身を取り出すため，

C は出しかけた手を引っ込める． 
このシーンの分析のように，被介護者が結果的に依頼をせず，ポケットティッシュの中
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身を自分で取るということを達成した場合でも，介護者が高齢者に対して参与を示す予期

的行為を表出させる際には，参照した高齢者の調整的な行為がある．この場合は B の「動

きを止める」という行為である．それが C にとって「参与を誘引するもの」であり，また

「依頼」として解釈されているということである． 
 
 

 
図 2.5.5 参与の移行① 

 

図 2.5.6 参与の移行② 

 

 
図 2.5.7 参与の移行③ 

 
 

 
 

 
図 2.5.8 トランスクリプト 2.5.2 
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2.5.3 介護施設における知見 

上記の分析から，自律型の介護ロボットについて考えた場合，ロボットが持つべき機能

は以下のようになると考えられる． 

1)高齢者による，介護者の介助を誘引するような予期的な調整行為を検出すること 

2)高齢者の行為を検出してすぐに介助をするのではなく，行為に入ることがわかる「予期

的な調整行為」をし，参与を示す 

3)この予期的な調整行為に対して，高齢者が，介護ロボットの参与を可能にする姿勢をと

ったときにはじめて，介護ロボットと人間は作業を協同で達成する 

高齢者の予期的な調整行為の検出を実現するためには，視覚情報の中から有意な情報を

識別する必要がある．今回の分析おいては特に「動きを止める」という行為がみられた．

高齢者の動き把握し，動きを止めたことを認識することは，予期的な調整行為を識別する

上で重要である．さらに，その「動きを止める」という行為が介助を誘引するための予期

的な調整行為であるのか，それ以外の理由によるものかを判断する必要があるとも考えら

れるが，3)のプロセスを経ることにより，その判断を保留することができる．これにより

介助を誘引する予期的な調整行為に当たるかについてのみ識別すればよい事になる． 

また，ロボットが高齢者に対して予期的な調整行為を示すためには，どのような動作が

より効果的に参与を示すことができるかを検討する必要がある．人間対人間の相互作用を

観察することと平行して，ロボット対人間の相互効果について検討し，ロボットの身体の

動作，音声の発話，場合によっては効果音の発音やランプ，ディスプレイなどへの表示を

含め，具体的な動作を決定し，さらにその動作の有用性を検証していく必要がある．その

際，上記のように実際の人間には不可能な，ロボット独自の動作も考えられるが，相互効

果を検証しながら導入していく事も考えられる．3)のプロセスへとスムーズに移行を促す

ためにも，動作の有用性の検証は十分に行う必要がある． 

3)について，人間の場合，介護者からの予期的な調整行為を認識した高齢者は，さらに

予期的行為を続けていることが認められた．ロボットにおいても，高齢者が，実際に依頼

したいと考えているときには，ロボットからの予期的な調整行為を認識した上で，さらに

予期的行為を続けると考えられる．1)の識別とは異なる，ロボットの予期的行為に応じた

際の高齢者の予期的調整行為を識別する必要がなる．こちらの識別については，そのまま

作業へと移行していくため，誤認識は極力さける必要がある．さらに，参与を可能にする

姿勢については作業の内容に対応するため，多くの姿勢が考えられる．利用時の安全性の

面からも，介護場面に関する入念な調査，分析を行い，さらに実際の介護者から，安全な

姿勢と作業についての指導を受ける必要があると考えられる． 

このような「予期」を支援するシステムを開発することは，介護ロボットと人間との自

然なコミュニケーションを達成するためには，必要なことであると考えられる． 
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2.6 ロボットのコミュニケーションに関する検討 

人間同士のコミュニケーションがどのように行われているかの分析を通して、それらの

知見を基にロボットへの実装について検討した。その結果、いくつかの問題点が顕在した。

それらの問題点について整理した上で、システムを実装するための調査、検討を進める． 
特に多義性と不確実性の問題は随所で見られた問題である。人間同士のコミュニケーシ

ョンではしばしば、被依頼者に対して依頼内容やその対象を予期させる行為をとる事によ

って依頼発話を省略する事がわかった。それらの行為の中には、見かけ上同様な行為であ

るが、依頼内容が異なるというケースがある。例えば 2.5 節に挙げた高齢者介護施設で見

られた 2 つの事例で、外見では同様な「動きを停止する」という行為を行っているが、そ

れぞれの依頼は「パイプ椅子の移動」と「ティッシュの取り出し」と、全く異なる依頼で

ある。このように、同じ行為でありながら、その意味は多義性をはらむ場合がある。 

また、調査においては依頼行為ごとに分析を行ったため、各行為が依頼のために行われ

ている事は容易に判別できたが、外見が同様でありながら、依頼行為となっている場合と

ならない場合があり、一つの行為を依頼行為と見なす事には不確実性をはらんでいる。こ

れらの場合において、画像処理のみを用いたシステムにおいては、依頼行為であると認識

し、その意味を一意に決定し理解することは困難であると言える。この問題を解決するた

めには、同様に見える行為群を分析し、差違を発見すること、行為の前後におけるやりと

りや周囲の情報を獲得、蓄積し、それを基に依頼行為と内容を判断すること、依頼者の日

常的な行為と周囲の情報を獲得、蓄積し、その内容を基に依頼者ごとの依頼行為の特質を

理解すること、等が必要だと考えられる。 

以上のように、問題点を鑑みた結果、その解決のための手法の実現には多くの課題が残

るため、本論文においてはこれらの問題の影響が比較的少ないと考えられる、依頼会話中

の指示語の指す対象，特に指示語の範囲と訂正時のやり取りについて、および、比較的に

一方的な意思の伝達であるガイドロボットについての 2 つに主軸を置き、システムを実装

するための調査、検討を行うこととする。 
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第3章 依頼会話中の指示語の指す対象の認識 
本章では，人間からロボットに対する意思の伝達について，生活環境内で動作する福祉

ロボットについて想定し，特に依頼会話中の指示語の指す対象の認識について考察する． 

 先に述べた調査の分析に関する知見に加え，より具体的な人間同士の会話実験の結果を

もとに，これまでの研究では辞書的な意味や研究者の経験で判断されていた現象について

の確認を行い，さらに，会話中の簡略発話の特性，特に指示語の範囲と訂正時のやり取り

について調べ，これを基に指示語範囲決定マップと対話による解決を行う枠組みと動作に

ついて検討する． 

3.1 あらまし 

 生活環境内で動作する福祉ロボットのヒューマンインタフェースとしては，音声対話に

よるものが有望であることは，これまでに述べた． 

しかし，先に述べた調査の分析に関する知見から，自然な相互行為を実現するためには

音声処理だけでは不完全であるということもここまでの知見により分かっている．人間同

士のコミュニケーションにおいては，常に明確なすべての情報を言語で述べているわけで

はなく簡略化されることが多いことを述べたが，それはつまり，文章自体が理解できても，

「それ」「これ」について，実際の対象が認識できなければ，依頼を遂行することはできな

いということである．この種の問題を解決するために，これまで視覚情報を用いて，簡略

化された依頼を補完する研究がされてきた[5][6]． 

これまでに，本研究室の Zaliyana らが行った研究[6]では，研究者の経験や辞書的な意

味から予想された発話や行動の分類を前提として研究が行われた． 

しかし，これらの分類は，実際の人間同士の行動を分析しそこから得られた人間の特徴

を基に考えられたものではなかった．簡略化された発話の補完や，指示語と依頼者もしく

は被依頼者の行為の関連についての部分が人間の相互行為に沿っていなければ，有効なシ

ステムを構築する事ができない． 

指示語について，杉山らは話し手と聞き手２者間と対象の位置関係から，「あれ」「それ」

「これ」のうちそれぞれどの指示語を使用するべきかを決定するマップを作製した[15]．

このマップでは，「あれ」「それ」「これ」のエリアが分けられているため，対称の位置によ

ってどの指示語を使用するか決定すること，つまり位置情報から指示語に変換する用途に

向いている．しかし逆に，指示語により指し示される対象の範囲について考えた場合，つ

まり指示語から位置情報へと変換を行う場合，同様のマップがそのまま利用できるとは考

えづらい．なぜならば，指示語を使用する際にはそれぞれの指示語の利用範囲が重なる部

分があり，上記のマップにおいては切り捨てられた部分もあったが，対象の探索を効率的

に行うためには必要な情報であると考えられる．「あれ」「それ」「これ」に対してそれぞれ
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一つずつのマップを作製するべきである．それらのマップを作製するため，実際に依頼者

がそれぞれの指示語を用いて指し示す範囲について検証を行うための，より具体的な人間

同士の会話実験を行った． 

さらに，依頼行為においては，実際に依頼を遂行するかどうかの問題ではなく，被依頼

者がどの程度理解したか，ということを示すというプロセスがあり，依頼者によって何ら

かの修復が提示される可能性をはらんでいる[11]．これまでの研究では誤認識した際の訂

正方法について考えられていなかった[5][6]．そこで，上記の会話実験から，訂正に関わ

る結果を検証した． 

 以上の検証から，依頼会話中の指示語の指す対象を認識するシステム[16]について考え

る. 

3.2 人間同士の依頼会話に関する実験 

指示語の範囲と位置関係，および受け手に誤って認識された際の訂正方法について調べるた

めに行った，人間同士の依頼会話に関する実験について述べる． 

3.2.1 実験方法 

この実験は人間２人を指示者と受け手に分け，ランダムに指定される対象物を受け手に伝え

るよう指示し，その際に使用される簡略化発話について，および誤認識発生時の訂正に関して

の調査を行うものである． 

図3.2.1のような，1～25までの数字が書かれた札25個を，5×5行，均等に，以下の図3.2.2のよ

うに配置する． 

コンピュータは受け手には見えないように設置され，札の番号に対応する1～25までの数字を

ランダムに表示し，指示者に伝える． 

実験を行う広さは，図3.2.2中の黒枠が示す枠が，八畳相当である3.6m四方と，二畳相当であ

る1.8ｍ四方，二種類について行う．  

   

図 3.2.1 対象の札 

 

図 3.2.2 受け手・指示者・札の配置 
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実験の手順は以下の通り行った． 
①コンピュータの画面上に，札の番号に対応する1～25までの数字をランダムに表示する． 
②指示者はこれを見て，受け手に対してどの札が表示されているかを伝える． 
③受け手は指示者からの指示を基に，どれが目的の札であるかを予想して答える． 
④受け手に正しく伝わらなかったときは，正しく伝わるまで指示者は訂正を行う． 
正しく伝わったときには，コンピュータを操作し，次の指示に移る． 
⑤①から④の手順について，制限時間（45 秒）が終了するまで繰り返す． 
 
 なお，指示者が番号そのものを言うこと（「Ｘ番の札」等），絶対的な位置（「右からＸ番

目，こちらからＹ番目」等）を言うことは禁じる． 
 

3.2.2 実験結果 

八畳の広さについて15組，二畳の広さについて12組に対して実験を行った． 

一組あたり指示を何回行ったかは組により異なり，8畳のケースで177回，2畳のケースで121

回,合計で298回の指示が行われた．指示が行われた回数と，そのうち指示者による発話が行わ

れた回数は以下の表3.2.1のようになった． 

ここでの発話回数は，一つの数字を指示する際に， 初に数字についての指示と，以降の訂

正のどちらか，もしくは両方で発話があった指示について計数している． 

 

 

表 3.2.1 指示が行われた回数と発話した回数・率 

 全体 発話回数 発話された率 
八畳 177 108 61.0% 
二畳 121 112 92.5% 
合計 298 220 73.8% 

 

 

指さしなどのジェスチャのみで伝わった場合，発話は発生していない． 

上記の発話のうち， 初に数字を指示する際に，指示者から発話された語の内訳（表3.2.2）

と，そのうち指示語が使われた回数と率（表3.2.3）を以下に記す．訂正時にのみ発話が行われ

た指示については含めていない． 
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表 3.2.2 指示者より発話された語の内訳 

八畳  二畳  

言葉の種類 回数 言葉の種類 回数

あそこ 3 あそこ 1 

あっち 2 あれ 32 

あれ 14 これ 31 

おく 3 そいつ 2 

ここ 1 そこ 7 

こっち 1 そっち 4 

これ 20 それ 33 

そこ 19   

そっち 2   

それ 27   

ちかい 1   

てまえ 1   

なか 1   

むこう 2   

 

表 3.2.3 全指示に対する指示語の率 

 指示語 指示の回数 指示語使用率

八畳 89 97 91.8% 

二畳 110 110 100.0% 

合計 199 207 96.1% 

 

「ここ」「こっち」「これ」を「コ系」，「そこ」「そっち」「それ」「そいつ」を「ソ系」

「あそこ」「あれ」「あっち」を「ア系」，とまとめ，使用された回数が同じ値を示す点同士

を結んで作成した分布図が以下の図3.2.3～3.2.8である．図3.2.2と同様，指示者が右下になる． 

 

4-5

3-4

2-3

1-2

0-1

 

図 3.2.3 指示語の分布図＜八畳・コ系＞ 

5-6

4-5

3-4

2-3

1-2

0-1

 

図 3.2.4 指示語の分布図＜二畳・コ系＞ 
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3-4

2-3

1-2

0-1

 

図 3.2.5 指示語の分布図＜八畳・ソ系＞ 

4-5

3-4

2-3

1-2

0-1

 

図 3.2.6 指示語の分布図＜二畳・ソ系＞ 

 

2-3

1-2

0-1

 

図 3.2.7 指示語の分布図＜八畳・ア系＞ 

 

4-5

3-4

2-3

1-2

0-1

 

図 3.2.8 指示語の分布図＜二畳・ア系＞ 

 

指示者が対象を指示する際に対象が伝わらず，訂正を要した際の内容と回数は次の通りであ

る（表3.2.4，3.2.5）．ただし，正しく認識されたにもかかわらず訂正を行った回数が１回あっ

た． 
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表 3.2.4 発生した訂正の内訳 

八畳  二畳  

正 誤 指示 正 誤 指示 

9 5 まえ 3 2 おく 

4 5 てまえ 10 4 むこう 

10 5  5 4 むこう 

4 5 てまえ 9 8 むこう 

10 5 みぎ 15 9 おく 

11 9 おく 20 15 みぎ 

10 9 もっと 22 16 おく 

15 9  24 18 むこう 

25 10 ちがう 19 19 むこう 

11 10 てまえ 3 19 こっち 

9 10 こっちこっち 16 21 てまえ 

9 14 てまえ 17 21
もっとてま

え 

9 15 てまえ 23 24 てまえ 

22 16 むこう    

23 18 おく    

24 18 おく    

12 18 てまえ    

24 19 おく    

24 19 おく    

25 19 おく    

18 19 まえ    

14 20 てまえ    

22 21 ちがう    

17 22 てまえ    

18 24 てまえ    

18 24 てまえ    

20 24 てまえ    

18 24 てまえ    

19 24 てまえ    

9 10 みぎ    

 

 

表 3.2.5 訂正が発生した回数・率 

 訂正された回数 全体 訂正された率

八畳 30 177 16.9% 

二畳 13 121 10.7% 

合計 43 298 14.4% 
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表 3.2.6 訂正時に伝えた方向と，その視点 

八畳 

方向 全体 指示者視点 指示者視点の割合

手前 17 16 94.1% 

右 2 2 100.0% 

奥 7 6 85.7% 

全体 26 24 92.3% 

    

二畳 

方向 全体 指示者視点 指示者視点の割合

手前 4 3 75.0% 

右 1 1 100.0% 

奥 8 8 100.0% 

全体 13 12 92.3% 

 

訂正のうち90.6%において，受け手が誤った内容に対して，対象物の相対的な位置関係を伝え

ることで訂正を行っている．(表3.2.4)  

また，「もっと」とのみ発話し，方向に関してはジェスチャのみで訂正している例もあった． 

また，訂正する際に伝える方向が，指示者と受け手，どちらに立ってみたものかを調べると，

全体の92.3%において，指示者の視点から伝えられていた(表3.2.6)． 

また，２例については指示者が訂正するより以前に修正を行っていた．これは指示者の表情

などから誤認識があったことを把握し，指さしなどのジェスチャや視線を基に訂正を行ったと

考えられる． 

3.3 指示語のさす対象の認識 

これまでの章で得られた内容を基に，より自然に依頼会話中の指示語の指す対象を認識する

手法について考える．  

3.3.1 指示語範囲決定マップ 

簡略された依頼会話中の指示語は，依頼者―披依頼者―対象物の三者の位置関係により，そ

の利用される種類が決定されると考えられる．杉山らが行った研究[15]では，指示語の示す範

囲を三つの階層に分けたモデルを考え，指示語の種類を決定するために用いた． 

これまでに，本研究室のZaliyana らが行った研究[6]では，指示語の利用は依頼者，披依頼

者の４つの行為（近くにいる，見ている，指差している，操作している）のうちどの行為を優

先して観測するかを決定するためだけに利用されていた．しかし，探索範囲を限定するために

指示語を利用する事で探索範囲を限定することがで，対象を認識する際のカメラ操作や画像処
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理を行う際の処理が軽減されると考えられる． 

ここでは上記の三階層のモデルとは逆に，指示語の種類からその示す範囲を決定し，探索範

囲と優先探索順序の決定に用いるための指示語範囲決定マップを作成する． 

人間同士の依頼会話に関する実験で得られた結果を基に，コ系，ソ系，ア系それぞれに対し

て作成した指示語範囲決定マップが，以下の図3.3.1～3.3.3である． 

これらのマップは右下が依頼者，左上が披依頼者である．色の濃い部分を優先して探索を行

い，複数候補が存在した場合には，色の濃い部分，優先される部分に検出された対象物体の候

補を認識結果とする．これまでの章で得られた内容を基に，より自然に依頼会話中の指示語の

指す対象を認識する手法について考える．  

 

 

図 3.3.1 コ系の範囲決定マップ 

 

図 3.3.2 ソ系の範囲決定マップ 

 

 

図 3.3.3 ア系の範囲決定マップ 

 

 

図 3.3.4 「あれとって」の探索範囲 
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また，これらのマップを指差しや視線等の視覚情報と組み合わせることにより，より詳

細な探索範囲を決定する事が可能になると考えられる．例えば，依頼者から見て右のほう

を指差しながら「あれとって」といった際には，ア系の範囲決定マップを利用し，かつ，

指差しがあった方向に探索範囲を決定する．（図 3.3.4） 
車いす使用時の依頼行為に関する知見から，簡略化発話により指示語が利用される際に

は，指差しなどジェスチャによる視覚情報により補われることも高頻度で確認されたので，

この利用法は非常に有意であると考えられる． 
 

3.3.2 相互参照的対話による解決 

人間の依頼行為は，単純に「依頼」があって「遂行」があるのではない．「依頼」と「遂行」

の間には「依頼」を被依頼者がどの程度理解したか，ということを示すプロセスがある．そし

て「遂行」された行為に対して依頼者は何らかの評価を与える．このような点において，依頼

行為とは相互参照的である． 

このことから，依頼文の解析と視覚情報により決定された対象物体について，実際に依頼者

が想定していた物体とは別のものであった際には対話的に解決に至るためにも，対象物体とし

て認識された物体を依頼者に対して伝えなければならない．このとき，物体の詳細を知ってい

る場合には固有名称によって伝えることが可能だと考えられる．しかし，実際には固有名称を

知らない，固有名称で伝えることがスムーズな対話を妨げる，などの可能性が考えられる．そ

こで，ロボットから依頼者に対して伝える際にも，簡略発話による聞き返しを用い，指差しな

どの視覚情報を併せて伝えること考える．このときの聞き返しは，Schegloffが示す聞き返しの

６要件[11]に沿い．基本的には「6)理解候補の提示」を行うことになる．しかし，候補を一つ

に絞れない場合には他の要件の聞き返しを行う必要も考えなければならない．特に「2)カテゴ

リ限定的な聞き返し」「4)トラブルの元を引用しつつ，その内容，意味を聞く」については，

カテゴリについての知識の蓄積や言葉の持つ意味の理解などが必要になるため，ロボットの認

識システム単体で提示することは難しいと考えられる． 

決定された対象物体について想定される訂正方法はシステムからの聞き返しに応じた者にな

ると考えられるが，今回の会話実験の結果では，誤って認識されたものからの想定位置を伝え

られるケースが も多く（表3.2.4），間違いがあることのみ伝えられるケースや，指示者から

の訂正を待たずに，被依頼者が次の候補を挙げるケースなどがあった．今回の実験では対象と

して同じ大きさで同じような特徴を持った札を使ったため，そのような結果となったと考えら

れるが，実際の環境においてはさまざまな特徴を持った物体が混在していると考えられるため，

訂正においてもそれが反映された内容になると考えられる． 
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3.3.3 依頼会話の理解 

上記の二つの手法をシステムに組み込み，依頼会話中の対象が指示語で与えられた際の

処理は次の図 3.3.5 のようになる． 

 

図 3.3.5 対象が指示語で与えられた際の処理 

 

 

 

 

 

 

ロボット

○
    

 
赤 青 黄 

 

 緑 橙 桃  

 
茶 黒 白 

 

    
● 

利用者 

※利用者は青いものを取ってほしい． 
 

図 3.3.6 想定する環境 

 
このシステムを用い，図 3.3.6 のような環境を想定した際，依頼会話から対象の決定までは次

のようなやりとりが行われると考えられる． 

 

利用者：（指差しながら）「あれを取って」 

{範囲決定マップと指差しと従い探索範囲を適したものとする} 

{物体を探索:青，黄，桃，橙の物体が検出され，黄が第一候補となる} 

 

システム：「黄ですか？」 

利用者：「いいえ，左のです」 

{システムは訂正に従い，青を第一候補とする} 

 

システム：「青ですか？」 

利用者：「はい」 

{システムは青を対象物体とし，依頼内容を遂行する} 
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第4章 ミュージアムガイドロボット 
本章では，ロボットから人間に対する意思の伝達について，ミュージアムなどにおけるガ

イドロボットについて考察する． 

 これまでの知見から，人間のコミュニケーションにおいて，視線の向きは重要な役割を

果たしていることが分かった．ここではその視線の向きを利用するために，人間の解説者

と鑑賞者による展示物の説明行為を分析した知見を基に，説明行為の際に視線の向き，ロ

ボットにおいては顔の向きを効果的に動かしながら対象物を説明し，「志向の共有」，「アイ

コンタクト」等を発生させ，説明を理解する際の負荷を減少させより深い理解を促すこと

のできる，自然なコミュニケーションが可能なロボットの実現を目指す． 

 

4.1 ガイドロボット①プロトタイプ 

 2.4 人間の解説者と鑑賞者による展示物の説明行為における知見から，人間の解説者のよ

うに頭部を動かしながら展示物の説明を行うプロトタイプのガイドロボットを開発した．

図 4.1.1 はその外観，図 4.1.2 は頭部の拡大である． 

 

図 4.1.1 ガイドロボット①プロトタイプ 

 
図 4.1.2 頭部の拡大 
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4.1.1 ロボットの概要 

 

図 4.1.3 プロトタイプガイドロボットのガイドシステム 

 ロボットには 2 個のパンチルトカメラ(EVI-D100,Sony，2 自由度)が搭載されており，上

段は頭部の動作に使用し，下段は，聞き手の顔検出のために用いた． 
ロボットは移動ロボット(Pioneer2,ActivMedia，2 自由度 3 輪うち独立 2 輪駆動，従輪 1

個)に載せてあり，移動ロボットによる自走と２つのカメラのコントロール，聞き手の顔認

識を搭載されたノートパソコンにより行っている． 
ロボットの発話には，Via Voice(IBM)を利用した．また，顔認識には東芝顔認識システム[17]
を用い，視線感知は宮内らが開発したアイコンタクトロボット[18]のシステムを利用した． 
 頭部は人間の顔を模しており顔の向きをわかりやすくするため大きめの鼻を，視線の向

きを意識させるため眼球に当たる位置にレンズを埋め込んだ．チルトカメラのレンズは口

の位置に目立たないように配置してある．（図 4.1.2）ロボットのガイド部分は図 4.1.3 の

システムに従い動作する． 

 

4.1.2  プロトタイプロボットによる実験 

この開発したプロトタイプロボットを用いて，発話の内容によってロボットが首振りを

行う場合と首振りを行わない場合での比較実験を行った[19]． 

首振り有効性の比較のため，首振りありとなしの２回行った．順番による優劣をなくす

ため，首振りのあり－なしの順番，なし－ありの順番で行った． 

実際のミュージアム（東京科学技術館特設展示施設）にて８名ずつ計 16 回行った． 

実験は以下の手順で行った．ロボットと被験者は一対一で対面し，展示物（磁性流体を

用いた彫刻作品）に関する説明を受ける．展示物，ロボット，鑑賞者とそれを撮影するた

めのビデオカメラの位置関係は図 4.1.4 の通りである．図 4.1.5 は実験の様子である． 
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． 

 

図 4.1.4 実験配置図 

 

図 4.1.5 実験風景 

4.1.3  プロトタイプロボットによる実験についての検証 

実験後のアンケートにおいて，ロボットの首振りの有無についての質問に次のような回答

結果が得られた． 
「首振りなし」が分かりやすかった 

―――――４名 
「首振りあり」が分かりやすかった 

――――１２名 
 

この結果から，首振りありのロボットの説明がより分かりやすかったといえる． 
また，被験者がロボットに対する首振りを行った回数の平均値が，首振りなしの場合 1.56

回(標準偏差 1.59)，首振りありの場合 4.06 回(標準偏差 2.77)となっており，被験者の首振

りの数は，ロボットの首振りありの場合のほうが増加していた． 
 

4.2 ガイドロボット②Robovie-R2への実装 

 プロトタイプロボットの実験結果から，首振りありのロボットの説明がより分かりやす

かったことがいえるが，効果的なタイミングによって関心や理解度が深められたとまでは

いえない．そこで，効果的なタイミングによる関心や理解度の深まりの調査として，次の

ようなロボットを開発し，実験を行った． 
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4.2.1 ロボットの概要 

今回の実験では，ガイドロボットの身体として ATR(知能ロボティクス研究所)の開発した

「Robovie-R2」[20](図 4.2.1)を使用した．このロボットは 2 自由度 3 輪（独立 2 輪駆動，

従輪 1 個）の車軸により自走し，3自由度の首に 2 自由度のパンチルトカメラ機能付き眼球

を 2 つ搭載，胴体には 4 自由度（肩 3，肘 1）の腕が 2 つ搭載されている．このロボットの

頭部に，人間の解説者に見られた動きを実装した．ロボットが説明を行う会話において，

以下のような部分でロボットが首振りを行うこととした． 

１．話の終わり 

２．キーワード―難しい単語・専門用語 

話の終わりとキーワードの発話時にロボットが鑑賞者の方を向くように設定することに

よって，ロボットが鑑賞者の「聞き手性」と「理解」を観察しているように見受けられる． 

 

 

図 4.2.1 ガイドロボット②Robovie-R2 

4.2.2 ガイドロボットによる実験 

人間の鑑賞行為の分析やプロトタイプロボットの実験結果から，ロボットの首振り行為

に対する被験者の反応に注目し実験を行った． 

比較設定として，上記のように TRP を考慮した首振りを行い説明するパターンと，TRP を

一切考慮せずに，ランダムで首振りを行い説明するパターンを設定した． 

今回の実験は埼玉大学構内にて，被験者 46 名に対し行った． 

 実験は以下の手順で行った．ロボットと被験者は一対一で対面し，パネル（ハカラメと

いう植物について）に関する説明を受ける．TRP を考慮した首振りによる説明とランダムな

首振りによる説明を行った．図 4.2.3，図 4.2.4 は実験での様子である． 
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図 4.2.2 実験配置図 

 
図 4.2.3 カメラ1からの実験風景 

 
図 4.2.4 カメラ2からの実験風景 

 

実験の場面はビデオで撮影しておき，ビデオ映像の分析によりロボットの首振りの有効

性について検証した． 

なお，TRP を考慮した首振りパターンでは 5 回，ランダムな首振りでは 6 回の首振りが説

明中に行われる． 

 

4.2.3 ガイドロボットによる実験についての検証 

ロボットの首振りに対し，何らかの反応を返した率は TRP を考慮した場合が 85.8%，ラン

ダムな場合が 59.0%と，TRP を考慮した場合の方が多く反応を返している事がわかった．さ

らに，それぞれの反応がどのような割合で起こっていたのかを以下のグラフ図 4.2.5 によ

り示す． 

14%

21%

35%

26%

4%

41%

37%

20%

2%
0%

無反応 ちら見 首振り うなづき 相槌
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図 4.2.5 ロボットの首振りに対する被験者の反応 

ガイドロボット 

被験者 パ
ネ
ル 

カメラ 1 

カメラ 2 
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被験者はロボットの首振りに対し，首を動かさずちらりと見る，首を振る，うなずく， 

相槌を打つ，等の反応を示した．これらの反応は，ちら見＜首振り＜うなずき＜相槌の順

に能動的であり，うなずき，相槌に関しては話し手に対して「理解」を示している行動で

ある．このことから，TRP を考慮した首振りに対して，被験者はこの首振りが明示的に聞き

手性を確認するための行為だと受け取り，「理解した」という反応を示すことで説明の続行

を促していると考えられ，説明行為に関する知見において述べた，聞き手の理解の反応を

促す働きを果たしていると考えられる．そしてこれは，ロボットが聞き手の「理解」を確

認する機会を，意図したタイミングで増やすことができるということでもある．今後，こ

の TRP において実際に鑑賞者の「理解」の反応を認識し，必要に応じて説明を補足する，

疑問に答える等，聞き手の「理解」を補完するシステムを開発することで，人間のように

わかりやすい説明を行い，円滑なコミュニケーションが可能なロボットへとつながると考

えられる． 

一方，ランダムな場合を見ると，ちら見，首振りなどの反応が多く見られる．これは TRP

でもなく，説明内容上の志向の変化や説明内容の変化もない箇所での首振りである．その

ため被験者は，なんらかの説明上のトラブルが起こったととらえ，そのトラブルを認識し

た事をロボットに，伝えようとする視線であると考えられる．これは被験者にとってロボ

ットが人間と同じようなコミュニケーションを行うことができる相手だと認識されている

場合であるが，被験者がロボットをコミュニケーション可能な相手だと見ておらず，ただ

単に視界内で動くものに志向が向いただけとも考えられる．そして，ロボットは聞き手の

視線について全く何の反応も示さないため，ランダムな首振りの数が重なれば，被験者は

ロボットをコミュニケーションの不可能な相手だと認識するようになるだろう．いずれに

せよ，被験者の志向は説明内容から逸脱した方向へと向いているため，説明内容に対する

理解を阻害している． 

 

以上の検証から，ロボットが TRP を考慮した首振り動作をしながら説明を行う事は，説

明内容を聞き手に理解させるために有効であると考えられるが，どのタイミングで首振り

を行うかについては吟味し，検討を重ねる必要があると考えられる． 

 

4.2.4 ガイドロボットと被験者間における相互行為 

まず，ガイドロボットと被験者間に見られる相互行為の一例を示す． 

今回の実験も埼玉大学構内で行ったものである．ロボットの左右に 1 枚ずつ合計 2 枚張

られたポスター（当研究室の研究内容について）について，説明を行った．図 4.2.6 はそ

の配置，図 4.2.7，図 4.2.8 は実験での様子である． 

これより示すシーンはポスター１の方に胴体と手を向け，説明を開始するシーンである． 
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図 4.2.6 実験配置図 
 

図 4.2.7 カメラ1からの実験風景 

 

図 4.2.8 カメラ2からの実験風景 
 

 

図 4.2.9 トランスクリプト 4.2.1 

図 4.2.9 がこのシーンのトランスクリプトである． 

ガイドロボットが，文末で被験者へ首振りを開始した直後，聞き手はロボットへ視線を

向けるという反応をみせている．そして，ロボットが話し終わると，被験者はロボットを

見ながら，うなずきを行っている．これは，被験者がロボットに対して，その発話の内容

を十分に理解したことを，ロボットに対して示している行為である． 

被験者のこのような反応は，被験者がロボットを，人間と同様なコミュニケーションが

行える相手として対応をしているといえる．これは，TRP における首振りが，被験者にとっ

てロボットを人間の解説者のように印象づけているといえる． 

 

 

 

 

以上の例とこれまでの実験の検証から，ロボットが展示物を解説する際に，ただ首振り

を行うのではなく，聞き手への首振りのタイミングを考慮して首振りを行うことで，聞き

手の展示物への注意や理解度が深まると考えられる．今後は，頭部の動きに加え，体の各

部を用い，指さしなどを効果的に行うメカニズム，聞き手の理解度に応じて追加の説明を

行い，質問などに対応するシステムについて考えていく． 

このシステムについては、ロボットに搭載されたカメラの画像を基に、聞き手の顔の向

きを判別することで、聞き手の志向がどこにあるかを理解し、その結果に応じた説明行為

を随時選択することで対応する手法を考えている。現時点で基本的なシステムのロボット

ガイドロボット 

鑑賞者 

ポスター１ 

カメラ 2 

カ
メ
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への実装は実現できており、今後はより実用に即した機能の実装や調整、各説明行為の吟

味、システムの効果的な運用方法の吟味などを行い、さらに実現されたシステムの有用性

について調査を行う事を目標としている。 

また、ロボットのみでは対応できない高度な質問に対応するため，遠隔ロボットシステ

ム[21]の技術と組み合わせ，ロボットによる自律行動から遠隔地からの手動操作に切り替

え専門家による説明を続行するシステムの実装を進めている． 
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第5章 結論 
本章では，論文のまとめと今後の課題について述べる． 
 

5.1  まとめ 

本論文では，実際の人間同士の相互行為がどのように行われているかということを，エ

スノメソドロジーの見地に基づいた手法により分析を行い，その分析結果をもとに人間の

行動に基づいた人間とロボットのコミュニケーションにおいても実際の人間のコミュニケ

ーションに合わせた特性を持たせるための基礎検討を行った． 
まず，人間同士のコミュニケーションを知るため，実際の人間同士の相互行為に対する

調査，分析を行った．実際の介護場面における調査，人間同士の依頼会話，説明場面に関

する調査を行い，そのビデオデータを社会学のエスノメソドロジーの見地に基づいた相互

行為分析を用いて，人間同士のコミュニケーションがどのようにして達成されているのか

分析した． 
そして，その分析結果と知見に基づいた，人間とロボットのコミュニケーションについ

て考察を行い，実際のシステムを構築するための基礎検討を行った． 
検討例として依頼会話中の指示語についての考察，およびミュージアムガイドロボット

に関する考察をおこなった． 

5.2 今後の課題 

本研究においては実際の人間同士の相互行為に対する調査を基に人間とロボットのコミ

ュニケーションを考察し，いくつかの検討例を示したが，今後はそれらのロボットシステ

ムの開発を進める事と平行して，他の分野のロボットに搭載するシステムについても，得

られた知見を生かすことができるかを検討し，さらに社会学による分析を利用したシステ

ム開発手法，それ自体についても検討することが望まれる． 
そして，それらの手法により開発されたシステムを実際にロボットに搭載した際に，人

間対ロボットのコミュニケーションが，人間同士のコミュニケーションと同様にスムーズ

に進行するかどうかを検証する必要がある．システムの有用性について比較実験をし，そ

の結果をエスノメソドロジーの見地に基づいた相互行為分析の視点から評価し，フィード

バックしていく必要がある． 
このような開発と検証，そのフィードバックを繰り返す事により，人間にとってより自

然な形で相互行為を行うことのできる，相互に理解し合い，協同的に作業を達成できるよ

うなロボットの開発を目指す． 
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文末付録 トランスクリプト表記法一覧 

本稿におけるトランスクリプトの表記法は，「会話分析の方法と会話データの記述法」(田
中 2004)に準拠したものである． 
 
音を表す記号 
（１） イントネーション 
．    下降調のイントネーション 
？    上昇調のイントネーション 
，or  ,  平らなイントネーション 
！    いききとした調子 
 
（２） 音調 
↑    記号直後の音調が上がっていることを示す 
↓    記号直後の音調が下がっていることを示す 
 
（３） 速度 
＞ ＜  この 2 つの記号で囲まれた発話の部分の速度が速いことを示す 
＜    会話が急いで始まっていることを示す 
 
（４） 音の強弱 
 （下線）比較的大きな音を示す 
゜゜   「゜」で囲まれた発話の音が周りよりも小さいとき 
 
（５） 音の長短 
:     音が伸ばされている様子を示す．音が伸ばされている長さに応じてコロンの数

を増やす 
．     音が途切れている箇所を示す 
 
（６） 特殊な音 
h     呼気音 
.h     吸気音 
gh         喉音 
heh, huh   笑いなど 
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（７） 発話の重なりとつながり 
[    2 人以上の参与者の発話の重なりが始まる箇所を示す 
=     ことばとことば，または発話と発話が途切れなくつながっている箇所を示す 
 
（８） 沈黙 
(0.1)     0.1 秒単位で数えた沈黙の長さ 
(.)       非常に短い沈黙 
 
（９） 筆者の記述 
((  ))    筆者のコメント補足 
(  )      聞き取り不可能な箇所 
 
（10）その他 
(nod)     うなづきを示す 
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