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論文概要 

人間同士のコミュニケーションにおいて、顔の向きや頭の動きは重要な役割を果たしてい

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、博物館や美術館で展示物について解説を行い鑑

賞者からの質問にも対応を行うことのできるミュージアムガイドロボットの開発の一環と

して、人とロボットのコミュニケーションを円滑に行うために、今まではあまり注目され

てこなかった鑑賞者に対して効果的な頭部動作をしながら説明を行うガイドロボットのシ

ステムを提案する。具体的には、まず理想的な頭部動作のタイミングを得るために、人間

のガイドと鑑賞者による展示物の説明行為場面を録画し、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から分析を行った。そ

して、その分析結果に基づき、会話の内容に応じて効果的なタイミングで頭部を動かすシ

ステムをロボットへ実装した。開発したロボットの頭部動作が実際の解説行為において効

果的であるかどうかを検証するために、人間の被験者を用いてロボットによる説明行為の

評価実験を行った。そして、実験により、展示物の説明を行う際に効果的なタイミングで

頭部を動かしながら説明を行うロボットが有効であることがわかった。この実験から得ら

れた結果をさらに分析して、頭部動作においては、様々な位置にいる大人子供などの鑑賞

者の頭部へ正確に頭部動作を行うという課題が得られた。そこで、鑑賞者の顔方向へ正確

に頭部動作を行う頭部動作システムを構築し、得られた課題の解決を図った。そして、こ

のシステムを用いて、ガイドロボットが実際のミュージアムにおいて展示物の解説を行う

デモを行い、研究の成果を確認した。また、質問時の対応として、本研究室で研究を行っ

ているリモートでのロボット制御システムや、ロボットの自立的な鑑賞者誘導システムと

の融合を行うことで、解説の対象となる展示物へ鑑賞者を誘導し、説明時には適切なタイ

ミングで鑑賞者の顔へ正確に振り向き、質問時にはリモートによる応答を行うというロボ

ットを開発した。 

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、その解決法を示す。 
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、実際に行った評価実験の内容と結果を示す。 
第４章では、実験の結果得られたデータをふまえた頭部動作システムを示す。 
最後に第 5章では、研究の結果と今後の課題を記す。 
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ABSTRACT 
As research over the last several decades has shown that non-verbal actions such as 
face and head movement play a crucial role in human interaction, such resources are 
also likely to play an important role in human-robot interaction. In developing a robotic 
system that employs embodied resources such as face and head movement, we cannot 
simply program the robot to move at random but rather we need to consider the ways 
these actions may be timed to specific points in the talk. This paper presents 
developing a museum guide robot that moves its head at interactionally significant 
points during its explanation of an exhibit. In order to proceed, we first examined the 
coordination of verbal and non-verbal actions in human guide-visitor interaction. Based 
on this analysis, we developed a robot that moves its head at interactionally significant 
points in its talk. We then conducted several experiments to examine human 
participant non-verbal responses to the robot’s head and gaze turns. Our results show 
that participants are likely to display non-verbal actions, and do so with precision 
timing, when the robot turns its head and gaze at interactionally significant points 
than when the robot turns its head at not interactionally significant points. Based on 
these findings, we propose several suggestions for the design of a guide robot. 
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第1章 序論 

本章では、本研究の序論として背景、目的、問題点やその解決方法を示している。 

1. 1背景 

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項で示す。 

1. 2目的 

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

適当を助長してしまったり、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
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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]。 
 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、実際のミュージアムで解説行為を

行っている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展示物の解説を進めている。そこで、関連研究で得られている知見

をふまえて、人間と円滑にコミュニケーションするためのロボットに関する研究として、

ミュージアムガイドロボットの頭部動作に関する研究を行う。 

1. 3問題点の整理 

 本研究で開発を目指す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

発話の内容や鑑賞者の位置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ためにはどうすればよいかというこ

とである。実際、人間は説明行為の最に、展示物や鑑賞者へ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”
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をパターン化してどのようなタイミングでロボットが鑑賞者へ頭部を向けるかが問題であ

る。過去の研究[9]で、頭部動作の有無を評価する実験を行い、頭部動作の有無については
実験の結果より、頭部動作を行うほうがより人間のように感じている、ということはわか

ったが、分析から得られた頭部動作のタイミングが重要であるかどうかについては確かめ

ることが出来ていない。 

1. 4解決方法 

前項の問題点の解決方法として、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、過去の研究と同様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）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

るかは過去の研究で明らかになった。だが、分析の結果得られたタイミングでの頭部動作

の有意性は確認されていない。そこで、分析の結果から得られたタイミングとは無関係の

箇所で行う頭部動作との評価実験を行い、提案された頭部動作の効果を検証することで問

題点の解決を図った。また、本論文では実験から得られた課題をふまえて最終的な頭部動

作の実現を図っている。次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 社会学による相互行為分析  

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[10]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[11,12]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、過去の研究[9]を参照してもら
いたい。次項では頭部動作や視線の役割について述べる。 

2.2ガイドの頭部動作や視線の役割 

人間のガイドは、解説をしながらたびたび鑑賞者に振り向いて、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、こちらの行動に対して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。

話し手の頭部動作について、山崎らは（山崎晶子 et al 2006）[13]、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
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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、「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の方へ頭部動作を行

うかが非常に重要である。 

 

2.3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、分析を行った様子を示す。 
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。 
 
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。 
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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、ロボットの頭部動作システムを開発する。 
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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Robovie-R Ver.2（図１[14]）を使用した。頭部３、両腕４×
２、移動機構２、両目２×２の、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。また、現在では 3つのwebカメラ(logicool社製[15] Qcam® Pro for Notebooks)(図
２)や、５本の指をもつ手（自由度６×２）を取り付け、ロボットが説明対象の展示物へ向
いているときでも、鑑賞者の様子を確認することや、指差しなどのモーションが可能にな

っている。このロボットの頭部に、人間の解説者のような動きを実装し、実験を行った。 

 

 

図１：RobovieR Ver.2 
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表２：本体仕様一覧表 

 
表３：各部品の仕様 
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図２：顔認識に使用したカメラとその様子 

 主な仕様 
 型番 ：QCAM-200V 

 ビデオ本体サイズ（幅×奥行×高さ） mm ：30.0×40.2×62.2 (カメラ本体) 

 ケーブル長 cm ：76 

 本体重量 g ：54 

 フォーカス ：10cm ～ ∞ 

 画像センサー ：True 200 万画素 

 ビデオキャプチャー ：最大 200 万画素 (1600×1200) 

 フレームレート ：最大 30 フレーム／秒 

 露出 ：オートマティック（マニュアル設定可能） 

 ホワイトバランス ：オートマティック（マニュアル設定可能） 

 接続 I/F ：USB 
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3.2 初期実験 

3.2.1概要 

人間同士の分析と、過去の頭部動作ありと頭部動作なしの実験結果[9]から、以下のよう
な部分でロボットが頭部動作を行うことにした。 
１．話の終わり 
２．キーワード―難しい単語・専門用語 
前章までの知見より特に、１．話の終わりと２．キーワードの発話時にロボットが鑑賞者

の「受け手性」・「理解」を観察しているかのようにするために、ロボットの発話中の上記

２例のような場所で頭部動作をさせる行動（以下：Sモード=Systematic mode）の一方で、
発話と関係したタイミングを一切考慮せずに、ランダムな頭部動作をさせる行動（以下：U
モード=Unsystematic mode）の 2つの行動を作成した。 
まず、ロボットの左右にポスターを 1 枚ずつ貼っておく。そして、ロボットは２つのポ
スターの間に正面を向いて待機していて、鑑賞者に説明をするために、説明をするポスタ

ーの方に胴体と手を向けてから説明を開始する。ここで、S モードと U モードによる説明
を行った。実験の様子は４台のビデオカメラで記録し（図３）、録画された映像から分析を

行った。大学構内で研究室の内容を表した 2 枚のポスターを用いてロボットにより説明す
る実験を行った。この実験の配置図を図３に、実験での様子を図４、図５に示す。 

 

図３：実験の配置図 
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図４：実験風景１ 

 

   図５：実験風景２ 

 
実験は大学の学生（この研究内容については知らない）を対象に成人男女１２名で行った。

実験は、頭部動作のタイミング有効性の比較のため、Sモードと Uモードの２通り行った。
順番による優劣をなくすために参加者の半分はポスター１－ポスター2、残りはポスター２
－ポスター1の順番で行い、さらに、それぞれにおいて Uモード－ Sモード、Sモード－
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Uモードの順番を同数で行った。表２に順番を示す。 
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タイミング頭部

動作の有効性について検証した。 

表４：説明の場合分け 

 先に説明 後に説明 
A ポスター１を Sモード ポスター２を Uモード 
B ポスター２を Uモード ポスター１を Sモード 
C ポスター２を Sモード ポスター１を Uモード 
D ポスター１を Uモード ポスター２を Sモード 

 
 
また、それぞれのポスター1･2と、Sモード と Uモードにおいてのロボットの頭部動作
回数は以下の表３のように設定した。 

 

表５：ロボットの頭部動作回数 

Poster 1 TRP Key 
word Total 

S mode 5 1 6 

U mode 10 10 
    

Poster 2 TRP Key 
word Total 

S mode 4 1 5 

U mode 9 9 
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3.2.2結果 

ロボットの頭部動作に聞き手が、うなずき（Nodding）や反応（Mutual engagement or 
gaze）した割合をグラフにしたものをポスター別に図４に示す。 
※反応とは聞き手がロボットの頭部動作によって視線を動かされたこととする。 
※割合とはロボットの頭部動作の回数でそれぞれうなずきと反応の回数を割ったものと

する。 
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図６：ポスター別においての提案されたタイミングとランダムでの聞き手のうなずきと反応の違い 

図６より、ポスター1の場合では、うなずきや反応に差が見られるが、ポスター2の場合
では、U モードの方が、視線の動きによる反応が多かった。これはポスター内容の難易度
の違いによるものと思われる。 
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また、2つのポスターを合わせて Sモード と Uモードの違いをグラフにしたものを図７
に示す。（図中の[I]は標準偏差を表す。） 
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図７：Sモード と Uモードの被験者の反応の違い 

(p<0.01、Iは標準偏差) 
 
図７から、U モードの場合よりも S モードの方が、うなずきや反応の割合が高くなって
いる(p≦ 0.01 対応のある t 検定)。つまり S モードの方がより多くロボットの動きに反応
をしているので Sモードの方が有効であるといえる。 
これより、ロボットでも説明行為の際に効果的なタイミングで頭部動作を行うことで、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、お互いに視線

を合わせる行為やうなずきが増えた事で、ロボットが聞き手の「理解」を確認する機会が

増えたことになる。 
今後、この確認時に鑑賞者の疑問を受け取り、答えるシステムを開発すれば、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と考えられる。 
次に、ロボットの 1 つの頭部動作に対して、被験者がうなずきと視線の動きの反応を同
時に行う割合を示すグラフを図８に示す（図中の[I]は標準偏差を表す）。タイミングを考慮
した頭部動作時における人間の理解度は、反応とうなずきが同時に行われることにより示

されると考えられる。 
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図８：提案されたタイミングとランダムによるうなずきと反応が同時に行われる割合の違い 

(p<0.01、Iは標準偏差) 
 

図８より、Sモードの方が、うなずきと視線の動きの反応が同時に行われる割合が圧倒的
に高く、これによりポスターの内容の理解や、ロボットへの受け手性の主張を表している

と考えられる(p≦ 0.01  t検定)。 
また、以下にポスター１の始まりの部分のトランスクリプトを示す。 

 

データ1 

※一番上の Rはロボットの発話の内容を示す。 
（R：ロボット P：被験者 X＝ポスター, P=被験者への視線, R＝ロボットへの視線, N
＝うなずき） 

 
R: 舞踊の 稽古システムについて 説明します。 
 
R:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX…PPPPPPPPPPPPPP…XX 
P:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX…RRRRRRNNR…XXX  
 
ロボットが、文末で聞き手へ頭部動作を開始した直後に、聞き手はロボットへ反応をみせ

た。そして、ロボットが話し終わると、聞き手はロボットを見ながら、うなずきを行った。

これは、聞き手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と考えられる。聞き手のこのような反応は、聞き手がロボットに対し

て、まるで人間であるかのような対応をしているといえる。これは、Sモードによる頭部動
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作が、聞き手にとってロボットを人間の解説者のように感じさせているといえる。 
以上の結果から、ロボットが展示物を解説する際に、ただ頭部動作を行うのではなく、聞

き手への頭部動作のタイミングを考慮して頭部動作を行うことで、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。 
この初期実験では、説明対象を 2 つ用いることで説明対象同士の難易度に差が発生した
こと、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

者は提案されたタイミングによる頭部動作を好感したものと思われる。 

3.2.3考察 

この実験より、人はロボットのどのような頭部動作に対しても、少なからず反応を示す、

ということがいえる（図６）。しかし、人間ガイドの分析から得られた提案された頭部動作

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、ロボットへのうなずきと反応が同時に行われる割合に差がみられることから、提

案モード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った。分析から、ロ

ボットが単に頭部動作をするのではなく、分析により得られたタイミングの頭部動作を行

う方が、聞き手の展示物への注意や理解度が深まるという結果が表れた。 
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3.3 追加実験 

さらに Sと U-モードの違いを明らかにするために、初期実験で問題となった被験者の立
ち位置や数、展示物の内容をわかり易くすること、ロボットの音声などを変更し、追加の

実験を行った。 

3.3.1概要 

さらに Sと U-モードの違いを明らかにするために、初期実験で問題となった被験者の立
ち位置や数、展示物の内容をわかり易くすること、ロボットの音声などを変更し、追加の

実験を行った。 

１） 被験者と頭部動作のタイミング 

この実験では 46 名の被験者（男性:25 名，女性:21 名）を対象に行った。初期

実験とは異なり、S モードか U モードのいずれか１つを体験してもらった（S モ
ード:24 名，U モード:22 名）。ロボットが解説を行う展示物として、熱帯から亜
熱帯にかけて生息している独特な特徴を持つ植物である「ハカラメ」のポスター

を用いた（図９）。Sモードでは、ロボットは TRP において、ポスターから被験者
へ計 4 回の頭部動作を行った。一方 Uモードでは、ロボットは TRP ではない箇所
（文の開始部分や中間）において、ポスターから被験者へ計 5 回の頭部動作を行

った。 

 

２） 女性の肉声 

ポスターの解説を行う際のロボットの音声として初期実験で用いた合成音声で

はなく、人間の女性の肉声を録音し使用した。実際の人間の声を用いることで、

トーンやアクセントの強弱などを、実際のガイドのものに近づけることを可能に

した。またそれによって、合成音声では作り出すことが困難であった発話内容に

応じた頭部動作の重要なタイミングでのモーション作成がより正確に行うことが

できた。 

 

３） 被験者（聞き手）のロボットと展示物に対する立ち位置 

初期実験で問題となった被験者の鑑賞中の立ち位置を、この実験では、ロボッ

トとポスターの位置から、鑑賞者の立ち位置として適した位置に設定した。ロボ

ットが解説を行う前に被験者はその適所に立ってもらうことで、ロボットが頭部

動作を行う際に、確実に被験者の方へ頭部動作を行い、タイミングの評価実験を

 22



行った。実際には被験者を発見し、解説を行う展示物へ案内をすることが望まし

いが、この研究では頭部動作のタイミングの評価を行うことに焦点を合わせてい

るため、移動機構等は用いなかった。適切な位置へ案内を行う研究も同研究室で

行っている。 

 

  

 

 

 

図９：使用した「ハカラメ」のポスター 

 

－ハカラメの説明文の原稿－ 
 
1. これから説明を始めますがよろしいですか？ 
 
2. この植物は、セイロンベンケイソウといいまして、沖縄や小笠原などの生息していま
す。 

 
3. 通称「ハカラメ」というんですね。 
 
4. なぜ、「ハカラメ」というかといいますと、ご覧の通り、葉っぱをちぎって置いておく
と、その葉っぱの端から芽が出るんです。 

 
5. また、その出た芽を一株一株、土に植えると、育ってくれるという、力強い植物です。 
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3.3.2結果  

この実験では、ロボットが頭部動作を行う際の被験者の非言語的な対応について、以下

の 4通りに分類した。 
(1) +gaze /+nod (ロボットの方へ向き、うなずく) 
(2) +gaze /–nod (ロボットの方へ向くが、うなずいたりはしない) 
(3) –gaze /+nod  (ロボットの方へ向かないで、うなずく) 
(4) –gaze /–nod (ロボットの方へ向かないし、うなずきもしない) 
これらの４分類での結果を Sモード(a)と Uモード(b)それぞれ図１０に示す。 

図１０(a)は、Sモードでの被験者の様子を表している。+gaze /+nodと+gaze /–nodの 2つ
の分類は頻繁に起こっている様子が表れているが、–gaze /+nodと–gaze /–nodはあまり起
こっていないのがわかる。これは、Sモードの被験者はロボットが被験者へ向かって頭部動
作をする際に、ロボットの動きに同調して、ロボットへと視線を動かしていることを示し

ている。また、その同調的な動きに加えて、ロボットへの視線とともにうなづき、相槌を

打つ動作も多く発生していることが示されている。図１０(b)は、U モードでの被験者の様
子を表しており、Uモードにおいては、+gaze /+nodの分類はほとんど見られないこと、ロ
ボットの頭部動作に対して、何の応答も示さない–gaze /–nodの分類の割合が多くなってい
ることがわかる。また、より密接に S-モードと U-モードの違いを調べるために、私たちは
ロボットの頭部動作に対する被験者の応答を以下の 3つのカテゴリに分類した: 
 
 応答（synchronized response） 
 遅延応答（delayed response） 
 応答がない 

 
また、図１１は、応答と遅延応答の 2つの用語を定義する基準を表す。 
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図：１０ Sモードと Uモードの違い 
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図１１：ロボットの頭部動作に対する被験者の応答と遅
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上記では、ポスターから鑑賞者へのロボットの頭部動作開始から動作完了までの間（ポ

スター―動作―鑑賞者）が 1.25秒、鑑賞者へ向いている間（鑑賞者―停止―鑑賞者）が 0.2
秒、鑑賞者からポスターへのロボットの頭部動作開始からポスターへ向き終わる動作完了

までの間（鑑賞者―動作―ポスター）が 2.5秒ということを表している。 
「応答」は、頭部動作の開始から被験者の方を向いている間に、非言語的な動作(視線、

うなずき)を行っていた被験者を表しており、「遅延応答」は、ロボットが被験者から視線を
外し、ポスターへ頭部動作を行っている際の非言語的な動作を行っていた被験者を表して

いる。応答がない分類では、被験者はロボットの頭部動作の開始から完了までの間、ずっ

とポスターを方に向かっていて、うなずきなどの動作を行っていない、またはポスター以

外の壁やほかの場所を見ていた被験者を表している。 
ここで、頭部動作の開始から終了までの間の、被験者の視線の動きやうなずき行為など

の非言語的な応答の分析とその調査結果を表す。以下に示されているトランスクリプトは、

今回の実験で用いた「ハカラメ」という植物の説明をしているロボットの発話内容の部分

を抜粋している。ロボットは「通称、「ハカラメ」と言うんですね。」と言いながら頭部動

作を行っている。抜粋として用いているこの節は、両モードにおける説明文全 5文内の第 4

文目 TRP 部分での Sモードの場合である。ここでのシンボル（V,R,n,-,等）は一つにつき 1/6
秒となっている。それぞれ、[V]は被験者への頭部動作、[R]は被験者のロボットへの視線、
[n]は被験者のうなずき、[-]は展示物、鑑賞者、ロボットへの頭部動作など、何らかの動作
を示している。また、[・]はポスターやロボットなどを見続けていて無反応であることを示
している。 
 
下記のデータ２から、被験者は 24 人中 15 人がこの頭部動作において「応答」を示してい

る。特に 4人の被験者はロボットと頭部動作の開始と同時にロボットへ視線を送っている。

また、6人の被験者が「遅延応答」を示しており、残りの 3人は反応が無かったりや反応が

遅すぎたりしている。 

両モードのすべての頭部動作が行われている部分において、このような分析して、調査を

行った。ここでも上記の３つの分類を用いている。 
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データ2 

※一番上の Rはロボットの発話の内容を示す。 
（R：ロボット (数字)：被験者 V=被験者への視線, R＝ロボットへの視線, n＝うなずき） 
 

R: 通称 「ハカラメ」と 言うん です ね                  
R:                            --------VV------------.... 
(01) ............................--RRRR--.......... 

(02) ........................----RRRRR--........... 

(03) ......................RRRRRRRRRnRRRRRRRRRRR... 

(04) .........................---RRRR--------...... 

(05) ...........................--RRRRRR--......... 

(06) .........................----................. 

(07) .........................................n.n.n 

(08) ..........................................-RRR 

(09) ........................----RRRRRR--.......... 

(10) ..............................---RR----....... 

(11) ........................------nRRRRnRRRR-..... 

(12) .......................---nRRRRRRRRnRRRR------ 

(13) ........................-----RRRRRRnRRR--..... 

(14) .......................--nRRnRRRRRRRRRRR--.... 

(15) ...........................--RRRRRR-.......... 

(16) ..................................--RRRRRRRRRR 

(17) ..........................---RRRRRRRRRRR--.... 

(18) ........................----RRRRRRRRRR-------- 

(19) ...............................----RR----..... 

(20).......................--RRRRRRnRRRRRRRRRRRRRRR 

(21) ........................--RRnRRRRRRRRR-------- 

(22) ......................--RRRRRRRRRRRRRRR-...... 

(23) ........................--RRR--nRRRRRR-------- 

(24) ........................---RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
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図１2：Sモードにおける被験者の反応の割合 
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図１3：Uモードにおける被験者の反応の割合 
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最初に、Sモードの場合の図１２に表されるように、被験者の反応の割合は、ロボットの
頭部動作全てに対して、「応答」を示している。また、ロボットが鑑賞者へ頭部動作を行う

直前に被験者の方からロボットの方を見るようなデータも見られた。これは、被験者が TRP
においてロボットが頭部動作を行うことを予想してロボットを見始めていると考えられる。 
次に、Uモードにおける被験者の対応を示す図１３では、Sモードの場合と異なることが
わかる。特に「応答」が表れていることはなく、ほとんど反応が無い様子が示されている。

加えて、ロボットの頭部動作に反応を示した被験者でも、ほとんどが「遅延応答」より遅

い反応（ロボットが被験者からポスターへ振り返りはじめてからの反応）を見せた。また、

他の被験者では、ほとんど「反射的」といえるほど素早く短い反応を表していた。この種

類の反応が起こったということは、U モードでは、被験者は、ロボットの頭部動作に対し
て、ただ遅れて反応するだけでなく、通常のスムーズなコミュニケーションをする際には

不自然な反応をとっていたと考えられる。 
加えて、Uモードのロボットの頭部動作に対して、うなずきをすることはほとんど見られ
なかった（図１０参照）。これは、被験者が、ロボットの動作へ応じるように動いた結果で

はなく、ただロボットの頭部の動きにつられて動かしてしまったためと考えることができ

る。また、被験者はUモードの頭部動作に対して、これらの反射的な反応をいくつか繰り返
した後に、ロボットの頭部動作に対しての反応をせずに、頭部動作が行われていても非言

語的な行動はせずに、説明対象のポスターを見続けているという状況がみられた。この反

応の縮小は、Uモードの被験者が、ロボットの頭部動作を、相互行為をする上で特に重要視
するべきでない動作と認識した結果であると考えられる。サックスら[16]は会話の移行が適
切となる重要な箇所であると指摘している。また、TRPでは話し手が発話の主導権を聞き
手へ受け渡すことができると示すことを可能にしている。 

3.3.3考察 

今回の実験から、鑑賞者が TRPにおいてロボットへ視線やうなずきを示すことは、鑑賞の、
ロボットが提供する解説へ興味の度合いを示していると思われる。 
これは、鑑賞者はロボットの発話の内容を注意深く聞いていなければ、TRP を予測する

ことが困難であることに由来する。実験の S モードにおいて、被験者が解説終了までロボ
ットの頭部動作に反応を示して非言語的「応答」していたということは、Sモードによるロ
ボットの解説を体験した被験者は、ロボットの解説を最後まで聞き続けていたということ

である。また、U モードでは、被験者はロボットの頭部動作が特に重要でなくあまり意味
の無いことに気づき、解説の後半の頭部動作にかけて徐々に反応をしなくなっていってい

る。これは、被験者が頭部動作に反応する積極性を失わせ、それによってロボットが解説

している内容への興味も少なくなっていると考えられる。 
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このことから、やはり決められたタイミングで頭部動作を行いながら展示物の解説を行

うことにより、自然なコミュニケーションの実現だけでなく、鑑賞者の、その展示物への

興味や関心が増すといえる。 
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第4章 大原美術館でのデモ 

 実験から確立した頭部動作のタイミングを用い、カメラ画像から得られた鑑賞者の顔の

位置情報から、頭部動作の際に正確に鑑賞者の顔へ向かって頭部動作を行うシステムを加

えて、実際の美術館において、絵画の解説を行った。ここでは、同研究室で研究を進めて

いる移動機構や指差しなどの手を用いたジェスチャ等のシステムと統合した、ミュージア

ムガイドロボットのプロトタイプを用いた。 

4.1 大原美術館 

年間約百万人が訪れる、日本でも有数の美術館[17]。今回のデモでは、この美術館の中の
「かぐわしき大地」（ゴッホ作）という作品についてガイドロボットが解説を行った。 
デモでの、ロボットと絵画の配置図を図１４に、実際の様子を図１５，１６に示す。 

 

 
 

図１４：美術館内でのデモ配置図 
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図１５：ロボット待機の様子 

 

図１６：リモートによるロボット操作の様子 
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4.2ロボット頭部動作システム 

ここでは、ミュージアムガイドロボットへ実装した頭部動作システムについて示す。 

4.2.1プログラムの概要 

ロボット制御、頭部動作システムの開発環境として、VisualＣ++2005 を使用した。鑑賞

者を検出するためのシステムとして画像処理ライブラリOpenCV ver.1.0[18]を使用した。 

デモにおいて、ロボットの頭部動作が行われる箇所として、評価実験からの知見より、

TRP とキーワードと設定されている。 

まず、ロボットはカメラより鑑賞者を検出し、説明を開始する。そして、あらかじめ作

成されているモーションと解説音声を再生していく。そして、TRP の部分で鑑賞者へ頭部動

作を行なう直前に、カメラ画像から得られた鑑賞者の顔の座標(x,y)を引数として、ピッチ

方向、ヨー方向の移動角度を求め、ロボットの頭部の移動する値を割り出し、その値を頭

部モーション作成関数へ渡すことによって鑑賞者の顔へ頭部動作を行なっている。 

鑑賞者の座標検出画像と、それによる頭部動作の違いを図１７に示す。 
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図１７：検出座標の違いによる頭部動作の違い 
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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，ミュージアムガイドロボットの開発の一環として、非言語行動の中でも、

特に、人間へ大きな影響を与える動作として重要であるロボットの頭部動作(シドナー
[19][20][21]）に着目して、ロボットへ適切な頭部動作のシステムの提案と実装と検証を行
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

いた頭部動作をロボットへ実装し，その動作が適当であるかの評価実験を行い、社会学、

統計学を用いて考察をおこなった。結果、今回の研究で提案された頭部動作の有用性が示

された。また、カメラからの画像を用いたシステムとして、ロボットが頭部動作を行なう

際に、鑑賞者の頭部へ正確に振り向くというシステムの開発を行った。 

5.2今後の課題 

この頭部動作に関する研究の応用としてあげることの出来る今後の課題としては、複数人

物環境での解説行為におけるロボットの非言語的行動の確立や、内部変数などを用いて、

カメラ画像から鑑賞者の興味度を図り、その興味の度合いのレベルに応じた対応の出来る

システムの開発などが挙げられる。また、ロボットの発話に使用する音声の違いについて

も、最適化の実現を図ることが望まれる。デモでは、腕や頭部のモーションの種類によっ

ては、モーターの音が気になって解説に集中できない、という様なハードウェア的な課題

を提供する意見も得られた。そして、システムの開発と並行して、評価実験と、社会学の

見地からのフィードバックを行い、ミュージアムだけでなく様々な場面で、人間とコミュ

ニケーションをとりながら、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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