特集 ロボットメディアによる
人間情報処理研究

コミュニケーションロボット
人 と ロ ボ ッ ト と の 相 互 作 用（Human-Robot Inter-

action）の研究が盛んになる中で，身体を持ち，人と対
話するコミュニケーションロボットの研究開発が進んで

4
コミュニケーション
ロボットと
人間との距離

いる．特に，ヒューマノイド型のコミュニケーションロ
ボットは，擬人的な外見を持ち，まるで人と会話してい
るかのような自然な対話が可能になることが 1 つの特徴
である．このような人と対話するロボットにおいて，ロ
ボットの身体性を考えた場合，相手に対する立ち位置は，
対話にかかわる最も基本的な要素の 1 つである．
オフィスやショッピングセンターなどで動作すること
を目指して研究開発が進められているロボットは，人間
の子供ほどのサイズであることが多く，移動できるこ
とも特徴である．これは，大きすぎて人に恐怖感を与
えないよう，またその存在をアピールできる程度に十
分な大きさに設計された結果である．実際，ASIMO や

Wakamaru，enon，Robovie など多くのロボットが，子
供サイズで，擬人的な外見を持ち，かつ移動できる．
このような子供サイズのロボットでは，ロボット自ら
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が移動して距離や空間配置を調整することが求められる．
さて，この距離は，ただ，人からある一定の距離に近づ
けばよい，といった単純なものなのだろうか．

人同士の対話での距離・空間配置
近 年， 人 と ロ ボ ッ ト と の 相 互 作 用（Human-Robot

ロボットの身体性を考える際には，擬人化の視点が欠

Interaction）の研究が盛んになってきている．中でも，“ 人

かせない．これは，しばしば，ロボットの外見が擬人的

とかかわる際に，ロボットの身体性をどのように活用す

にデザインされ，人間が行うのと同様の自然な対話が期

るか ” は，重要な研究課題である．身体性を持つロボッ

待されるからである．そこで，ロボットと人との距離

トが人と対話するとき，ロボットは人とどのような距離

を考える前に，まず人間同士の対話に関する従来研究

をとるべきか．また，この問題を考えるときに，従来の

を見てみたい．心理学，認知科学の分野では，近接学

心理学で知られている対人距離や空間配置に関する知見

（Proxemics）として，人同士の相互作用における距離や

は，そのままロボット対人にも適用できるのか．このよ

空間配置について多くの研究が行われた．ここで，代表

うな視点から，本稿では，人と対話するロボットと人間

的なものを紹介する．

との距離や空間配置に関する研究を概説する．

対人距離
Hall は人同士が会話するときの距離が会話の状況によ
って変化することを見いだし，近接距離，個人距離，社
）

会距離，公共距離の 4 つのクラスに分類した 1 （図 -1）．
この距離が親密さや相互作用の状況と一致していない場
合に人は不快に感じることが知られている．
親密距離：
（0 〜 0.45m）
この距離では，視覚は視野が狭くゆがみが生じるため，
嗅覚や触覚によるコミュニケーションが行われる．こ
れは，親密な人同士が行うようなコミュニケーション
である．
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4. コミュニケーションロボットと人間との距離
個人距離：（0.45m 〜 1.2m）
この距離では，視覚が十分に利用でき，容易に接触で
きるため，通常の会話が行われる．
社会距離：（1.2m 〜 3.5m）

コミュニケーションロボットには人同士
の対話での知見が利用できるか？
さて，擬人的な外見や身体性が特徴であるコミュニケ

この距離では，容易には接触できない．そのため，初

ーションロボットには，人間同士の対話に関する従来知

対面の会話は，しばしばこの距離で行われる．

見が当てはまるのだろうか．当てはまるのであれば，ロ

公共距離：（3.5m 〜）

ボットの身体性を活用する上で大きな手がかりとなる．

この距離では，多数を相手にする講演のような直接的

ここで，人とかかわるロボットの従来研究から，どの程

かかわり合いの少ないコミュニケーションとなる．

度，人同士の対話場面での知見がロボットにも当てはま
るのかを見てみたい．

パーソナルスペース
対話場面に限らず，人はその身体の周囲に，他者を近
づけたがらない約 1 〜 1.5m ほどの空間がある．この縄

列に並ぶロボット
中内らは，パーソナルスペースの理論を参考に，列に

張りのような空間のことを，パーソナルスペースと呼ぶ．

並んでいる人をカメラ画像から検出し，列の最後尾にロ

パーソナルスペースは，対話のためにとる対人距離と異

ボットを並ばせる機構を実現，これが適切に動作する

なり，むしろその範囲内に他人が入ってほしくないとい

ことを確認した ．この研究は，人間型ロボットが盛ん

う防衛的にとる距離である．パーソナルスペースは，前

に研究され始めたばかりであった 2000 年に発表された．

方にやや長い卵形をしており，その大きさは環境や状況，

当時としては非常に先進的な試みで，人間の心理学的知

個人ごとによっても異なる．たとえば，内向的な人の方

見を対話ロボットに応用した最初の研究ともいえる．た

が大きな距離をとることが見いだされている．

だし，この研究において，パーソナルスペースの知見は，

3）

ロボットに自然な対話行動をさせるためというよりも，

空間配置

むしろ列をなしている人を識別するために利用された．

対人距離は相手と 1 対 1 の関係のときに起きる現象
を説明する理論であった．何か展示物を見ながら話す場
合など，会話にモノが含まれる場合には，さらに複雑

コミュニケーションロボットとの対話距離
対人距離，ならぬ，対ロボット距離は，これまでにも

な空間配置がとられることが知られている．Kendon は，

数例の研究事例がある．筆者らも，科学館の来場者が，

2 人の人がモノについて会話するとき，O-space と呼ば

展示されているコミュニケーションロボットにどこまで

2）

れる空間配置がとられることを見いだした ．図 -2 に

近づくのか，どの距離でどのような行動をするのか，を

O-space が構成される場合の空間配置の例を示す．（a）

観察した．図 -3 にこの様子を，図 -4 に距離に応じた行

のように，互いに向かい合っている場合，
（b）のように，

動の違いを示す．この事例において，ロボットの周囲

L 字型の場合，（c）のように横並びの場合，いずれの場

に立ち止まる人は，ロボットからの距離が 2m までの範

合も両者が互いに見える領域が O 字型に構成されてい

囲で見られたが，ロボットに話しかけるような行動は，

る．この領域の重なりが生じることが重要になるといわ

1.25m 以内でのみ見られた．また，物理的な接触と会

れている．

話の双方が生じるのは 0.75m 以内の場合であった．Hall
が近接学の中で明らかにした対話ゾーンと同様に，人と
ロボットとの対話でも，距離によって異なるタイプの相

O-space

0.45m
親密距離

図 -1

個人距離

対人距離の分類

1.2m

3.5m
社会距離

公共距離

(a) vis-a-vis

図 -2

(b) L-shape

(c) side-by-side

O-space を生じる空間配置の例
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互作用は起きるが，その距離は必ずしも従来の人同士の
対話での知見とは一致しない．

対面形状で，O-space を構築することが見いだされた．
これらの事例から，ロボットの身体性，擬人性に関し
て，たとえば，対話の親密さが距離によって変わる，と

パーソナルスペースの内側に入るロボット
ロボットとの対話距離に関する他の研究事例からも，

いった知見のように，表面的な事象に関しては，人同士
の対話の知見が当てはまるようである．O-space が構築

ロボットに対しては，人同士の場合以上に接近する事例

された事例も，人同士の対話に起きる現象がロボットと

が報告されている．たとえば，海外での事例として，文

の対話で生じることを示している．この場合でも，対人

献 4）では，ロボットとの対話の際に，過半数の実験参

距離の例のように，パラメータはロボットに合わせて調

加者が Hall の個人距離や社会距離の範囲が快適な対話

整する必要があるだろう．

距離だと答えたが，一方で 40% もの実験参加者は初対

一方，人相手の場合とは異なる現象も生じている．パ

面にもかかわらず 45cm 以下の親密距離が好ましいと答

ーソナルスペースの例では，一部の実験参加者は，ロボ

えている．同様に，我々の研究でも，子供のような対話

ットからさほど心理的な脅威を感じなかったために，ご

をするロボット Robovie に対して，実験参加者がとっ

く近い距離への接近を許したと考えられる．このように，

た平均的な対話距離が 40cm 程度だったことを見いだし

表面的事象から一歩内面に入り，心の中でのロボットの

た．この距離はパーソナルスペースの内側に位置する距

位置づけを問うような現象になると，人同士の対話の知

離であり，実験参加者は他の初対面の人間に対して必要

見が，ロボットでは必ずしも当てはまらない例もある．

とする防衛的な距離を，ロボットに対しては必要としな
かったことを意味している．

コミュニケーションロボットのための
モデル化

O-space の構築
Huettenrauch らの研究では，ユーザがロボットに

前章では，人が主導的に振る舞って，距離を調整した

部屋の中を案内するシナリオにおいて，対人距離や

場合に，ロボットに対してどのような距離をとるかにつ

5）

O-space の構築状況が観察された ．その結果，しばし

いて従来研究を概観した．それでは，ロボットが能動的

ばユーザは個人距離で対話し，特に図 -2 の（a）のような

に距離や空間配置を調整し，利用するにはどうすればよ

対話距離の観察

Observed number

図 -3
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4. コミュニケーションロボットと人間との距離
いのだろうか．

にも，視線を合わせる頻度や，動作速度なども強化学習

このために，相互作用のモデル化が重要となる．擬人

によって調整された．実験の結果，12 名中 11 名の参加

的なロボットの対話をモデル化する上では，何かモデル

者に対して，パラメータの調整が上手くいくことが示さ

化の始点が必要になる．そのため，しばしば，人同士の

れ，実現した対話モデルの有効性が確認された．

相互作用のモデルを参考に，ロボットのためのモデルを
構築し，実現された相互作用が適切であるかを確認する

立ち位置を調整するロボット

ことで，その妥当性を確認するタイプの研究が行われて

前章に示したように，人同士の対話では，モノについ

いる．前章に示したように，このアプローチが上手くい

て会話する際，O-space と呼ばれる空間が構成されるこ

く場合も多い．

とが知られている．また，人がロボットに説明する際

ただし，人同士の対話に関する知見からは，たとえ

も，自然と O-space が構成できるような立ち位置に立

ば図 -2 に示す空間配置のように，現象として起きた結

つことが見いだされている．それでは，ロボットから

果である What を学ぶことはできるが，ロボットがどの

O-space を構成するためには，どのような行動をすれば

ようにその相互作用を実現すればよいのか，の How は

よいのだろうか．O-space が構成されるということは知

学ぶことができない

☆1

．人は無意識にこの過程を行うが，

ロボットに類似の相互作用を行う際には，この過程を行
わせる方法を明らかにすることが重要なポイントとなる．
以下，このような相互作用のモデル化についての研究
事例を紹介する．

られていても，ロボットがどのように動作すれば構成で
きるかという How に関する情報は明らかでない．
そこで，筆者らのグループでの研究において，このよ
うな説明をするロボットのための立ち位置調整モデルを
構築した．図 -6 にロボットが考慮すべきパラメータを
示す．ロボットが説明をする場合に，聞き手となる人

対話距離を適応的に調整するロボット

が，説明対象の物体のそばにいるのか，遠くにいるの

筆者らのグループでの研究において，ロボットの対話

かは状況によって異なる．そこで，実験室で，さまざま

行動を，Hall の対人距離の分類に応じて，親密距離での

な状況を設定して，図 -6 に関するパラメータを計測し

行動，個人距離での行動，社会距離での行動に分類し

た．その結果，見いだされたのは，モノに関する説明を

（図 -5），ロボットが対話行動を行う際に，対話距離を

行っている場面では，対人距離を調整することよりも，

切り替えた．さらに，これら距離カテゴリごとの対話距

むしろ視野を適切に調整し，聞き手となる人の視野内

離は個人差が予期されたため，強化学習によって相手に

に，対象物体だけでなくロボットも含まれるような立ち

応じた適応的な値とするようにした．ロボットの報酬関

位置（図 -7）に立つべきであるという知見であった．また，

数は，対話を好意的に評価している人はロボットを見る

得られたパラメータをもとにロボットを動作させた場合

ことが多く，あまり動き回らない，といった従来研究で

に，実験参加者にとってロボットが話しやすく，説明も

見いだされた知見に基づいて設計された．対話距離以外

分かりやすいことが明らかになった．

☆1

位置に応じた指さし会話をするロボット

人同士の対話は心理学や認知科学で非常に多く研究されてきた．し
かし，そもそも，心理学は現象（What）の背後にある人の内的過程
（Why）に関心がある．また，認知科学は，How も扱うが，人のより
高次の思考過程に関心がある．結果として，人が，半ば無意識的に
行っている，この種の空間配置に関する相互作用は，自明なことと
してモデル化がなされていない．

親密距離

個人距離

人同士の対話では，モノについて会話する際，指さし
と同時に
「これ見てね」
といった指示語を含んだ発話をす
ることで，簡潔に会話が進められることが多い．また，

社会距離

図 -5 距離カテゴリに
応じた対話行動の例
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このとき，距離に応じて異なる指示語，
「これ」
「それ」
「あ

者と受話者が正対しているときの形状であり，さらに互

れ」などが利用されることが知られている．

いの向きや距離によって形状が変化する．

そこで，筆者らのグループでの研究において，ロボッ

さらに，図 -11 のように，物体が指さし方向に並んで

トのための，指示語決定モデルと指さし動作モデルを用

おり，指示語によって互いを限定できない場合のために，

いた注意生成モデルを考案した．人同士の対話では，互

指さしによる物体特定が可能な範囲を定義するための限

いの距離やモノとの配置に応じて用いられる指示語が

界距離モデルが構築された．限界距離モデルでは，指さ

変わることは知られている．たとえば，近くのものは

しと指示語決定モデルで決定した指示語の 2 つのみを

「これ」と言い，互いに遠いものは
「あれ」
と言う．しかし，

用いて，対話相手の注意を目的の物体に誘導できるかど

実際のところその指示語が変わる閾値や，話し手の聞き

うかを判断する．誘導ができるか否かの判断は，前章で

手に対する向きによってどのように指示語境界線が変化

定義した限界距離 d によって行う．限界距離 d の定義を

するか，といった How に値する情報は明らかにされて

図 -9 に示す．図 -11 では，指さしの方向から角度  P の

いなかった．いざ，ロボットにこのような指示語会話を

範囲に他の物体の端がかかった場合，人間は指示されて

させようとすると，図 -8 に示すような発話者・受話者

いる物体を特定できないものとする．指示語と指さしに

と物体との距離や角度などのパラメータの下で，指示語

より物体を特定できない場合には，ロボットはあらかじ

を決定する必要がある．

め「あの黒い箱」
など付加的な情報を発話して，対象物体

そこで，人同士の対話を詳細に観察することにより，
指示語境界線の形状の抽出が試みられた．図 -9 に示す

が特定できるようにする．
このようなモデル化を経て実現されたロボット

ように，さまざまな発話者・受話者の向きにおいて，互

（図 -12）は，実験を経て，実験参加者が自然に対話でき，

いの距離や物体までの距離を変化させながら，
「これ」
「そ

また指示された物体が適切に特定できることが示され，

れ」
「あれ」のどの指示語が用いられるかが観察された．

有効性が検証された．

図 -10 に得られた指示語境界線を示す．この形状は発話

is

(a) D

(c) Listenerʼs
view angle

(d) Explainerʼs
view angle

Explainer
受話者

(e) Explainerʼs
direction

(b) Distance with Object

Listener

r

tene

h Lis

wit
tance

発話者

Listener

dL
Q

Speaker

dS

Q LO

Q

QS

dSL
図 -8

指示語境界線の計算に必要なパラメータ

図 -9

発話者と受話者の向く方向

Object
図 -6

立ち位置調整に必要なパラメータ

図 -7 モデル化された
立ち位置
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のです．

人とかかわるロボットの研究において，距離に限らず，
人同士の対話に関する従来研究から学べることは多い．
本稿で紹介した研究では，人同士の対話から学ぶアプロ
ーチにより，ロボットが人と自然に相互作用するための
モデル化を行う事例が紹介された．しかし，これらの例
は，いずれも相互作用の部分的な要素を取り出したもの
である．このようなモデルを積み重ねていくと，人間の
ような自然な対話をするロボットの実現が可能になるの
か．これは，今後の研究の中で明らかにしてゆくべき課
題である．
また，パーソナルスペースの例のように，人がロボッ
トに対して持つ期待感が異なると，人同士の対話の知見
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が当てはまらなくなる例もある．今のところ，空間配置
についてのロボットからの能動的な動作に関しては，人
同士の知見に習うアプローチが上手くいっている．しか
し今後，高度な相互作用を目指す過程で，人同士の対話
の知見が当てはまらない現象を明らかにし，ロボットな
らではの相互作用モデルの構築が必要になってくると考
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えられる．

図 -10 得られた指示
語境界線
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指さしのモデル化

図 -12 指示語と指さし
により会話するロボット
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