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我々の日常生活の中で人々がロボットと自然につきあうようになる社会はやってくるだろうか？

もしそのような社

会が実現されるとするならば，ロボットは，これまでロボット・人工知能研究が追求してきた問題解決型の合理的知
能よりも，コミュニケーション・インタラクションのための社会的知能を具備する必要がある．本稿では，合理的知
能との対比において社会的知能の特徴を述べ，社会的知能を構成するいくつかの要因について概説する．

に共感することのできる社会的な人間らしさに依拠して

ロボットと人間のコミュニケーション

いる．さらに，少なくとも人間においては，学習・教育
を通じて，社会的知能は合理的知能の獲得のためにも重
要な役割を果たしている．

ロボットが我々の日常生活に入ってくるには 2 通りの
形態が考えられる．1 つは，我々から直接見えない背景

本稿では，人間同士のコミュニケーション行動，人間・

にあって我々の生活を支える機能を自動的に果たすとい

機械インタラクションの研究を背景として，ロボットの

う形態である．たとえば建物や施設の清掃，警備，監視，

社会的知能を実現するために解決すべき課題について概

保全など環境整備・安全確保の分野では見えないかたち

観する．

でのロボットの活躍が進展するだろう．もう 1 つの形態

合理的知能と社会的知能

は，人間とのコミュニケーションを通して，人間の指示
に従って命じられた作業を遂行する，人間に必要とされ
る情報を提供する，人間の行動を導く，人間の遊び相手・

それでは社会的知能とはどのようなものだろうか？

話し相手となるなどの機能を果たすロボットである．コ

合理的知能と対比することにより社会的知能の特徴を見

ミュニケーションを中核機能とするという点で，後者の

てみよう．

形態はコミュニケーションロボットとも呼ばれる．コミ

合理的知能の条件

ュニケーションロボットは，当然我々の生活の中に目に
見えるかたちで現れ顕在的に存在することになる．

合理的知能は目標達成型知能である．積木を組み立て

人工知能の研究は目標達成・問題解決型の合理的知能

て所望の構造を構築する，特定の場所へ移動する，他者

の機械的実現を目標としていた．コミュニケーションロ

の質問を受けてその答えを見つけ返答するなど，何らか

ボットにおいても，そのような合理的知能が不要となる

の達成すべき目標を外部から与えられ，あるいは自発的

わけではもちろんないが，それにも増して人間と円滑に

に設定することにより，それを達成すべく必要な行動を

コミュニケーションを行うための社会的知能が必須とな

選択し遂行する．目標と無関係，あるいは目標から遠ざ

る．鉄腕アトムの物語の魅力の大半は，アトムの賢さで

かる逆効果をもたらすような行為ではなく，実際に目標

はなく，アトムが備える人間的な喜怒哀楽を解し，他者

達成に有効となる行為を選択・遂行する能力を備えてい
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る場合にのみ，そのような知能を合理的知能と呼ぶこと

ない目標を設定してしまうこともある．そのような場合

ができる．合理的知能は，以下のような能力によって特

に合理的知能には，無駄に目標達成を追求し続けるので

徴づけられる．

はなく，達成不可能として見切りをつける能力も要求さ

目標を形成・持続・棄却する能力

れる．このように合理的知能は，環境に関する現実のあ

合理的な行為の選択・遂行は，現在の状態とは異なる

るいは仮想の状態を認知する能力と，その認知結果に基

状態を目標すなわち実現すべき状態として設定すること

づいて行動する能力とから構成される．そしてもっぱら

から始まる．人間やチンパンジー等の霊長類ではこのよ

行動主体単体の機能に関する能力である．

うな目標追求型の行動が支配的な位置を占める．下等動
物，植物，微生物ではこのような目標の設定は行われず，
その行動はもっぱら刺激に対する即時的反応によって構

社会的知能の条件

一方，社会的知能は集団共生型知能である．他者と円

成される．その場合でも進化の過程で環境に適応した生

滑にインタラクションを行う，集団内での情報や意思

物の行動は，外から観察する限り生存にとって合理的に

の共有に参画する，集団の構成員に受容される行動をと

見えることがあるが，目標という内在化された合理性に

る，など，自分と他の動作主体によって構成される社会

基づくものではない．目標の形成は無制限ではない．達

集団の中で円滑に振る舞うために必要とされる知能であ

成可能な目標を選択する，相互に矛盾しない整合的な目

る．社会的知能は，以下のような能力によって特徴づけ

標の集合を選択する，複数目標間の優先順位付けを行う

られる．

などが要求される．目標は単に形成するだけでは不十分

集団を形成・維持する能力

である．行為の選択・遂行に結びつけるには，選択ある

集団における共生はまず，新しい集団の形成あるいは

いは遂行に必要となる期間は，その目標を安定して保持

既存の集団への参画から始まる．集団には会話のように

する必要がある．そうでなければ，行為として実現され

活動のために一時的に形成され，活動が終了すると解散

る以前に目標が消えてしまい，筋の通らない分裂的な振

するものと，家族・友人・学校・会社のように長期間に

る舞いが起こってしまう．さらに，すでに達成された目

わたって安定して形成されているものとがある．いずれ

標や達成が困難な目標は，いつまでも目標として保持し

の場合でも，まず挨拶に代表される集団の構成・参画あ

ておくのではなく，無効な目標として棄却する能力も要

るいは解散・離脱のための儀礼的慣習が集団の形成・維

求される．

持の役割を担う．人間は相手が計算機だと分かってい

目標に従った行動計画の能力

る場合でも挨拶をする．音声対話システムの研究分野で

目標を設定したらその次は目標達成に必要な行為の選

は，ユーザとシステムとのセッションが実質的に終了し

択を行う．そのために必要な能力は以下の 3 つである．

た後でユーザが別れの挨拶を発した際に，音声認識の失

• 現状の認識：動作主体を取り巻く環境がどうなってい

敗によって挨拶発話が認識されずシステムが再入力を求

るのか現在状況を認識する．

めた場合，そのままセッションを終了してもまったく問

• 目標と現状の差の認識：現在の状況と目標として設定

題はないにもかかわらず，ほとんどのユーザが挨拶を繰

した状況との差分を認識する．

り返すことが報告されている．集団を形成し円滑に維持

• 目的手段推論：差分の認識に基づいて，その差分をゼ

するためにはこのような社会的行為を適切な状況で遂行

ロにするために必要な変化をもたらす手順を求める．

する能力と，他者の社会的行為を的確に認識する能力と

目標に従った行動制御の能力

が要求される．集団の形成・維持には，さらに，集団の

目的手段推論の結果，目標達成に必要な行動手順が得

構成員／非構成員の区別の認識，集団の一員としてのア

られたら，その行動手順を実際に実行する．推論と行動

イデンティティの表現等の能力も要求される．

は必ずしも継時的である必要はなく，多くの場合，時間

集団的合意の形成・認識の能力

的に交差した入り組んだ構造をとる．推論と行動とを混

集団内で他の集団構成メンバと共生していくために

在させて全体として目標達成を実現する能力が我々の日

は，他の構成メンバとの情報の共有，行動の協調・調整

常生活における合理的知能の中核である．

およびそのための合意形成が必要となる．集団的な合意

目標達成の成否の判断能力

には，共有情報や約束のように頻繁に形成されて有効期

目標として設定した状態が実現した際にはそれを認識

間の限定された短期的なものと，集団内の慣習や行動規

する必要がある．目標実現は自らの行動の結果による場

範のように長期的に比較的安定して機能するものとがあ

合もあれば，自分の行動とは無関係の他者の行動やその

る．合意形成に必要となるのはもちろん言語を中心とす

他の原因による場合もある．前者は目標達成行動の成功

るコミュニケーションの能力である．しかし，注意すべ

であり，後者は偶然の幸運である．うまく目標が達成さ

きは，言語コミュニケーションのみでは不十分で非言語

れる場合とは反対に，さまざまの理由で達成の見込みの

によるコミュニケーションが不可分となっている点であ
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る．対話モデルや対話システムの研究を参照するまでも
なく，我々の日常の会話を振り返れば明らかなように，
合意の形成は，単に伝達すべき情報や協調して遂行すべ
き行動の内容を言語メッセージとして相手に向けて発す

話し手

るだけでは達成できない．まず会話のための集団を一時

参与者

的に構成し，伝達相手の注意を獲得し，その上で適切な

聴取者

メッセージを発する必要がある．さらに，メッセージの
内容が的確に伝達されたか否か，相手の反応を監視して

聞き手

傍参与者

非参与者

（a）会話参与役割の分類

判断し，不十分な場合には再度合意形成に向けた行為を
追加するなどの行動をとる必要がある．
合意に基づく行動の制御の能力
合意の形成は協調集団行動の実現に寄与する．それに
は合意に則って，他者の行動を理解し，また自らの行動
を調整する能力が要求される．短期的にはこの能力は目
標達成型の合理的知能において他者と目標を共有し共
有意図を形成することによって実現される ．長期的に
6）

は，少なくとも人間の場合には，自分の所属する集団内
の規範や慣習を満足する行動をとることを動機付け，ま
た自分のとった行動の規範・慣習に照らした成否に応じ
て感ずる社会的感情（達成感，責任感，誇り，恥など）が
合意に基づく行動の制御に深く関与している．ロボット

（b）会話参与役割の遷移の例

に感情を与えることの是非については当然議論の余地が

図 -1

あるが，社会的知能のためには少なくともロボットが人

会話場への参加の構造

間の社会的感情を理解することが不可欠である．
社会的知能は人間の社会集団ではその存在・機能が暗
黙のうちに前提とされている．そのため，人間は人工物

して注意を向けていることを視線等によって表示し，

とのインタラクションにおいても人工物が知的機能を示

視線交差による相互注意の状況を実現する．

す場合には社会的知能を暗黙のうちに前提とする

. 人

（4）A あるいは B の側から呼びかけ・挨拶を発し，新し

間とロボットとが共生する社会を構築するためには，社

い会話場の開始あるいは既存の会話場への A の参入が

会的知能の構成要素を明らかにし，それをロボットに実

行われる．

9）

現する必要がある．
唐突に相手に向けて話し始めても会話の開始とはなら

社会的知能の構成要素

ない．言語による情報交換を開始する前に，まず会話を
円滑に進めるための会話場を一時的集団として確立して

参加

おく必要がある．そして，それは，身体距離，身体姿勢，

集団の形成・参加に関してロボットにまず要求される

視線等の非言語的情報の交換によって行われる．

のは，短期的な集団としての会話場の構築，会話場への

会話場に参加する者は，会話の中でさまざまな役割を

参加である．人間同士の会話では会話の開始，進行中の

果たす．Clark は，会話の参加者の役割を，会話に参加

会話への参入はおおよそ次のようなステップで行われる

して果たす役割：話し手・聞き手・傍参加者と，会話に

と考えられる．

参加する以前に果たす役割：傍観者・立ち聞き者とに

3）

分類して整理している（図 -1（a））．会話の進行に伴って
（1）会話を開始したい，あるいは会話に参入したい者 A

特定の参加者の果たす役割はこれらの間を動的に遷移す

が会話の相手となる候補 B に近づくことによって，新

る．そして，役割の遷移の制御には，やはり参加者間の

規に会話を開始して会話場を構築する，あるいは既存

非言語的情報の交換が深く関与している．図 -1（b）は模

の会話場へ参加する意図を表明する．

擬的なポスター発表での会話参加者の役割の動的遷移を

（2）A の接近に気付いた B が視線を向けるなどの方法で

会話参加者の視点からの映像によって分析した一例であ

注意を A に向ける．

る ．2 名の会話参加者 E と VA とがポスターの内容を
1）

（3）B の注意の獲得に成功した A は，自分自身も B に対

巡って会話をしている会話場に新しい参加者 VB が後か
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ら参加している．VB が E の視線を獲得し，発言を開始し

指示的

て話し手になるように，会話への参加役割が変遷してい
る様子を見ることができる．

非指示的

コミュニケーションロボットの研究においても，視線
表 -1

交差等のコミュニケーション動作が人間に好印象を与え

前提的
直示表現
わたし，ここ，今
集団固有言語
女性言葉，方言，隠語

創造的
人称代名詞
君／おまえ／あなた
敬語
敬意の程度

指標性のタイプ

る，メッセージの理解度を高めるなどの効果を持つこと
が確認されてきている ．物理的身体を有するロボット

コミュニケーションロボットにおいては，ロボット

が人間と円滑にインタラクションを営む社会的知能を実

の大きさ・形態や言葉使いの設定を通じて，ロボットを

現するためには，会話場という一時的な集団の形成・維

人間にとって忠実な召使あるいは気まぐれな遊び友達

持のための非言語情報の交換という観点から必要となる

のように性格付けるといったかたちで，コミュニケーシ

身体動作機能を獲得する必要がある．

ョンにおける指標性がすでに暗黙的に採り入れられて

8）

いる．このようなロボットの個体としての性格付けの設

指標性

計（character design）は当然重要であるが，さらに教育

「いま」
「わたし」「ここ」のような表現はいつ・誰が・

や看護など現実場面へのロボットの導入を考えると，固

どこで発話するかという発話の行われる文脈に依存した

定的な性格付けだけにとどまらず，状況に応じたロボッ

情報を伝える．このような情報表現の文脈依存性は指標

ト／人間関係の再設定が必要となってくるだろう．通常

性と呼ばれる．指標性は言語表現とそれが発せられる発

は召使のように下位の性格付けをしていたとしても，状

話文脈とが一緒になって情報内容が定まるという性質を

況によってロボットが主導権をとる必要がある場合に

持つが，反対に指標性を有する表現は，文脈に関する情

は，たとえば教師─生徒関係や看護士─患者関係のよう

報を逆情報として伝えることもできる．たとえば 目の前

に，ロボットがより主導的な立場に立つ関係へとその場

の会話相手の田中さんが「私は大阪育ちです」という発

でロボットとユーザとの関係を設定し直す必要が生じ

話をしたとする．これは田中さんが大阪人であるという

る．指標性は，そのような場面で有効に利用できる．

情報を担うが，同時に目の前の人物が大阪人であるとい
う情報をも伝えてくれる．同様の情報はたとえば大阪弁
を話すことから得ることもできる．このように，
「いま」

基盤化

集団内で情報を共有し合意を形成するためには，まず

「わたし」
「ここ」のような特定の表現のみならず，言葉

情報共有を目指す集団の注意を獲得し，会話場を設定し

の選択や発話のスタイル，さらには発話に伴う動作や服

た上で，情報を言語メッセージとして発する．しかし，

装までが，逆情報として発話者に関する文脈情報を伝え

会話場の中で単に情報を言語メッセージとして発するの

る機能を持っている．

みではまだ不十分である．その後で，情報共有達成の状

は，指標性の現象を，指示的／非指示

況を監視し，必要であればさらに情報共有に向けた行為

的，前提的／創造的の 2 つの要因によって分類している

をとる必要がある．このような情報共有の達成に向けた

Silverstein

11）

（表 -1）
．指示的表現は代名詞のように指示対象を持つ表

インタラクションの操作は基盤化と呼ばれる．

現の利用を，非指示的表現は大阪弁利用のようにそれ自

Clark&Schaefer は基盤化の過程を貢献と受容の 2 要

体では特に指示対象を持たない表現利用に該当する．一

素によって特徴付けている．情報提供者がまず情報の提

方，前提的用法は，女性が女性言葉を使う，大阪人が大

示というかたちで貢献を行うと，情報を受けとる側は承

阪弁を使うように，まず発話者の持つ文脈的属性が前提

認を表すあいづちを返すことによって受容を行う．この

され，その前提に基づいて表現利用がなされる場合に該

両方の過程を通じて情報の共有化が実現する．一方の提

当する．それに対して，創造的用法は，意識的に敬意の

示した情報が聞き取れない，理解できないなどの理由で

程度を選択して敬語を用いることによって話し手が積極

受容に失敗した場合には，受け手側は問い返しによって

的に話し手と聞き手との関係を作り出そうとする場合な

再度の情報提示あるいは情報訂正を求める．情報提示側

ど，表現利用によって文脈を作り出そうとする用法であ

が訂正を行う場合もある．Traum

る．前提的／創造的の区分は固定的なものではなく，女

の過程を状態遷移ととらえ，図 -2 に示すような状態遷

性がわざと男性言葉を使うことによって職場において男

移記述モデルを提案している．提示，継続，承認，問い返

性と対等の関係を構築しようとするように非指示的な指

し，訂正などの操作は基盤化のための機能を果たす言語

標性では常に創造的用法が可能である．

行為の一種ととらえられる．

4）

指標性に基づく逆情報は，人間同士のインタラクショ

基盤化の特徴は以下の通り．

ンにおいて，相手の社会的属性や相手と自分との関係を

• 2 重性

把握し構築するための重要なメカニズムを提供する．
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14）

貢献に対する受容は常に承認のように明示的なかたち
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�
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図 -2

コミュニケーションにおける行動の多層整列

基盤化過程の状態遷移モデル

ュニケーション場面ではコミュニケーションの成否は喜
をとるとは限らない．たとえば質問に対する返答は，

び・満足感や怒り・不満感などの感情を引き起こす原因

返答内容を新たな情報として提示するという貢献の

となる．さらに相手の感情レベルに応じて適切な基盤化

機能に加えて，質問を正しく受けとったことを示す

方略を選択する必要がある．このように，マルチモーダ

という受容の機能を暗黙的に果たしている．このよう

ル情報の統合・補完による基盤化機能の実現は社会的知

に，1 つの発話が前の発話に対する受容と新たな貢献

能の核となる．

との 2 つの機能を果たすことの方が一般的である．

行動整列

• マルチモーダル情報
受容は承認の発話のように言語行為によって行われる

基盤化は情報の意味内容レベルにおける共有を実現

とは限らない．うなずきは承認の機能を，困惑の表情

するメカニズムである．これまで，コミュニケーション

は問い返しの機能を果たす．また上昇音調の音声抑揚

のモデルは，もっぱら意味内容レベルにおける情報の集

によっても問い返しを行うことができる．

団構成員間での一致・共有を問題としてきた．それ以外

• 条件付き基盤化行為

のコミュニケーションレベルは意味内容に至るための準

基盤化行為は常に行為のタイプを明示的に表示すると

備段階と位置づけられてきた．しかし，対話インタラク

は限らない．電話番号を伝える場合などによく行われ

ションでは，音声・単語選択・指示表現選択・構文選択

るように，情報提示者の発話を受け手がそのまま繰り

などさまざまなレベルにおいて対話参加者が行動を揃え

返して再現する方法は，再現が正しければ承認に，再

る傾向があることが最近明らかになってきた．たとえば

現が間違っていれば問い返しになる．このように，条

Branigan は構文のレベルで対話参加者は同じ文型を選

件付きの基盤化行為も可能である

択する傾向があることを示している．Garrod はこのよ

2）

10）

5）

.

• 基盤化方略

うにコミュニケーション行動のさまざまな層において行

明示的な承認や繰り返しによる条件付き基盤化は共有

動の整列が起こることが対話コミュニケーションを円滑

情報の正確性を保証し確実な情報共有を可能とする．

に遂行するために本質的と考え，対話の行動整列モデル

反面それらは煩雑で時間がかかりコミュニケーション

を提案している（図 -3）. コミュニケーションに関与する

の能率を低下させる．人間同士のコミュニケーション

行動のさまざまなレベルで行動の整列が可能である．ま

では，コミュニケーションの目的，要求される信頼度，

た，1 つの層における行動の整列が他の層における行動

参加者の個性などに応じて異なった基盤化方略が選択

の成立を促す．その結果，音声特徴のような下位のコミ

される．一方，音声認識の能力に限界のある現状の音

ュニケーション行動レベルにおける整列に始まり，行動

声対話システムではしばしば前者の慎重な基盤化方略

の整列がコミュニケーション行動の各層で起こることに

が用いられる．

より，最終的に意味内容レベルでの整列が達成される．

コミュニケーションロボットではコミュニケーション

モデルは，ロボットの物理的身体性に着目しロボットと

エラーへの対処はきわめて重要な能力の 1 つである．音

環境との相互作用を力学系の持つ同調現象によってとら

声対話処理においても近年エラー処理の問題が着目され

える見方をコミュニケーション現象に拡張したものと解

るようになってきた．確率推論に基づいてさまざまな基

釈することもできる．さらに，レベルを跨った行動整列

盤化方略を選択するシステムも開発されている．基盤化

を積極的に利用して，たとえば音声のコミュニケーショ

の成否はコミュニケーションの成否である．実際のコミ

ンの韻律レベルでの同調を利用して音声認識を促進する

このような密接な結合に基づくコミュニケーションの
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み可能であるのに対して，人間は他者と協力する協調的
基本感情

意図の認識の能力を持っていると特徴づけている．社会

社会的感情

喜び、悲しみ、怒り
怖れ、驚き

当惑、嫉妬
共感

的知能は，生物が集団で生活するために進化を通じて獲
誇り、悔しさ
得意、恥

得されてきた能力であり，自己意識を備えた人間におい
て最も高度な形態が実現されている．日本へ来て日本語
を学ぶ外国人の子供は，ものの名前やことの形容より前

自己概念

に，まず真っ先に人間関係の調整を司る「よ」
「ね」とい

社会的慣習・規約

図4

った終助詞を覚えるそうである．人間社会の中で日常的

社会的感情のタイプと発達

インタラクションを営むコミュニケーションロボットを
実現するには，賢さの合理的知能よりもむしろインタラ

などの可能性も考えられる

．行動の整列は短期的な

クションの社会的知能がまず要求される．本稿では，社

情報の共有にとどまらず，長期的な慣習や規約を生み出

会的知能を構成するいくつかの要因について簡単に紹介

すメカニズムともなる．

した．いずれも従来のロボット研究や人工知能研究では

12）

あまり取り上げられてこなかったものである．社会的知

社会的感情

能を備えたロボットの実現のために，心理学，人類学，

集団には必ず集団構成員の行動を律する慣習や規約が

言語学，認知科学，情報科学等の関連研究分野が力を合

存在する．慣習や規約がしっかり機能するように内側か

わせた取り組みが進むことを期待する．

ら支えるのが社会的感情である．Lewis は，喜び，悲し
7）
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み，怒り，怖れ，驚きなどの基本感情と区別して高等な
感情として，誇り，悔しさ，得意，恥などの社会的感情を
特徴づけている．社会的感情は自己概念の確立を前提と
する．人間の発達の過程でも基本感情が誕生後まもなく
から認められるのに対して，社会的感情は自己概念の確
立する 3 歳程度以降に発達する．
社会的感情の作用には，まず社会的感情の対象となる
行為を自分の行為として認識することが必要である．そ
の上で行為の結果を慣習・規約に照らして評価する．行
為の結果が慣習・規約の要求を満足していると評価され
れば，誇り・得意などの正の社会的感情が引き起こされ
る．反対に行為の結果が慣習・規約の要求を満たしてい
ないと評価されれば，悔しさ・恥などの負の社会的感情
を生む．このようにして社会的感情は慣習・規約に則っ
た行為を促す機能を果たす．
面子を保つために損得を度外視して行動する，プライ
ドを傷つけられて怒りのあまり利に叶わない行動をとる
など，社会的感情は人間の行動に強い影響力を有してい
る．ロボットが社会的感情のメカニズムを理解し，社会
的感情に従った行動をとることは，ロボットと人間との
円滑なコミュニケーションに大きく寄与するばかりでな
く，ロボットに対する人間の共感を引き出し，人間の信
頼を獲得し，パートナーとして認定されるために避けて
通ることはできない課題である．

ロボットの社会的知能の実現へ向けて
Tomasello

13）

はチンパンジーと人間とを比較して，チ

ンパンジーも人間も他者の意図を認識する能力を持っ
ているが，チンパンジーは敵対的・競争的意図の認識の
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