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by its gaze and bodily actions.
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1. は じ め に
高齢社会を迎え，介護支援を目的としたサービスロボットへの期待が高まっている．すで

訓†1,†2

に食事の手助けをするロボットなど，特定個人に対して支援を行うロボットは開発されてい
るが，介護現場では複数人を相手にすることが多い．実際の高齢者介護施設では，複数人
の環境の中で，ケアワーカーは複数の人々の要請に対応している．しかも要請の種類によっ
ては一度に対応できないものも多く，誰にどういう順番で対応するか，さらにそれをどう示

我々は，多人数場面に対応するケアロボットを開発している．ロボットが多人数に
対応するためには，同時にロボットに要請を行う複数の人々に，誰に今対応するか，ま
た次に誰に対応するかという，順番を身体的に示す必要がある．本稿では，高齢者介
護施設のエスノグラフィーによって，多人数場面でケアワーカーの視線が対応する高
齢者の順番の整序において，二つの違った意味を持っていることを示した．ある場合
には，ケアワーカーの視線はすぐ次に行くことを示し，また別の場合には，今対応し
ている人には対応を続けることを示し，同時に次の人には対応が終わるまで待っても
らうということを示す．それぞれの視線の意味は，ケアワーカーの現在の作業や，他
にどのような身体的行動をしているかに依存する．我々はこうした視線や身体行動の
持つ多重的な効果に着目し，それをロボットに組み込んだ．そしてそのロボットを用
いた 2 つの実験により，ロボットの視線や身体的な行動の多重的な効果を確かめた．

すかが重要になる．そこで我々は，実際の介護現場で行われているインタラクションを詳細
に調べるために，高齢者介護施設において，ケアワーカーと高齢者の行動を観察した．
分析の結果，人間は様々な身体行動により，複数の人にそれぞれに適切な情報を伝達し
ていることが分かった．一つの行動は多重の意味を表す可能性があるが，状況による違い
や他の行動との組合せなどにより，受け手にはそれぞれの状況に応じて異なる意味が伝わっ
ている．例えば，一人の人に対応中に，別の人に呼ばれた時には，首だけ振り向くことで，
対応中の人にはまだサービスを続けることを示し，もう一人の人には「気付いたけれど待っ
ていてください，次はあなたですよ」という意味を示す．有名な SF 作家 Delaney は，同
じ行動がそれぞれの人によって別々に，しかもそれぞれに適切に多重に解釈されることをマ
ルティプレックスと呼んで説明した1) ．そうしたそれぞれの人に対して，身体的行為におい

Care Robot Showing the Order of Service
through Bodily Actions in Multiple Party Setting

て，多重的な意味を伝えることのできるロボットの実現に向けた研究のために，我々は，複
数の人に対して多重的な非言語行動を行えるケアロボットを開発した．このロボットを用い
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て，ロボットの非言語行動に対する人の反応を調査する実験を行い，複数人環境での非言語
行動の利用が有効なことを確認した．さらに，複数の行動を組み合わせて，その効果を調べ
る実験を行った．それにより，行動の組合せによっては，単独の行動の意味とは異なるメッ
セージが伝達されることが分かった．これは，人間とロボットのインタラクションでも，人
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Service robots should be designed to show the order of service in multiple
party setting. We found from our ethnography on the elderly care center that
care worker’s gaze and bodily actions can serve this function. We developed a
robot system that can show gaze and other bodily actions to examine their effects. Experimental results confirm that the robot can show the order of service
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N1

間同士の場合と同様に行動が多重的な意味を持ち，状況や行動の組合せなどにより意味が変

N1

わることを示したものであり，ロボットをデザインする時には重要な知見である．

N1

こうした多人数に向けてのロボットの研究は，ガイドロボットなどでは研究されている．

E1

例えば，Bennewitz ら2) は，顔画像を基に複数の観客の中から人を選んで，その人の方向

#1

に視線を向けたりするロボットを提案した．Shiomi ら3) は，適切な位置へ観客を誘導する
ようなロボットの発言の効果を示した．しかし，これらの研究は，人とロボットの行動の複

#2

N1

N1

合的な側面を考慮していない．

#3

N1

2. 高齢者介護施設におけるエスノグラフィー
#4

複数の人同士のインタラクションを観察するために，我々は高齢者介護施設で観察をする
ことにした．西日本の郊外にある高齢者介護施設で，エスノグラフィーの研究をした．4 年

#6

N1

N1

間で延べ 200 時間以上の撮影を行い，そこで働くケアワーカーがどのように複数の高齢者

E2

#5

N1

からの要求に応えているのかを分析した．日本では，高齢者介護施設は高齢者 15 人に対し
て 1 人の看護師を置かなければならないことになっている．以下では，1 人のケアワーカー

#7

が一度に 15 人の面倒を見なければならない状況である．
図 1 は，複数の高齢者が次々に，体温，脈拍数，血圧を測定し，バイタルサインのチェッ

#9

#8

E3

図 1 高齢者介護施設におけるバイタルサインのチェック場面．
Fig. 1 Checking vital signs at an elderly care center.

クと評価をしている場面である．この施設では，高齢者の健康を考慮し，入浴を許可制にし
ており，高齢者は入浴の許可を待っている．

タイプ B 視線は，今行っている行動が終わるまで待つようにという合図を高齢者に送る．

多くのワーカーがこの施設にいたが，日本ではこのような行為は看護師が行わなければな
らないことになっている．高齢者がバイタルサインのチェックをする順序はテーブルに来た

高齢者は，今行っている行動が終わったら，その次に来てくれると理解することがで

順ではなく，看護師が見回りながら順番に行っている．

きる．

こうした状況では，看護師は，順番を待っている高齢者に，自分の順番がいつ来るのかを

タイプ A の例として，図 1 のケースを見てみよう．図 1 は，1 人の看護師 N1 が，複数

示す必要がある．こうした多人数場面における順番の整序においては，視線が重要な役割を

の高齢者 E1, E2, E3 の体温をチェックしている場面である．N1 は，図 1#1 において視線

果たしている．Sacks ら4) は会話の順番取りシステムの議論において，現在の話し手が次の

を E1 に向け，体を回転し（図 1#2），E1 に向かう（図 1#3）．

話し手を選ぶテクニックの一つとして，話し手が聞き手に視線を向けて宛先を示すことがあ

次に N1 は E2 に視線を向け（図 1#4），体を E2 の方に回転し（図 1#5），それから

ると述べている．

E2 に向かう（図 1#6）．

我々は，高齢者介護施設におけるバイタル場面の観察によって，看護師の多人数場面で視

さらに N1 は E3 に視線を向け（図 1#7），すでに体温計を手に持っている E3 の方に体

線を向けて宛先を示す行為が，次の二つの異なる機能を持っていることを見出した．この視

を回転し（図 1#8），その後 E3 に向かう（図 1#9）．

線を向けて宛先を示す二つの機能をタイプ A，タイプ B と呼ぶことにする．

このように，看護師の頭と視線は，次から次へと次の順番の高齢者へと向かっている．高

タイプ A 視線は，次に向かうという合図を高齢者に送る．高齢者は，看護師からの合図

齢者は，そうした頭と視線の方向が自分に向かっていることを見ることによって，次に自分

によって，次に来てくれると理解することができる．

の順番が来ることを予期し，図 1#5, #8 で示されるように，看護師に対応する準備を行っ
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図 3 ロボットシステム概観．
Fig. 3 Overview of our MCR robot system. The robot can recognize its position and orientation by
receiving the information from the base station observing the ellipse marker.

図 2 介護施設において，看護師が視線によって次の順番を示す例．
Fig. 2 An example scene when the nurse N1 gives her gaze toward the next elderly E2 before
approaching E3.

3. ロボットシステムの開発

ている．
次に，視線がすぐ次の順番ではなく，今行っている行動が終わるまで少し待つようにとい

ロボットは，介護施設において，複数の高齢者からの依頼に応じてお茶を配るサービスを

う合図を送る場合（タイプ B）の例を見てみよう．図 2 は，血圧の測定場面である．

想定して，開発を行った．図 3 に開発したロボットシステムの概観を示す．

看護師 N1 は高齢者 E3 への対応が終わった後（図 2#2），視線を次の高齢者 E2 に向け

ロボットは，スムースな巡回を可能とするために，移動機構に Segway RMP50 を採用

る（図 2#3）．N1 は E2 のところにすぐには向かわずに，一旦手に持っているカバンを置

し，それを土台に手作りでロボットのボディを作成した．胴体上部には，肩と肘で 4 自由度

きに行き（図 2#4），その後 E2 のところに向かう（図 2#5）．この時，E2 は看護師が来

の関節を持つ腕，パンチルトユニット（Directed Perception 社製 PTU-D46-17）を内蔵し

るまでそのまま待っている．

た頭部を取付け，外装によって人型の外見にしている．胴体下部には，PC と UPS を格納

では，これら視線を向けて宛先を示す二つの機能の違いを人々はどうやって区別している

し，後述する位置測定システムから得られるロボットの現在位置に基づいて，移動機構の制

のだろうか．タイプ A もタイプ B も，看護師が高齢者に視線を向けていることに違いはな

御や上体の各関節の制御，センサ情報の処理等を行っている．

い．しかし注意深く見てみると，図 1#1, #4, #7 では N1 は視線を向けている先に身体を

移動中のロボットの位置を同定するために，断面が楕円形状の発泡スチロール製のマーカ

やや開いているのに対して，図 2#3 では E3 のカバンを持ち，カバンの置き場の方向に身

を，ロボットの背中に取り付けた高さ約 2.2m のポールの上部に設置した．この楕円マーカ

体を向けながら E2 に視線を向けている．すなわち，タイプ A では看護師は前の人との関

は，室内の同じ高さに設置されたレーザ測域センサ（北陽電機製 UTM-30LX）により，そ

わりから身を引き離しながら視線を向けているが，タイプ B ではカバンの置き場から身を

の位置と向きが追跡される．そして，計測された楕円マーカの位置と向きは無線によりロ

引き離さずに視線を向けている．我々は，こうした身体の多重的な志向と動きを，多人数に

ボットに送信され，移動中のロボットは自身の位置と向きを把握する．この手法では，楕円

対応するロボットに実装するため開発を行った．

マーカの位置を周囲の移動体に比べて十分高く設置できるため，ロボットの位置同定が周囲
の影響を受けずに行える特徴がある．また，室内環境に設置するセンサも 1 台のみであるた
め，実験環境への設置も容易である．
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レーザ測域センサによる楕円マーカの追跡には，パーティクルフィルタを用いている．レー
ザ測域センサは周囲 270 度，距離 30m の計測範囲を 30fps，±1cm の精度で計測すること
ができる．レーザ測域センサから得られる距離情報を，画像にマップ（これをレーザ画像と
呼ぶ）すると，ロボットに設置した楕円マーカは，ロボットとレーザ測域センサの位置関係
により計測できる部分が変化する楕円の輪郭の一部として観察される．そこで，この変化を
考慮した楕円形をモデルとして，パーティクルフィルタを用いて楕円マーカの位置と向きを
追跡する．追跡手法の詳細については，文献 5) を参照されたい．このようにして得られた
ロボットの位置と向きの情報を用いて，あらかじめ定めた巡回経路に沿って移動するよう，

図 4 ロボットの振る舞いの例．
Fig. 4 The robot concentrates on serving tea and snacks to a specific person (left). The robot
displays an acknowledgement to the next person (right).

PC で Segway の制御を行う．

4. ロボットの振る舞い
ユーザからの要求に適切に対応し，インタラクションを行うことは，サービスロボットに

しかし，このようなレストランでは，ウェイターが客の様子に気を配るという配慮が低下す

とって重要な機能である．特に，複数人環境では，ロボットが次にサービスを提供する相手

ると言われており，良いサービスの実現への課題となっている．また，介護施設の高齢者は

を示すことが重要である．エスノグラフィー調査において示したように，人間は視線を次に

ケアワーカーの支援を求めることをためらう心情があり，ケアワーカーがその心情を察して

サービスの提供を行う相手に向けることで，次にサービスを提供する相手を示し，相手も

サービスを提供するという環境が定着している．そこで，このような環境にも対応できるよ

サービスが自分に来ることを予期し，サービス提供を受けるための準備を始める．ロボット

う，ユーザからの自然な非言語行動を察知し，それに対する反応を非言語的に行うことで，

も，人間と同様の視線の動きを組み込むことで，複数人環境においても，それぞれの人々に

人間同士の自然なインタラクションを継承できるロボットシステムを目指すことは重要であ

対してサービスを提供できるであろう．

ると考えられる．

しかし複数人へのサービス提供においては，それぞれの相手のサービス要求に応じるだけ

一方，自然なインタラクションという点では，アイコンタクトによるサービス要求をロ

では十分なサービス提供はできない．一人の人にだけサービスをしていると，他のサービス

ボットが受理する必要性も考えられる．Miyauchi らは，このようなアイコンタクトによる

を待っている人の不満が高まる可能性があるし，また一人の人へサービスをしている途中

サービス要求について，ロボットを用いた検討を行っている6),7) ．しかし，本稿で想定して

で，他の人へのサービスに切り替えると，最初の人の不満が高まる可能性があるからである．

いる介護施設のように，複数の人が同時に存在する自然な環境での複数人からのサービス

そこで我々は，エスノグラフィー調査において示したようなタイプ B の視線を組み込む

要求を考えると，ロボットがユーザからのアイコンタクトを確実に認識することは難しい．

ことを考えた．図 4 はそのモデル図である．図 4（左）は，他のユーザからの要求には反応

また，次の順番を予期させるという点では，その場にいる他のユーザも判別や理解が容易な

せず，ロボットが最初にお茶を配りに行くユーザのみに集中して行動している様子である．

振る舞いを用いて要求を提示することが望ましいと考えられる．そこで，本稿では，ユーザ

このように振る舞うと，他のユーザは，ロボットが自身の要求を省みてくれないので，不満

の手上げ動作をユーザ要求の提示手法として仮定し，ユーザ全体の不満を和らげるロボット

に感じてしまう．一方，図 4（右）は，最初のユーザにお茶を配りに行っている途中でも，

の振る舞いについて検討する．

他のユーザからの要求があった場合には，顔をそのユーザに向けて要求を受け付けたことを

これらのことから，本稿では複数のユーザに対してお茶を配るというタスクを想定し，次

示している．このように振る舞うと，他のユーザは，自分の要求がロボットに受け付けられ

のように振る舞うことで，ロボットは複数のユーザが互いに許容可能なサービスを提供する．

たこと，及びサービスの順番が次であることを予期することができると予想される．

(1)

一部のレストランなどでは，ウェイターを呼ぶボタンなどが設置されていることがある．

ロボットは，複数のユーザの周囲を，見回しながら巡回し，サービス要求を受け付け
可能であることを示す．
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(2)

ロボットは，手上げ動作の認識によって，ユーザからのサービス要求を検出すると，

Robot

そのユーザにお茶を配りに行く．

(3)

ロボットは最初のユーザにお茶を配りに行く間でも，次のユーザからの要求が検出さ
れた場合は，一時停止し，次のユーザの方向を向く．

(4)

ロボットは，最初のユーザにお茶を配り終えた後，次のユーザにお茶を配りに行く．

Person A

この時，ロボットの振る舞いは，次の機能を果たしていると考えられる．

Person B
(Participant)

• 自分が現在サービス提供を行っている相手へのサービス提供の継続を示す（体の方向の
維持）．

• ユーザの要求を認識したことを示す（移動の停止，および視線の動き）．

図 5 実験 1 の様子．
Fig. 5 An example scene of the experiment 1.

• 要求したユーザが誰であるかを認識したことを示す（視線の方向）．
• 次のサービスの相手が誰であるかを示す（視線の方向）．
• 次のサービスの相手に，今のサービスが終わるまで待ってくださいということを示す．

(3)

このように振る舞うことで，すぐにサービスを受けられないユーザも，次に自身にサービス

トを呼ぶ．

が提供されることを予期することができ，複数のユーザ全体の不満を和らげることができる

(4)

と考えられる．

5. 実
5.1 実

ロボットは，ユーザ B から呼ばれると，一時停止し，ユーザ B の方向に顔を向け，
その後，再びユーザ A にお菓子を運ぶために移動する．

(5)

験
験

ユーザ B は，ロボットがユーザ A に向かって移動している間に，手を上げてロボッ

ロボットは，ユーザ A にお菓子を運び終わったのち，ユーザ B にお菓子を配りに
行く．

ここで，ユーザ A は，実験のシナリオを構成するための仮想ユーザであり，実験内容を

1

2 節で示したように，多人数場面における，看護師の視線の動きと軽いうなずきは，次の

熟知している．一方，ユーザ B は被験者であり，ユーザ B に対しては，
「ロボットは手を上

順番の高齢者の行動の認識と次の順番への予示を与えていた．高齢者は，自分への視線の

げて呼ぶとお菓子を持ってきてくれます．
」
「ロボットが動き出したら，お菓子を貰うために

動きを認識することで，次が自分の順番であることを予期して，自分の順番を待っていた．

手を上げてロボットを呼んでください．
」とだけ説明を行った．

我々は，こうしたことが，ロボットシステムにおいても重要であると考え，ロボットの視線

次のユーザに呼ばれた時に振り向く（視線を向ける）という振る舞いの有効性を確認す

の動きが，これらの機能を果たすかどうかを確認するために，ロボットが次のユーザに視線

るため，ロボットにはユーザ B から呼ばれた場合に振り向く場合と振り向かない場合の 2

を向ける場合と向けない場合で，ユーザの行動や印象に差があるかを実験により検証した．

種類の動作をさせた．被験者の大学生 40 名（男性 10 名，女性 30 名，19 歳〜24 歳）を 2

実験 1 の設定

つのグループに分け，ユーザ B の役割で被験者となってもらい，ロボットの 2 種類の動作

実験では，2 人のユーザにお菓子を運ぶという状況を仮定した（高齢者介護施設ではお茶

をそれぞれ体験してもらった．実験の様子を図 5 に示す．ユーザ A とユーザ B はお互いに

配りを想定しているが，多数の実験を行う際には，お茶のような液体より扱いやすいので，

3m 程度，ロボットから 5m 程度離れて座ってもらった．振り向く場合のロボットは，ユー

お菓子を用いた）．ロボットは，以下の流れで動作をする．

ザ B の要求に応じて振り向く際に一時停止をして，ユーザ B に振り向く時の顔を向ける速

(1)
(2)

ユーザ A は停止状態のロボットに対して手を上げて呼ぶ．

度やユーザ B を見ている時間を，実験を通じて一定としている．また，ユーザ要求の誤認

ロボットは，停止状態からユーザ A の手上げ動作に応じてお菓子を運ぶために動き

識を防ぐため，ロボットによるユーザの手上げ判定については WoZ 法によって行った．

出す．
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図 6 実験 1 の結果．
Fig. 6 Classification of participants’ behavior when they raise their hand.
図 7 実験 2 の様子．
Fig. 7 An example scene of the experiment 2.

実験 1 の結果
異なる視点からの 2 台のビデオカメラで録画した実験映像を分析してみると，2 種類の
ロボットの振る舞いにより，被験者が手を上げてロボットを呼ぶ動作に違いがあることが分

みません」などの発話をする被験者がいた．これらの振る舞いは，手を上げてもロボットが

かった．ロボットがユーザ A にお菓子を届け終わるまでに，被験者が手を上げる様子を観

反応しないことに不信感（ロボットの能力に関する疑い）を抱いている被験者が，ロボット

察すると，被験者がロボットを呼んだ時に，ロボットが振り向かない場合は，その後も手を

の反応を引き出そうとした結果であると考えられる．

上げ続けたり，何度も手を上げ直したり，手を上げる動作がだんだん大きくなったりした．

これらのことから，振り向くロボットは，ユーザの要求に気づいていることを示すことが

被験者が手を上げて下ろす回数が 1 回の場合と，それ以外（手を下ろさない，2 回以上手

でき，同時に今は相手への順番であるということを認識させるとともに，次が自分の順番で

を上げる）に分けて，それぞれのロボットの振る舞いごとに，被験者数を計数したものを

あることを予期させることができるため，ユーザの不満を低減させられる可能性があると考

図 6 に示す．

えられる．

5.2 実

被験者が呼んだ時に振り向くロボットでは，1 回手を上げて下ろす場合が 19 人中 17 人で
あった．これは，手を上げてロボットが振り向いた後，1 人目のユーザにお菓子を運ぶ間，

験

2

実験 1 により，ロボットが被験者に視線を向けることは，ロボットが何も反応しない場合

被験者は再び手を上げずに待っていたことを示している．このことは，被験者側に，

に比べると，一定の効果を持つことがわかった．我々は，ロボットが複数の動作を組み合わ

自分の要求が認識された．

せることで，人々の順番の整序の認知に対して，どのような効果を持つかを調べるために実

(2)

1 人目のユーザが先である．

験 2 を行った．

(3)

次は自分の順番である．

(1)

実験 2 の設定

という 3 つの認識がなされた可能性があることを示している．

実験 2 では，ロボットが誰の要求に対して反応したかを示すために，3 人の設定で実験を

これに対して，呼ばれた時に振り向かないロボットの場合，被験者 20 人の全員が手を上

行った．実験 1 と同様に，ユーザ A が呼んだ後に，被験者がロボットを呼ぶという設定で

げて下ろす回数が 1 回ではなかった．17 人が 2 回以上手を上げ，3 人は 1 回上げたまま手

実験を行った（図 7）． 実験 2 では，ロボットの振り向き（視線）動作以外の動作，
「被験

を下ろさなかった．これは，ロボットが何の反応も示さないことから，3 つの認識が達成さ

者の方向に手を少し上げる」，
「うなずく」でも，振り向きと同じ効果を持つかどうかを調べ

れなかったことを示す．

た．また，複数の動作の組み合わせによって，被験者にロボットの行動の認識の確実さが増

さらに，このグループの被験者の様子を詳しく観察すると，手を上げる動作が徐々に大げ

すかどうかを調べた．ロボットの行動の機能を 5 つに分ける（表 1）と，ロボットのそれぞ

さになったり，手を上げるだけではなく，手を振る動作をしたり，手を上げるとともに，
「す

れの動作は表 2 のようになる．
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表 1 ロボットの振る舞いによる機能．
Table 1 The Functions of Robot’s Behavior.
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機能
機能
機能
機能
機能
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4
5
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自分が現在サービス提供を行っている相手へのサービス提供の継続を示す．
ユーザの要求を認識したことを示す．
要求したユーザが誰であるかを認識したことを示す．
次のサービスの相手が誰であるかを示す．
次のサービスの相手に，今のサービスが終わるまで待ってくださいということを示す．

60%
50%
40%

1人目に向かって動く
止まる
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1+2+4+5
1+2+3+4+5

Others

20%

Raising and lowering a hand

10%

表 2 ロボットの振る舞いの機能の組み合わせ．
Table 2 Combinations of Functions of Robot’s Behavior.
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ケース6
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図 8 実験 2 の結果．
Fig. 8 Raising and lowering a hand vs. other responses.

上げるケースや，ロボットの動作機構の故障があったため（途中で修理を行った），有効な
ケースは，ケース 1：18 組，ケース 2：18 組, ケース 3：14 組，ケース 4：18 組, ケース 5：

17 組, ケース 6：16 組，ケース 7：17 組の合計 118 組であった．
実験 2 の結果
星印は，それぞれの機能を持っていることを示し，星の数は，それぞれの機能を加算した

この 118 組のビデオデータから，被験者の反応を分類したのが図 8 である． 実験 2 でも，

ものである．実験では，ロボットは，最初に依頼をした人の方向に動いて行き，被験者が手

実験 1 と同様に，手を上げてそのまま下ろす場合と，それ以外のケースに分類して集計し

を上げた時，胴体部分は最初の人に向けたまま一旦停止し，以下いずれかの動作を行うよう

た．ここで，手を上げて手を下ろす場合とは，ロボットが止まって何らかの動作をした後

にした．

に，再び動き出す前に被験者が手を下げ，その後も上げなかったものである．また，それ以

ケース 1 被験者の方向に手を上げる（hand）

外には，次のものがあった．

• 手を段階的に下ろす: ロボットが再び動き出し，最初の人のところに到達する前に，徐々

ケース 2 うなずく（nodding）
ケース 3 被験者の方向に振り向いて視線を向ける（gaze）

に手を下ろした．

ケース 4 手を上げて，うなずく（hand + nodding）

• 手を上げたまま: 最初の人に到達するまで手を上げたまま．

ケース 5 振り向いて，手を上げる（gaze + hand）

• 2 回以上手を上げて下ろす: 一度手を下ろし，最初の人のところに到達する前に 1 回以

ケース 6 振り向いて，うなずく（gaze + nodding）

上手を上げてまた下ろした．

• 2 回以上手を上げて，手を上げたまま: 一度手を下ろし，最初の人のところに到達する

ケース 7 振り向いて，手を上げて，うなずく（gaze + hand + nodding）
実験は大学生 138 名で，1 人につき 1 ケースのみ行ったが，最初の人が手を上げる前に手を

前に 1 回以上手を上げて，到達した時にも手を上げたまま．
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ロボットが視線を向けた場合（ケース 3）は，被験者の約 80% がロボットが振り向いた後

や意味を探求することが必要であると思われる．

に手をそのまま下ろした．このことから，上半身を最初の人に向けたまま，一度立ち止ま

6. お わ り に

り，2 番目の人に振り向き視線を向けるという行動は，多人数場面での人間の視線（タイプ

B）と同様の機能を果たすことが分かった．すなわち，

本稿では，多人数場面における人間同士のインタラクションを分析し，視線の持っている

• 自分の要求が認識された．

多重的な効果を明らかにした．また，ロボットにおいても，視線には多重的な効果が現れる

• 1 人目の人が先である．

ことを示した．しかし，視線と視線以外の行為を組み合わせると，組み合わせによっては，

• 次は自分の順番である

視線の持つ多重的な意味が伝わらず，人とのインタラクションがうまく行かない可能性があ

という，多重的な機能を果たすことができることが分かった．

ることを確認した．

さらに，手を上げる（ケース 1），うなずく（ケース 2）場合では，視線を向ける（ケー

多人数場面で人間に対応するロボットを設計するためには，単純に人間の行動をまねるの

ス 3）ことよりも効果が低い傾向があることも分かった．順番の整序において，手を上げる

ではなく，多人数場面での人間の自然な行為の観察と，ロボットの実装と実験の繰り返しが

場合が視線に比べて効果の少ないことの原因の一つは，表 2 で示したように，手を上げる場

必要である．またロボットを用いた実験により，行為の複合的な効果やその違いを確かめる

合には，気づきました，待ってくださいという機能はあっても，機能 4 の機能，すなわち次

こともできるかもしれない．そうした実験によって，人間の行為の多重で複雑な性格がより

はあなたの順番ですという機能が欠けているからだと思われる．またうなずきが効果の少な

明確になる可能性もある．

い原因の一つは，うなずきだけだと，機能 4 だけでなく，機能 3 の機能（誰に対して答え

参

たかを特定する）を欠いているからだと思われる．
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さらに，手を上げる，うなずき，視線の 3 つの行動を複合化すると，それぞれの加算的効
果以外の効果が出る可能性があることもわかった．特に，視線（ケース 3）と他の行為の組
み合わせ（ケース 5, 6, 7）では非常に興味深い結果が得られた．すなわち，視線（ケース

3）と，視線＋うなずき（ケース 6）を比較すると，視線だけの場合には手を上げて手を下
ろす人が約 80% なのに対して，
「振り向き＋うなずき」の場合は 30% で，組み合わせるこ
とでかえって逆効果になる可能性があることが分かった．
その一つの理由は，表 2 で示すように，この組み合わせだと機能 2 の機能，すなわち，相
手の要請を認識したという意味だけが強まってしまうことである．もう一つの理由は，
「相
手を見てからうなずく」というロボットの行動の流れの問題が考えられる．この場合，相手
の要請を認識し，相手への宛先を視線で示しながら，うなずきによって承諾するという，会
話分析でいう「要請―受諾」の隣接対が生まれる．それによって，被験者は自分の要請が受
諾され，自分の方にすぐにサーブされるという期待が生じるのかもしれない．このことは，
自分の方にロボットがすぐに来ると思ったのに，ロボットが来なかったので徐々に手を下ろ
すことや，相手に行くまで自分の方に来ると思い，手を下ろさなかったとも考えられる．
それぞれの行為の効果の違いや，複合的な行為の効果については，文化的な違いや年齢や
性別による違いもあるかもしれない．これについては，さらに実験を重ね，それぞれの違い
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