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「環境を友とする制御法の創成」特集号 解 説

他者を味方にする〈弱いロボット〉たち
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1. はじめに
本特集のテーマにある「環境を友とする」という感覚は，

そのルーツをたどるなら，これまで生態心理学(ecological

psychology)や状況論的認知 (situated cognition)など
の文脈で登場してきたものである．
本稿では，まず認知科学や生態心理学，社会的相互行

為論などの周辺でなされてきた行為主体と環境とのイン
タラクションに基づく行為の組織化，社会的な環境であ
る他者との相互行為の組織化に関する議論のエッセンス
を整理する．また，これらの文脈に位置付けながら，筆
者らの進める他者を味方にする〈弱いロボット〉の研究
[1, 2]の狙いや，いくつかの事例を紹介したい．

2. 生態心理学，状況論的認知とその周辺
2.1 その街が私たちを歩かせている
最近ではGPSと連動した地図アプリに頼ることも多

く，「なにげなく街のなかを歩く」という機会は減ってし
まったようだ．ここでは偶然の出会いを楽しむような，
なにげない街歩きの様子を思い浮かべてみたい．
「退屈だから本屋さんにでも……」とちょっとした散

歩もかねて，いつもとは違う通りに足を向けてみる．す
ると，しばらく歩き出したところで，風変わりな看板が
目についた．「あれは何屋さんなのだろう？」と，小さな
路地に歩を進めてみると，すぐにコーヒー屋さんの窓の
明かりが見えてきた．本屋さんに向かおうとしたのを忘
れ，その新しい表札に誘われるままドアを開け，その店
のなかの椅子に腰を下ろしていたりする．
なにか行き当たりばったりのようにも思えるけれど，

この「どうなってしまうかわからないけれど……」，「まぁ，
とりあえず一歩を進めてみよう」という感覚はおもしろ
い．なにか期待しつつ歩を進めるも，半ば周囲に身を委
ねているところがある．
街のなかを歩くのは，行為主体である〈わたし〉の意

思によるのだけれど，一方で街にある通りや建物，看板，
灯り，そして人の流れが〈わたし〉の行動の一部を制約
し歩かせてもいた．そうした関わりのなかでは，すべて
の責任を自分のなかで担う必要はない．ちょっと荷が下
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りたような，エコな気分になるのである．
本特集のテーマに沿うならば，私たちは環境を友とし

ながら，一緒に「街のなかを歩く」という行為を作り上
げていたといえる．と同時に，「どこに向かおうか？」と
いう意図やゴールも，私たちを取り囲む環境との交渉の
なかで，一緒に作り上げていたといえるだろう．
ジェームズ・J・ギブソンの創始した生態心理学では，

行為主体と環境との相互依存的な関係を一つの生態系
(eco-system)のアナロジーで捉えており，「行為主体と環
境とが〈一つのシステム〉を作り上げている」という感
覚を大切にしている [3]．「なにげなく一歩を進める」と
いう行為は，その意味や価値を探るための知覚行為でも
あり，その行為に伴う「見え」の変化としてピックアッ
プされる「行為の可能性に関する情報 (=アフォーダン
ス)」は，つぎの行為をナビゲートしてくれる．「わたし
たちは動くために知覚するが，知覚するためにはまた動
かなければならない」というわけである．

2.2 私たちの行為は状況のなかに埋め込まれて
いる

環境を友にするという見方は，1980年代後半に，文化
人類学者のルーシー・サッチマンなどにより展開された
状況論的認知 (situated cognition)や，認知工学者のド
ナルド・ノーマンらのインタフェースデザインにおける
主題の一つでもある．
なにげない街歩きの場面にあった，「本屋さんにでも行

こうかな」という初期のプランは，環境との交渉のなか
で，いつの間にか「コーヒーでも飲もうか……」に置き
換わっていた．このように，私たちの行為は必ずしも事
前に用意された意図やプランなどによって一方的に統制
されるわけではない．「私たちの行為は状況のなかに埋め
込まれており (situated)，そうした環境やプランなどを
リソースに，そのたびに行為を組織しているのではない
か」というわけである．
ルーシー・サッチマンは，ゼロックス PARCにおい

てコピー機のインタフェースデザインにエスノメソドロ
ジーの視点を導入したことで知られる [4]．コピー機の
カバーを開け，原稿をセットする．そうして用紙や拡大
サイズを指定し，コピーのボタンを押す．これらの一連
の操作手順は，必ずしもユーザの頭のなかにプランとし
てあったものではない．むしろ，「たまたま目の前にコ
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ピー機のカバーがあった」「とりあえずそれを開けてみ
た」「そこに原稿を置くべき，白線が引かれていた」とい
う具合に，目の前にある状況やプランの断片をリソース
に（=環境を友として），そのたびに行為を組織してい
るというわけである．この状況論的認知の視点は，当時
のゴールやプラン主導での行為モデルやインタフェース
デザインを再考する大きな契機を与えるものとなった．
インタフェースデザインの分野で人間中心設計 (UCD)

の概念を提唱したドナルド・ノーマン [5]も，日常的な道
具やモノを使用する際には，「頭のなかの知識 (knowledge

in the head)」と「環境にある知識 (knowledge in the

world)」の両方を使っていると指摘する．
最近の子どもたちは公衆電話機を使えないのではない

かという話題があったように，電話機を利用する際には，
「まず受話器を持ち上げ，コインを投入するか，カードを
入れ，相手の電話番号に合わせてダイヤルを回す」とい
う「頭の中にある知識」を必要とする．と同時に，ダイ
ヤル方式の電話機であれば，「電話番号の数字に合わせ，
ダイヤルの穴に指を掛けてみる．そこで少し力を入れて
みると，回転方向へと上手に導いてくれる．そのまま回
転させていくと，指止めに当たり，それ以上は回せない．
あとは穴から指を離すだけ……」というように「環境に
備えられた制約＝知識」に従う．
インタフェースデザインの原則の一つは，必要とされ

る「頭の中にある知識」を最小にして，むしろ「環境に
備えられた制約」を上手に生かすことだろう．「ダイヤル
の穴に指を掛け，なにげなくダイヤルを回す」というの
も，まさに環境を友にした行為といえる．

2.3 部屋の壁を味方にする〈お掃除ロボット〉
ルーシー・サッチマンらと同様に，1980年代後半に

登場したロドニー・ブルックスらのサブサンプション・
アーキテクチャやその実装形態である〈ゲンギス〉など
は，状況論的認知や生態心理学の影響を受けており [6]，
いま家庭用に広く普及している〈お掃除ロボット〉の基
本動作に，その痕跡を見ることができる．
なにげない街歩きの場面と同様に，このロボットはと

りあえず前に進んでみる．しばらくすると部屋の壁にぶ
つかり，それ以上は前に進めない．そこで進行方向を修
正し，その壁に背中を押してもらうように，また新たな
方向へと進みはじめる．「こんなシンプルな動作だけで，
ちゃんとお掃除をしてくれるのだろうか」としばらく眺
めていると，この基本動作を繰り返すだけでも，テーブ
ルや椅子にぶつかりながら，部屋のなかを動き回ってし
まう．わずかな取りこぼしは気になるものの，床の埃を
なんとか吸い集めてしまうのである．
〈お掃除ロボット〉にとっては障害物にも思えるテー

ブルや椅子の存在はどうか．単調な壁のレイアウトには
ない意外性は，ロボットが新たな方向を見いだすための
手助けとなる．ロボットは部屋の壁やテーブル，椅子な

どを味方につけながら（=環境を友としながら），部屋
のなかをまんべんなく動き回っていたのである．
こうした行き当たりばったりとも思われる行為は，制

御工学の領域では「制御されている」あるいは「制御し
ている」とはよばないだろう．けれどもロボットは結果
として「部屋のなかの塵を上手に吸い集める」ことを実
現していた．これを「一つの能力」と捉えたとき，その
能力はどこから生じたものと考えればいいのだろう．
その能力をロボットという個体に一方的に帰属させる

ことはできないし，部屋の壁，テーブルや椅子のレイア
ウトにそうした能力が備わっていたと考えるにも無理が
ある．それは部屋の壁という環境とロボットのシンプル
な動作との双方にわかちもたれたものといえる．
ロドニー・ブルックスらの主張によれば，「その知性は

ロボット内部に備わったものではなく，ロボットと環境
という関係論的システム全体が知性なのだ」という．そ
の意味で，昆虫ロボットの〈ゲンギス〉や〈お掃除ロボッ
ト〉は，環境を友にして行動する代表的なロボットとい
える．

2.4 依存先の分散としての「自立」
こうした視点は，「私たちが自立する」ということの問

い直しを迫るものでもある．
養育者が子どもを育てるとき，手を焼きながらも，「早

くひとりでできるようになるんだよ」と願う．一方で子
どもたちは，「もうひとりで靴下を履けるんだよ，すごい
でしょ！」と得意がる．自律ロボットの研究分野でも同
様であり，〈お掃除ロボット〉は「だれの力も借りず，ひ
とりで部屋の床の埃を吸いとってくれる」ものであり，
それを使う人もそのことを期待する．誰かの手を借りて
いたのでは，それは自立したロボットといえないだろう．
この「自立する」ことの意味をあらためて考えるうえ

で，熊谷晋一郎氏の指摘する「依存先の分散としての自
立」という視点 [7]は示唆的なものである．熊谷氏は，日
ごろから電動車椅子での移動を余儀なくされており，先
の震災の際にはとても怖い思いをしたのだという．
健常の人はひとりで避難できるようにみえるけれども，

停電でエレベータが使えない場合には，階段を利用する．
停電で階段が暗ければ，その壁や手すりを頼りに移動す
る．その依存先は多様であり，それが広く分散している
という．一方で何らかの障がいのある人は，その依存先
が限られた人なのではないか，と．こうした体験を通し
て，「自立とは，むしろその依存先を増やし，分散させる
ことなのではないか」と指摘している．
この視点は，子どもたちの自立や自律的に振る舞うロ

ボットを議論していくうえでも，大いに参考になるもの
だろう．子どもは「もうひとりで靴下を履けるんだよ！」
と得意がるけれども，その様子を丁寧に見てみると，椅
子の背もたれや部屋の壁を背にして，その支えを利用し
て身体のバランスを取りながら靴下を履いている．そう
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いう依存先を上手に見いだす（=環境を味方にする）こ
とで「自立していた」のである．
このことは日常生活のなかの多くの行為にも当てはま

る．1990年代後半にヒューマノイドロボットASIMOの
登場によって，にわかに脚光を浴びることになった「動
歩行モード」なども，その典型例だろう．
詳細な議論はほかに譲るけれど，「地面に身体を半ば委

ねつつ，その抗力を生かして動的にバランスを維持して
いる」という動歩行の考え方は，地面からの支えを上手
に利用するという意味で，「依存先の分散としての自立」
の視点とも合致している．
なにげなく絵を描くという行為はどうだろうか．極め

て個人的な行為に思われるけれども，「私たちは紙の上に
絵を描くと同時に，その紙と鉛筆との摩擦が私たちに上
手な絵を描かせている」ともいえる．あるいは，紙の上
になにげなく描いたラインは，私たちに新たなイメージ
を喚起させ，それが次の描くという行為の一部を制約し，
方向づけることがある．これも文脈という環境を友とし
ながら，絵を描くという行為を組織している例であろう．

3. 関係論的な行為方略を備える〈弱いロ
ボット〉

筆者らの進めている〈弱いロボット〉とは，「ひとりで
できるもん！」という個体能力主義的な行為方略に基づ
くロボットではなく，「そうか，人の手を借りちゃっても
いいのか」というような，関係論的な行為方略に基づく
ロボットを総称している [1, 2]．つまり，「依存先の分散
としての自立」の視点をソーシャルなロボットの鍵概念
として実装する試みでもある．

3.1 子どもたちを味方にする〈ゴミ箱ロボット〉
筆者らは生態心理学などの議論に触れるなかで，「コ

ミュニケーションの研究にロボットが使えるのではない
か」と思い立ち，いくつかのロボットを手掛けてきた [1]．
ただロボット技術に関しては素人同然であり，その結果，
とてもシンプルなロボットが生まれてきた．その一つが
〈ゴミ箱ロボット〉である．
公共の広場でゴミを拾い集めるロボットを作るにはど

うしたらいいか．ゴミを高精度のカメラやセンサで見つ
け，ゴミのところまで手を伸ばして，それを落とさない
ようにつまむ．そしてゴミの格納部分まで運び，手を離
せばいい．でも，これでは火星などで鉱物を採取するよ
うな大掛かりなロボットとなってしまう．
〈ゴミ箱ロボット〉で採用したのは，「自分でゴミを

拾うのが難しければ，周りの子どもたちの手を借りてし
まってはどうか」という関係論的な行為方略である．ヒ
ントにしたのは，養育者の胸のなかに抱かれた乳幼児の
姿であった．子どもは何もできないような〈弱い存在〉
にもかかわらず，ちょっとぐずりながら，必要なミルク
を手に入れ，養育者の解釈や手助けを上手に引き出しな

がら行きたいところにも移動できてしまう．これは（社
会的な）環境を友とする行為方略そのものだろう．
子どもたちの集まる公共施設で，〈ゴミ箱ロボット〉を

動作させてみた（第 1図）．ロボットは駆動部分と上半
身のゴミ箱部分とをスプリングで接続しており，交互に
動くホイールに合わせ，全身がヨタヨタと揺れる．また
人の顔を見つけると，そこにすり寄るように集まってく
る．その姿はあたりを見回しながらゴミを探しているよ
うにも見える．それを察してか，子どもたちも集まり，
ゴミを探してきて，その手伝いをする子どもも現れる．
ロボットはゴミを入れてもらうのを感知して，上半身

を傾ける仕草（=お辞儀）をする．それに気をよくして，
子どもたちも懸命にあたりのゴミを探そうとする．とて
もシンプルなロボットにもかかわらず，こうしてゴミを
拾い集めることができてしまうのである．

第 1 図 〈ゴミ箱ロボット〉と子どもたちとの関わり

3.2 人とロボットとの相互構成的な関係
〈ゴミ箱ロボット〉との関わりでは，その場において

思わず手伝ってしまうところがある．〈ゴミ箱ロボット〉
に指図されながら，ゴミを拾わされているという感じは
しない．「私たちはゴミを拾ってあげると同時に，その場
がゴミを拾うことを促している」というように，環境が
私たちの行動を促すようなナッジの議論とも関連する．
もう一つ興味深いのは，「手伝ったほうも，まんざら

悪い気はしない」ということ．私たちは誰かに手伝って
もらったときにうれしいと感じるけれど，誰かの手助け
になれたり，一緒に何かを成し遂げることができたとき
もうれしく思う．〈ゴミ箱ロボット〉は，「ゴミを拾い集
めるロボット」としては不完全な機能しか持ち合わせて
いないものの，まわりからの手助けを得ることで，ゴミ
を拾い集めるロボットとして完結する．このとき，私た
ちはこのロボットを支えることができる者として，この
ロボットとの関わりのなかで新たに価値づけられる．ロ
ボットのことを支えつつも，このロボットに支えられて
いるという相互構成的な関係が生まれるのである．
先に紹介した〈お掃除ロボット〉では，部屋の壁や椅

子などを味方につけながら，お掃除を遂行してしまう
ことを指摘した．くわえて，私たちを味方にするような
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〈弱いロボット〉の要素を含んでいる．
初期モデルにあっては，コードを巻き込んでギブアッ

プしてしまうような，一種の〈不完全さ〉も知られてい
た．しかし，まわりの人がコードを束ねておくなどの工
夫をすることで，このロボットの〈不完全さ〉は関わり
のなかで見えなくなる．
そうした〈弱み〉はあるものの，床の塵を丁寧に吸い

集めることができるという〈強み〉を備える．一方で，
そのような「床の塵を丁寧に吸い集める」ことは不得手
ながらも，私たちはロボットに先んじて障害となるモノ
を取り除くような予測能力に長けている．その関わりで
は，お互いの〈弱さ〉を補いつつ，その〈強み〉を引き
出しあうような，持ちつ持たれつの関係を生み出してい
る．このことは人とロボットとの協調や共存の姿を考え
ていくうえで，とても示唆的に思われるのである．

3.3 ティッシュを手渡そうとする〈アイ・ボー
ンズ〉

筆者らの〈弱いロボット〉の一つに，街角などでポケッ
トティッシュを手渡そうとする〈アイ・ボーンズ〉があ
る [2]．
目の前を通り過ぎようとする人にティッシュを渡そう

するけれども，人のせわしない動きにタイミングがなか
なか合わない．小さな手をわずかに差し出してみては，
それを引っ込める．その姿はなにか仕事に自信がもてず
に，オドオド，モジモジしているように思われる．
そうした姿をかわいそうに思ってか，人は思わず足を

止めてしまう．様子をしばらく眺めながら，ロボットの
腕の動きにタイミングを合わせるようにして，そのティッ
シュを受け取ってあげる．ロボットの頭をなでながら，
その場を立ち去ろうとすると，このロボットは私たちの
後ろ姿を見送るように，小さく会釈をするのである．
こうした場面を丁寧に観察してみると，このロボット

は「なかなか人の動きにタイミングを合わせられない」
という不完全な機能しか持ち合わせていないにもかか
わらず，人からの共感を引き出し，その手助けによって
「ポケットティッシュを相手に手渡す」という当初の目的
を果たしてしまう．くわえて「それを手伝ってあげたほ
うも，まんざら悪い気はしない」という側面も伴う．人
と〈アイ・ボーンズ〉との間で，相互構成的な関係を生
み出すのである．

3.4 微視的な相互行為における「持ちつ持たれ
つの関係」

マクロスコピックに見れば，モジモジしながらティッ
シュを手渡そうとするロボットをかわいそうに思い，私
たちは思わず手を差し伸べ，受け取ってあげてしまう．
この〈アイ・ボーンズ〉もまた，「他者を味方につけなが
ら目的を果たしてしまう」ような関係論的な行為方略を
備えた〈弱いロボット〉の一つとして捉えられる．
しかし〈弱いロボット〉たちの多くは，必ずしも弱々

しいロボットを目指しているわけではない．本稿の前半
でも述べたように，自らの個体のなかに能力や機能を完
結させるのではなく，その一部を外に対して開こうとす
るもので，他者に半ば委ねつつ，それを友としながら合
目的的な行為を一緒に組織していくところに特徴がある．
「ポケットティッシュを人に手渡す」ことは，きわめて個
人的な行為のようでありながら，必ずしも自らのなかで
完結できない．ティッシュを差し出そうにも，その相手
が受け取ってくれなければ，ティッシュを手渡すことに
ならない．他者に対して半ば委ねながら，その支えを得
て，「ティッシュを手渡す」ということを組織していると
いえる．
この他者の手助けを引き出しながら，合目的的な行為

を組織するという〈弱いロボット〉の構図は，社会的な
相互行為などのソーシャルな領域において，より本源的
なものと考えられるのである．

4. 〈弱いロボット〉概念の社会的相互行
為への展開

4.1 自然な発話における漸次的精緻化
1990年代前半から，筆者らは〈口ごもるコンピュー

タ〉の研究と称し，自然な発話の生成メカニズムに関心
を抱いてきた [8]．即興的に繰り出される，なにげない発
話も，文脈や他者という社会的な環境を友にして生み出
される行為ではないかというわけである．ここで，ある
女性がかつて利用したレストランの様子を語って聞かせ
てくれた発話の例を見てみたい．

そうねー．そこのお店のー，内装とかデザインとか素敵
でー，あの，いま，六本木とかー，銀座とかー，よくお
店でてるんですけど，なんか，壁は白いしっくいでー，
でー，柱，黒い，黒い柱が，おっきい太い黒い柱が，ぬっ
と出ている，なんていうかなぁフランスの田舎風ってい
う感じの，そんな感じのレストランなんですね．

なにげない会話のなかでは，話し手の言い直しや言い
よどみをあまり気にすることはない．しかしテキストに
書き起こしてみると，その多さに驚くことがある．
ここでは「柱，黒い，黒い柱が，おっきい太い黒い柱

が，ぬっと出ている……」という発話に見られるように，
「とりあえず言葉にしてみて，また修正を加える」とい
う振舞いに着目してみたい．
まず印象に残っていた「柱」と口にしてみる．すると

「その柱は黒かった」ことを思い出し，「黒い」と補足す
る．そこで「黒い柱」と整えながら，「おっきい黒い柱」
であること，それが「ぬっと出ている」というイメージ
が次第に明確にされる．思わず言い誤りをしてしまった
のを言い直すというより，私たちの発話は言い直すこと
を前提に繰り出されているように思われる．
このことはポケットティッシュを差し出そうとする行
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為やなにげない一歩を繰り出すような場面でも同様だろ
う．その一歩を繰り出すとき，その意味や価値はまだ完
結したものではない．「どうなってしまうかわからないけ
れど」との思いで地面に身体を委ねてみる．すると，そ
の期待を外すことなく，地面が支えてくれる．
「こんにちは！」と繰り出すときも，その意味を自ら

のなかでは完結できない．半ばドキドキしつつも相手に
委ねてみる．そして相手からのなんらかの応答によって
先の「こんにちは」の挨拶としての意味が支えられる．
この「どうなってしまうかわからないけれど」の思い

で繰り出される，ほかに委ねる行為のことを「投機的な
振舞い (entrusting behavior)」とよび，それを支え，意
味づける地面のような役割のことを「グラウンディング
(grounding)」とよんできた．
自然な発話 (spontaneous speech)に代表される即興

的な行為も，その行為を繰り出すとき，その意味を自ら
では完結できない．そうした制約もあり，自らのなかで
なんとか完結させようと考えるよりも，その行為を繰り
出しながら，環境と一緒に意味を見いだそうという方略
を取るほうがコストは小さいのである．

4.2 相手の目を気にしながら話す〈トーキング・
アリー〉

筆者らの〈トーキング・アリー〉は，自然な発話の生
成における関係論的な行為方略に着目したもので，聞き
手からの「いま，あなたの話をちゃんと聞いてますよ」
という聞き手性 (hearership)を手掛かりに，発話の内容
やタイミングを調整することを特徴とする [2]．
聞き手の視線が目の前の〈トーキング・アリー〉から

外れると，「あのね」という発話開始要素や「えーと」「あ
のー」などのフィラー，ポーズ，言い直しなどにより，
その視線を引き戻そうとする．これも聞き手の参加や手
助けを引き出しながら，一緒に発話を組織していくとい
う〈弱いロボット〉としての側面がある．
こうして生成された発話は，多くの言い直しや言いよ

どみを含む非流暢なものとなるけれど，必ずしも聞きに
くいわけではない．むしろ〈トーキング・アリー〉に，
一生懸命に何かを伝えたいというような意志を感じたり，
聞き手の状態に合わせて話そうとする優しさを感じる．
それに応えようと，思わず聞き手として参加してしまう
のである．
また〈トーキング・アリー〉の発展形として，子ども

たちに昔ばなしを語り聞かせつつも，大切な言葉を物忘
れしてしまう〈トーキング・ボーンズ〉などもある．
「むかしむかし，おじいさんは，山に芝刈りに，おば

あさんは川に……」と語り始めるも，つぎの言葉が出
てこない．「えっと……，なにをしに行ったんだっけ？」
「せっ……」「えっと……」と考えあぐんでいると，周りの
子どもたちも世話を焼きはじめる．「せっ，せ……」「えっ，
せんたくじゃないの？」「そっ，それだ！」というように，

ある忘却語をめぐって，子どもとロボットとが志向を向
けあい，調整しあうという関係を引き出すのである．
学びのデザインの分野では，「子どもたちは，自ら学ぶ

よりも，自分より小さな子どもたちの世話をするほうが
熱心になれ，その結果として自分も学んでしまう」とい
うProtege Effectが知られている．〈トーキング・ボーン
ズ〉は，子どもたちを友としながら，一緒に昔ばなしを
共同想起していく．その一方で，子どもたちの優しさや
学びを引き出すような側面も期待されるのである．
学びのデザインの分野では，「子どもたちは，自ら学ぶ

よりも，自分より小さな子どもたちの世話をするほうが
熱心になれ，その結果として自分も学んでしまう」とい
うProtege Effectが知られている．〈トーキング・ボーン
ズ〉は，子どもたちを友としながら，一緒に昔ばなしを
共同想起していく．その一方で，子どもたちの優しさや
学びを引き出すような側面も期待されるのである．

4.3 言葉足らずな発話が生み出すコミュニケー
ション

日常でのおしゃべりなども，他者の関わりを引き出し
ながら成立する社会的相互行為の典型であり，自ずと社
会的な環境を友とするという側面がある．最近着目して
いるのは，子どもたちの「言葉足らずな発話」が生み出
す，豊かなコミュニケーションということである．
小学校から帰ってきたばかりの子どもたちが今日の出

来事を語って聞かせようとする場面を想像してみたい．

「きょうね，いっぱい遊んだ！」(えっ，だれと？)「きみ
ちゃん」(へー，そうなんだ．なにして遊んだの？)「お
えかきしたよ」(あー，そうなの)「かなちゃんも，いっ
しょ！」(へー，そうなんだ．楽しかった？)「うん！」……．

この例にあるように，言葉足らずな発話にもかかわら
ず，聞き手からの手助けや解釈を上手に引き出しつつ，
なんとかおしゃべりを続けてしまう．過不足なく，しっ
かりと話せる子どもたちの発話と比べても，むしろ豊か
なコミュニケーションを生み出しているように思われる．
「きょうね，いっぱい遊んだ！」という発話は，「きょう
楽しかったことをひとまず伝えておこう」との思いが先
走って，あるいは「そのほかのことは適当に解釈してく
れるだろう」との期待もあってのことだろう．同時に言
葉足らずな発話は，聞き手に対して「不完結なまま，半
ば委ねる」あるいは「開いている」という性質を伴う．
そのためか，つい引き込まれて「だれと遊んだのか」「ど
んなことをして遊んだのか」と尋ねてしまう．そうした
助け舟に支えられるように，子どもからの「きみちゃん
と遊んだ」「おえかきした」という情報が引き出される．
「きょうはね，きみちゃんとね，みんなでお絵描きし

て遊んだ」という情報を一方的に伝えるはずの発話は，
聞き手との協働の作業となり，その相互行為のなかで豊
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かなコミュニケーションを生み出すのである．
この関わりのなかで繰り出された発話は誰のものかを

考えてみてもおもしろい．それは半ば話し手である子ど
もの言葉であり，半ば聞き手と一緒に生み出された言葉
でもある．「自らの責任で，相手に確かな情報を伝える」
という観点からは，その責任を半ば放棄しているとも
とれる．くわえて，すべてを自分のなかに抱え込まずに
「聞き手にも責任の一端を負わせてしまう」という側面
もある．「すべてのことを言葉にしなくても，なぜだか通
じてしまう」ということもあり，ほんの少しエコな気分
も味わえるのである．

4.4 言葉足らずな発話を介したロボットとのコ
ミュニケーション

「ねえ，〇〇．今日の天気を教えて！」「今日の天気
は，晴れです．最高気温は 18度，最低気温は 13度です」
などと，スマートスピーカからの発話は流暢なものだけ
れど，どこかよそよそしく感じてしまう．
そのスピーカからは確かに合成音声は聞こえてくるけ

れど，「誰に向かって話しているのか」という宛て名を欠
いており，かつ，聞き手の「いま，あなたの話をちゃん
と聞いてますよ」という聞き手性を配慮したものではな
い．相手が誰であっても正確に伝わるように，個体能力
主義的な発話方略に基づき，過不足のない発話がデザイ
ンされる．このことで聞き手との調整を欠いた，情報伝
達的なコミュニケーションを生み出しやすいのである．
筆者らは，言葉足らずな発話を介した会話の様式を手

掛かりに，人と〈む～〉とよぶロボットとの間で，聞き
手を友とする関係論的な発話方略に基づくコミュニケー
ションの可能性を追求している．その原理はシンプルな
ものであり，ニュースソースを引用しつつ，その情報を
小出しにする（=言葉足らずな発話の生成）．すると，「そ
れで，どうしたの？」「えっ，どこにいったの？」などの
聞き手の関心や興味を引き出しつつ，それに応える形で，
つぎの情報を小出しにすることを繰り返すのである．
これも他者の手助けを上手に引き出しながら，会話と

いう相互行為を組織することを特徴とする〈弱いロボッ
ト〉の一つの応用と考えられるのである．

5. おわりに
私たちの身体を外から観察するならば，一個体として

自己完結したもののように思われる．けれども，自らの
身体をその内側から眺めるならば，自分の顔でさえ見る
ことができないような不完結な存在として捉えられる．
自分で所有しているはずなのに，自分のなかだけで完結
できない，自分のなかに閉じていないというのは，とて
も不便なもの，やっかいなものに思われる．
それでも，不自由なく感じるのは，私たちの身体を取

り囲む環境からの支えがあるから，つまり環境を友とし
ているからだろう．自らの内なる視点からは，自分の顔

は見えないけれど，そのイメージは，他者との関わりの
なかで，他者の表情に映し込まれている．それを手掛か
りに，なんとかやり過ごすことができているのである．
本稿では，「環境を友にする」あるいは「社会的な環境

を友にする」という事例をいろいろな角度から見てきた．
他者との関わりを指向する〈ソーシャルなロボット〉と
いうテーマで考えれば極めて自然なことだろう．あらた
めて考えるなら，ソーシャルなロボットとは個体能力主
義的に自立することを目指すものではなく，社会的な環
境を友としながら関係論的に自立していくような〈弱い
ロボット〉そのものといえるのである．
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かなコミュニケーションを生み出すのである．
この関わりのなかで繰り出された発話は誰のものかを
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もある．「すべてのことを言葉にしなくても，なぜだか通
じてしまう」ということもあり，ほんの少しエコな気分
も味わえるのである．

4.4 言葉足らずな発話を介したロボットとのコ
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「ねえ，〇〇．今日の天気を教えて！」「今日の天気
は，晴れです．最高気温は 18度，最低気温は 13度です」
などと，スマートスピーカからの発話は流暢なものだけ
れど，どこかよそよそしく感じてしまう．
そのスピーカからは確かに合成音声は聞こえてくるけ

れど，「誰に向かって話しているのか」という宛て名を欠
いており，かつ，聞き手の「いま，あなたの話をちゃん
と聞いてますよ」という聞き手性を配慮したものではな
い．相手が誰であっても正確に伝わるように，個体能力
主義的な発話方略に基づき，過不足のない発話がデザイ
ンされる．このことで聞き手との調整を欠いた，情報伝
達的なコミュニケーションを生み出しやすいのである．
筆者らは，言葉足らずな発話を介した会話の様式を手

掛かりに，人と〈む～〉とよぶロボットとの間で，聞き
手を友とする関係論的な発話方略に基づくコミュニケー
ションの可能性を追求している．その原理はシンプルな
ものであり，ニュースソースを引用しつつ，その情報を
小出しにする（=言葉足らずな発話の生成）．すると，「そ
れで，どうしたの？」「えっ，どこにいったの？」などの
聞き手の関心や興味を引き出しつつ，それに応える形で，
つぎの情報を小出しにすることを繰り返すのである．
これも他者の手助けを上手に引き出しながら，会話と

いう相互行為を組織することを特徴とする〈弱いロボッ
ト〉の一つの応用と考えられるのである．

5. おわりに
私たちの身体を外から観察するならば，一個体として

自己完結したもののように思われる．けれども，自らの
身体をその内側から眺めるならば，自分の顔でさえ見る
ことができないような不完結な存在として捉えられる．
自分で所有しているはずなのに，自分のなかだけで完結
できない，自分のなかに閉じていないというのは，とて
も不便なもの，やっかいなものに思われる．
それでも，不自由なく感じるのは，私たちの身体を取

り囲む環境からの支えがあるから，つまり環境を友とし
ているからだろう．自らの内なる視点からは，自分の顔

は見えないけれど，そのイメージは，他者との関わりの
なかで，他者の表情に映し込まれている．それを手掛か
りに，なんとかやり過ごすことができているのである．
本稿では，「環境を友にする」あるいは「社会的な環境

を友にする」という事例をいろいろな角度から見てきた．
他者との関わりを指向する〈ソーシャルなロボット〉と
いうテーマで考えれば極めて自然なことだろう．あらた
めて考えるなら，ソーシャルなロボットとは個体能力主
義的に自立することを目指すものではなく，社会的な環
境を友としながら関係論的に自立していくような〈弱い
ロボット〉そのものといえるのである．
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