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日常で何気なく行われる会話の内容をテキストに書き起こしてみると、思いのほか、多くの言い直しや
言い淀みなどの非流暢な現象を観察することができます。これらの非流暢な発話は、話し手からの「い
ま、あなたに話し掛けているんですよ」という宛名性の表示、および聞き手からの「いま、あなたの話
をちゃんと聞いてますよ」という聞き手性の表示に基づく、微視的な発話調整の結果として立ち現れた
ものと考えられます。
本論文では、このような発話調整における非流暢な発話の働きを構成的に明らかにすることを目的に、
言い直しや言い淀み、ポーズなどを駆使しながら、聞き手からの関心を引き出すことを特徴とする〈トー
キング・アリー〉を構築しました。また、聞き手の関心を引き出すために効果的な発話方略を適応的に
選択する機構を提案したものです。
言い直しや言い淀みを生み出す〈トーキング・アリー〉は、聞き手からの志向的な構えを引き出しやす
く、このリアルタイムでの会話調整や聞き手に適応させた発話方略の調整などが、〈トーキング・アリー〉
の生き物らしさやコミュニケーションのリアリティを生み出しているようなのです。
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れることができました。それを機に
研究を再開したというわけです。時
間と「運」が解決してくれました。
　それと、ここに書いていいものか
どうかわかりませんが、今回の論文
賞をいただくことになった論文は、
ちょっとしたキセキの中から生まれ
たものです。
　まぁ、拙い論文を提出してしまっ
たことから、査読者の先生方には大
変なご負担をお掛けしてしまいまし
た。それにしても、すご～い熱の入っ
た査読報告書。指摘していただいた
のは、いずれも本当に手厳しい 10
項目（それぞれ小項目が 3-4 ほど）。
それに丁寧に応えていたら、回答書
だけで 14 ページに。「ここまで来た
からには、あとは粘るしかないで
しょ！」っていう感じです。

　で、その結果はどうだったの
か。なんと査読者の先生方の判
定は、いずれも「C（不採録）」
でした。
　「 ぎ ゃ ー、 血 も 涙 も な い の
かー！」と叫んだ瞬間に、目を
疑いました。担当編集委員によ

る総合判定は「A1：事務的照会の上
採録」だったのです。世の中、捨て
たものではありません。捨てる神あ
れば、拾う神あり。で、どういうわ
けだか、このたびは論文賞までいた
だいてしまったというわけです。
　担当編集委員および論文誌編集委
員会の皆様の丁寧な審査に厚くお礼
を申し上げる次第です！ 

私たちの研究七つ道具
　「もしや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？」ということで、私たちの
研究室では〈研究の道具〉としての
ロボットをすべて手作りしていま
す。そういう意味で、私たちの研究
七つ道具は、手作りしたロボットた
ちです！
　ついでながら紹介すると、世の中
に残るようなロボットを生み出して
いくには、常々「情熱の連鎖」と
いうものが必要だと考えています 

（作詞家の阿久悠さんの指摘された
「ヒット曲を生み出すには、情熱の
連鎖が必要だ」の受け売りです！）。
　「こんなコンセプトはどうよ！」

わってこないのか。たぶん、その合
成音は「宛名を伴っていない」から
なのではないか、というわけです。
いまでもスマートスピーカやロボッ
トなどから合成音が流れてきます。
でも、それは誰に向けられたものな
のでしょう、私たちからの支えを予
定して繰り出されたようには思えな
いのです。
　というわけで、ようやく「ミハイ
ル・バフチン」と「ソーシャルなロ
ボット」、「ヒューマンインタフェー
ス」との接点が見えてきたことと思
います。
　「この宛名を伴った発話って、どん
な？」、私たちの研究はこのシンプル
な問いからスタートしたわけです。

研究に込めた想い !?
　「えーと、研究に込めた想い
ですか、まぁ、ひと、一言でい
いますと、これは、なんと申し
ましょうか、まー、そのー」と
ばかり、なかなか上手には話せ
ないものですね。どうしてなの
でしょう？ 
　私たちには発話を繰り出すと
き、「その発話の意味や価値を
自らの中では完結できない」と
いう制約があるようです。知
り合いがこちらに近づくのに合
わせ、「おはよう！」と声を掛
けても、その声に気づかずに通
り過ぎてしまうならどうでしょ
う？ せっかくの「おはよう」
の言葉の意味は、宙に浮いてし
まうことでしょう。だから挨拶
するだけでも、ちょっとドキ
ドキした感じを伴うわけです。
そして読み手の顔が見えないときに
は、なおさらです。
　それで私たちはこうした制約（=
一種の〈弱さ〉）を抱えこみながら、
相手に半ば委ねるようにして、少し
ずつ言葉を繰りだすわけです。まず
は、「えっとー、あのー」といいな
がら、これから話しますよ！をア
ピール。相手の視線を獲得するや否
や「まぁ、一言でいえばですね、えー」
と続け、相手の関心を引きつけなが
ら、「まぁ、発話の意味というのは
ですね、まぁ、思っていた以上にで
すね、不完結なものなんですよ！ 

えー」と、相手の関心を逸らすまい
と必死になるわけです。
　このような観点から構築された

〈トーキング・アリー〉は、聞き手
からの「いま、あなたの話をちゃん
と聞いてますよ！」との表示（= 聞
き手性）を確認しつつ、同時に「あ
のー、えーとね」などを駆使しなが
ら「いま、あなたに話し掛けている
んですよ」という宛名性を表示しあ
うわけです。この微視的な調整の結
果として、多くの言い直しや言い淀
みを含んだ非流暢な発話となってし
まいますが、ここに生き物らしさや
コミュニケーションのリアリティが
宿るようなのです。

遭遇した壁と乗り越えた方法
　本論文のもともとのアイディア
は、1995 年に出版された『口ごも
るコンピュータ』（共立出版）とい
う本にまで遡ります。ただ、「コン
ピュータは、なぜ口ごもらないの
か」ということを、25 年間ずっと考
えてきたわけではありません。長い
間、「塩漬け」のままでした。当時は、
聞き手の状態を手軽に把握する手段
がなかったのです。で、数年前にド
サクサにまぎれ、ちょっと高価なア
イトラッキングのシステムを手に入

いまソーシャルロボティクスが
ミハイル・バフチンと出会う！

られ、その支えを予定して繰り出さ
れている！」と言い直すこともでき
ます。「宛名性」などと大仰な言葉
を使わなくてもよさそうなものです
が、「えっ、この宛名性って、どう
いうこと……」という、この「ひっ
かかり感」も十分に価値あるものの
ように思います。
　エアコンのファンの音、キーボー
ドを叩く音、コンピュータのビープ
音、そして人の話す声など、私たち
の身のまわりにある音に耳を傾けて
みると、それらは「宛名の定まった
もの」と「宛名の定まらないもの」
に分けられるようです。
　かつて缶コーヒーの自動販売機な
どから「ありがとう！」との合成音
が聞こえてきたことがありました。
どうして、「ありがとう！」といっ
ているのに、お礼の気持ちとして伝

〈宛名性〉って、なんだ？
　「ミハイル・バフチン」というロ
シアの思想家（1895-1975）をご存知
でしょうか。『小説の言葉』、『ドス
トエフスキーの詩学』などの言語学・
哲学・記号学に関する著作があり、
文芸評論などの文学研究者としても
知られています。近年では、学習科
学の分野で再評価されており、レフ・
ヴィゴツキーとともに社会文化的ア
プローチに影響を与えた人物です。
　私たちが論文賞をいただいた研究
は、このミハイル・バフチンのい
う「宛名性（あてなせい）」という、
ちょっと奇妙な言葉との出会いが
きっかけとなっています。まぁ、シ
ンプルに解釈すれば、「私たちの発
話は、本来、宛名を伴っている！」と。
浜田寿美男先生の言葉を借りれば、

「私たちの発話はいつも誰かに向け
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と盛り上がっていたら、「じゃ、わ
たしデザインを担当します！」とい
い、「おっ、すごいデザイン！ じゃ、
機構設計はオレが……」「では、プ
ログラミングは、自分たちでやりま
す！」といいつつ、2～3日後にはちゃ
んとプロトタイプが動いていたりす
る。あとはプレゼンに拘って、かっ
こいいPVも作る。で、あとは「運！」。
　世の中に残るようなロボットが生
まれる瞬間っていうのは、こうした

「情熱の連鎖」が途切れずにつながっ
たときなのではないかと思います。
これは仕事でも、論文でも同じなの
かもしれません。
　というわけで、私たちの研究で
拘ってきたのは、「コンセプト」「理
論武装」「デザイン」「機構設計」「ソ
フトウェア実装」「インタラクショ
ンデザイン」「PV へのこだわり」「プ
レゼン」＋「運！」だと思っています。

インタラクションデザイン研究室
（ICD-LAB）
　豊橋技術科学大学に在籍する約
8 割の学生は、高専からの卒業生
です。そうしたこともあってか、
私 た ち の 研 究 室（Interaction and 
Communication Design lab.） に は、

「ロボコンには飽きたので、ちょっと
変わったロボットを作ってみたい！」
という、「モノ作りマインド」に溢れ
た学生たちが集まってきます。教員
の唯一の仕事は、「電子部品を買うた
めの予算を獲得してくること！」。

　学生たちが勝手に妙なロボットを
作っていることもあります。これは

「技術の無駄使い！」でもあります
が、大切な研究のネタにつながるこ
ともあります。
　これまでに生み出されたロボット
は約 30 種類、すべて研究室のオリ
ジナルです。自らはゴミを拾えない
けれど、子どもたちの手助けを上手
に引き出しながら、結果としてゴミ
を拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボッ
ト〉、モジモジしながらティッシュ
を配ろうとする〈アイ・ボーンズ〉、
昔ばなしを語ろうとして、時々、物
忘れしてしまう〈トーキング・ボー

る、こんなこともできる！」と強が
ることばかり強いられ、その弱いと
ころや苦手とするところなど迂闊に
は見せられない。なんて窮屈な世の
中なのでしょうか。本当に自分の弱
いところは見せてはいけないのか。
　「ロボットが自らの弱さを自覚しつ
つ、それを適度に開示したらどうか」
というわけで〈弱いロボット〉とい
う研究テーマが生まれてきました。
　第一号は〈ゴミ箱ロボット〉。「ゴ
ミを拾うのが難しければ、まわりの
子どもたちに手伝ってもらうのはど
うか」と、はじめは苦し紛れに考え
出されたアイディアでした。「えっ、
ゴミを拾い集めるロボットなのに、
手も腕もついてないの？」とばかり、
関連の研究者からはまったく相手に
されないことも。それから 20 年！い
まではもう「筋金入り」の境地です。
　本研究の〈トーキング・アリー〉
も、聞き手からの支えを引き出しな

がら、一緒に発話を組織していくと
いう意味で、この〈弱いロボット〉
の研究プロジェクトの成果の一つな
のです。

〈となりのロボット〉を目指して
　「あっ、こんなところにも〈弱い
ロボット〉のアイディアが使われて
いたんだ！」というように、みえる
人には見える！というような〈とな
りのトトロ〉ならぬ、〈となりのロ
ボット〉を目指してみたいと思って
います。
　あと数年もすれば、世の中のロ
ボットの多くは、つぎのようなお
しゃべりをしていることでしょう。

「あっ、あのね」「えーと、むかしむ
かしね」「あるところにね……えっ
とー、いたんだよ！」（えっ、だれ
がいたの？）「おじいちゃんと、お
ばあちゃん！」（それで、どうした？）

「でね、おじいちゃんはね、えーと、

山に……。えっ、なにをしに行った
んだっけ？」（センタク？ いや、芝
刈りかな？）「あっ、そうそう、し
ばかりにいったんだよ」（それで？）

「それでね、えっ、なんの話をして
たっけ……」
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ンズ〉など。本研究のベースになっ
た、相手の目を気にしながら、オド
オドと話す〈トーキング・アリー〉も、
その中の一つです。

〈弱いロボット〉とは？
　ディープラーニング、自動運転シ
ステム、アルファ碁など、このとこ
ろ「すごい！すごい！」と高性能を
謳う人工知能やロボットの話題が続
いています。
　でも、よくよく考えれば、ロボッ
トにだって（そして私たちにも）、〈弱
いところ〉や苦手とするところはた
くさんあるはず。「あんなこともでき

「情熱の連鎖」が
途切れずに
つながる
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