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Abstract -“Please pick up trash!”, Sociable Trash Box robot asked the surrounding people for help. The meaning 

comes through clearly, but it also feels like they are being directed. Instead of instructing in Japanese, using a beep 

will sound like a warning or give a machine-like impression. If Sociable Trash Box robot can utter “Moco-!”, how 

will it be interpreted? In our presentation, we will investigate how children's interpretations have changed depending 

on the difference in the sound generated by the robot and discuss each feature. 
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1. はじめに 

 公園では、〈ゴミ箱ロボット〉達がキョロキョロあたり

を見渡したり、時々立ち止まったりしながら進んでいる。

人とコミュニケーションをとりたくて、人がいる方向へ

進んで行ったり、何か気になるものを見つけては、そち

らの方へ進んでいったりと自由に過ごしているようだ。

人に向かって「もこ！」と挨拶してみたり、人にゴミを

拾ってもらって「もっこもん！」とお辞儀してみたり、

私達が話す言葉とは異なる〈ゴミ箱ロボット〉独自の言

語を話している。その言葉の意味は正確には分からない

けれども、お礼の気持ちや感情の変化などは何気なく伝

わってくる。そうして思わず、私も〈ゴミ箱ロボット〉に

対してお辞儀を返してしまう。 

「ゴミを拾ってください」、「道を開けてください」、「も

う一度話してください」など、音声言語を使うロボット

達は私たちの生活の一部に組み込まれてきており、その

存在は身近なものになってきている。正確に情報を伝え

るという観点で、意味が明確に定義されている自然言語

を使うのは適している。間違いがなく、正確に意味が伝

わり、高度で知的な印象を与える。しかし、情報を正確

に伝えようとするあまり、多様な言葉の意味の解釈を相

手に一義的に押しつけてしまう。この状態がロボットか

ら命令されているような印象を与え、人からの協力的な

振る舞いを引き出すという点において、インタラクショ

ンデザインの余地がある。 

ロボットから命令されているような印象では、一緒に

成し遂げた感じや気持ちを抱きにくく、知的な存在に人

が命令されているようである。このような一方的な関係

やコミュニケーションを解消し、ロボットの言葉の意味

の解釈に人が参加できるようなインタラクションをデザ

インできないか。石川らはビープ音と自然言語の間に位

置し、ロボットと人の身体的コミュニケーションを補完

し内部状態を表示するようなロボットの声として〈もこ

もこ音〉を提案した[1]。これはその言葉の意味の解釈をユ

ーザに委ね、ユーザはその言葉の意味を積極的に解釈す

る余地がある。その解釈や意味の選択に参加を促してお

り、ユーザの自然な参加を引き出すものである。また、

ユーザが自ら意味を見出して解釈するため、その言葉の

意味に対して、ユーザの納得感を伴う。このように、ユ

ーザが自分で積極的に解釈に参加し、何らかの意味を探

り出そうと試みる際に、相手(ロボット)の気持ちになり込

もう[10]と思わず身体を重ねてしまう。また、相手の気持

ちに寄り添うため、その言葉に対して共感を伴うことも

あるだろう。そのことで、ロボットに対する親近感をよ

り強く感じたり、ロボットと一緒に何かをなしとげた気

持ちや達成感を感じるなどの「ウェルビーイング[2]」に関

する性質を伴うと考える。 

このような現象を生み出すことを、身体性を有する社

会的なロボットと子どもたちの間で実験できないものか。

そこで、筆者らは、自分一人ではゴミを拾うことは出来

ないが、身体を健気にうごかし、周囲の人からの手助け

を上手に引き出してゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロ

ボット〉に着目した。図 1 に〈ゴミ箱ロボット〉の振る

舞いの例を示す。ゴミや人を見つけた時には、それをみ

つめるような振る舞い、感謝を示す時には、お辞儀を行

っていたが、〈ゴミ箱ロボット〉には発話機能がないため、

振る舞いの意図や志向の解釈の方向性を決めずに子供た
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ちに完全に任せている状態であった。 

 

図 1 〈ゴミ箱ロボット〉の振る舞い 

Fig.1 Behavior of〈Sociable Trash Box〉. 

 

これまでに筆者らは、〈もこもこ音〉を援用する〈ゴミ

箱ロボット〉を提案し、振る舞いに準じた〈もこもこ音〉

を使用することで、〈ゴミ箱ロボット〉の志向や意図の解

釈を相手に委ね、ゴミを拾ってもらうなどの行動を引き

出すことを試みた[3]。 

本稿では、〈ゴミ箱ロボット〉とのコミュニケーション

において、〈もこもこ音〉が他の言語に比べ、言葉の解釈

にどのように影響するのかについて、主観評価を用いた

実験を行った。その結果を示し、考察を行うとともに、

〈もこもこ音〉を発するロボットのインタラクションデ

ザインのポイントについて整理する。 

2. 研究背景 

2.1 コミュニケーションと 3つの水準 

私たちは自分の身体や言語を利用することで相手とコ

ミュニケーションをとることが出来る。これらのコミュ

ニケーション媒体は、身体的水準、情動的水準、言語的

水準に分けることが出来ると考えられる。身体的水準は

表情、視線、まなざしなど、情動的水準はオノマトペ、幼

児語など、言語的水準は音声言語、日常言語などがある。

また、これらは図 2 のような関係になっている。現在の

ロボットや家電は言語的水準で伝えることが多い。言語

で伝える場合、正しい情報を伝えることには適している

が、意味を相手に押しつけ、一方的なコミュニケーショ

ンになってしまうことが考えられる。受け手としては、

命令されているようで気分は良くないうえ、反発を招く

恐れがある[4]。では、言語的水準ではなく情動的水準、身

体的水準で伝える場合はどうだろうか。情報の正確さは

言語的水準よりも失われるが、表情やオノマトペは意味

が決まっておらず、受け手が自分で解釈し、行動に移す

ことになる。これにより、自分の行動に納得感が伴い、

命令されて動いているという気持ちにはならないと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 3 つの水準の関係 

Fig.2 Relationship between the three levels. 

 

2.2 権威的言葉・内的説得力のある言葉 

ロシアの文芸評論家であるミハイル・バフチンは著書

『小説の言葉』にて「権威的な言葉」と「内的説得力のあ

る言葉」を以下のように表現した[5]。「権威的な言葉」と

は、上司や教師からの指示のように、他者に無条件の承

認や受容を強いるもので、意味が狭く、聞き手に対して

開いていない言葉である。また、「内的説得力のある言葉」

とは、その言葉の意味が完結しておらず、解釈の一部は

聞き手に委ねられている言葉であるという。解釈の余地

が残されていることで、聞き手は自由に解釈することが

可能になる。 

「ゴミを拾ってください」などのロボットから人に依

頼する言葉は「権威的な言葉」に相当し、命令されてい

るような印象を受けやすいと考えられる。また、「内的説

得力のある言葉」をロボットの声として使うことで、周

囲の人が自由に解釈し、強制されることなく行動できる

ようになると考えられる。 

2.3 非言語の音声 

2.3.1 ビープ音 

「内的説得力のある言葉」のように意味が明確に定ま

っていない音声には、ビープ音、オノマトペ様の音声な

どがある。ビープ音は、機械によく使用されている音声

である。小松らは、ビープ音によってロボットの内部状

態を直感的かつ正確に理解できることを示した[6]。しか

し、ビープ音には機械らしい印象が定着している面もあ

る。小松らは、生き物らしいあるいは高性能そうなロボ

ットからビープ音が出ると、ビープ音の解釈にネガティ

ブなバイアスがかかったり、ロボットの印象が悪化する

恐れがあることを報告した[7]。 

2.3.2 オノマトペ様の音声 

オノマトペ様の音声は、キャラクターが発する音声と

して用いられることが多い。特に、アニメーション作品

においては、有生性や意思疎通性を備えているが、高度

な知性を持ってないキャラクターに採用される傾向があ

ると考えられる。また、人の音声による感情表現に関す

る研究でオノマトペ様の音声が使われた例として武田ら

の研究がある [8]。この研究は怒りの度合いによる韻律的

特徴の解析を目的としており、有意味単語に「なみなみ」、

無意味単語に「まなまな」が使用された。結果として、怒

りの度合いに有意味単語と無意味単語の差はなく、音圧



や最高基本周波数などの韻律情報に現れたことを示した。

また、個々の韻律的特徴のみでは感情を表現するのには

不十分で、韻律的特徴を組み合わせることで感情を表現

できることを示した。 

2.3.3 〈もこもこ音〉 

石川らが提案した〈もこもこ音〉は、ロボットと人の身

体的コミュニケーションを補完し、内部状態を表示する

声である。〈もこもこ音〉は、「も」と「こ」という音に加

え、撥音(ん)、促音(っ)、長音(―)から構成されており、

「もこ」、「もこー」、「もっこもん」などの様々な内部状

態や感情の表現、リズム感を創出する可能性を持つ。〈も

こもこ音〉そのものは明確な意味を持たない無意味単語

ではあるが、身体的表現や周囲の環境により様々な解釈

を引き出す「内的説得力のある言葉」としての性格も備

わる。石川らは、〈もこもこ音〉によって、ロボットの振

る舞いの解釈や印象が変化し、直感的に解釈を方向づけ

られることを確認した[1]。 

これより、言語的水準にある自然言語でなくても、情

動的水準にあるオノマトペ様の音声、〈もこもこ音〉など

でもロボット自身の意図や志向を表現することは可能で

あると考えられる。 

2.4 〈もこもこ音〉を話す〈ゴミ箱ロボット〉 

〈ゴミ箱ロボット〉は、身体の振る舞いから、志向や意

図を表現していたが、解釈をするための情報量が少なく、

〈ゴミ箱ロボット〉の意図を正確に汲み取ることが難し

かった状態にあったと考えられる。そこで、濵らは〈も

こもこ音〉を援用する〈ゴミ箱ロボット〉を提案した[3]。

〈もこもこ音〉を話すことで、ロボット内部の感情を表

現できること、〈ゴミ箱ロボット〉の意図を汲んで、行動

を強制させずにゴミを拾ってもらうなどの行動を促すこ

とが出来ると考えた。 

2.5 仮説 

2.3.3 節で述べたように、〈もこもこ音〉は「内的説得力

のある言葉」としての性格を備えているため、解釈の一

部は聞き手に委ねられており、解釈の余地が残されてい

ると考えられる。また、内部状態や感情の表現を出来る

可能性があることから、周囲の人が情動的に共感できる

音声であることが考えられる。これより、〈もこもこ音〉

は解釈に参加する余地があり、情動的に共感できる音声

であるという仮説を立てる。 

2.6 研究の目的 

2.5 節の仮説を検証するため、〈もこもこ音〉が、他の

言語に比べ、解釈に参加する余地があるかどうか確かめ

る。他にも、音声言語である日本語、非音声言語である

ビープ音についてもどれくらい解釈に参加する余地があ

るか確認する。 

3. 実装 

 以下に、本研究のプラットフォームである〈ゴミ箱ロ

ボット〉のハードウェア構成・ソフトウェア構成を示す。 

3.1 ハードウェア構成 

図 3 に、〈ゴミ箱ロボット〉のハードウェア構成を示

す。このロボットは、ゴミを拾うために必要なアームや

手のようなものはついておらず、自らゴミを拾い集める

ことは出来ない。 

図 4 のように、〈ゴミ箱ロボット〉は上下に分けること

が可能である。上部(図 4(a)）には、〈ゴミ箱ロボット〉を

左右にひねるためのサーボモータ、顔を下げるためのサ

ーボモータ、ゴミを検出するための赤外線センサ、カメ

ラモジュール、また、顔を上下させるためのサーボモー

タには、バネがついている。下部(図 4(b))には、足のホイ

ールを動かすサーボモータ 2 つ、バッテリー、スピーカ

ー、全体の制御を行う小型 PCがある。これらの機構を用

いることで、首を左右に振ってあたりを見渡す、お辞儀

をする、人を見上げたり、ゴミを見つめたりすることが

可能である。 

 

 

図 3 〈ゴミ箱ロボット〉のハードウェア構成 

Fig.3 Hardware configuration of 〈Sociable Trash Box〉. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)上部         (b)下部 

(a) The upper part.           (b) The lower part. 

図 4 ゴミ箱ロボットの上部、下部 

Fig.4 The upper part and lower part of  

〈Sociable Trash Box〉. 

 

3.2 ソフトウェア 

〈ゴミ箱ロボット〉は ROS(Robot Operating System)で

制御を行っている。ROS のノード構成を図 5 に示す。指

令ノードを中心に、物体検出ノード、センサ制御ノード、

サーボ制御ノード、音声制御ノードから成り立っている。 

指令ノードでは、〈ゴミ箱ロボット〉の振る舞い決定を

行っている。物体検出ノードやセンサ制御ノードから得



られた人やゴミの有無、ゴミが入れられたかどうかの情

報を基に、振る舞いを決定し、サーボモータの動作情報

や、発話する音声の情報をサーボ制御ノード、音声制御

ノードへ送信する。 

物体検出ノードでは、〈ゴミ箱ロボット〉が人やゴミを

見つけるための物体検出を行っている。カメラモジュー

ルから得られた画像から、人やゴミなどの物体を矩形領

域で検出する。検出した物体の種類と、その矩形領域の

座標を指令ノードに送信している。 

センサ制御ノードでは、赤外線センサの値を取得し指

令ノードに送信している。 

サーボ制御ノードでは、指令ノードから送信された命

令により、サーボモータの制御を行う。各サーボモータ

には ID が割り当てられており、その ID ごとに角度情報

や、角速度情報、トルク情報などを送受信している。ホ

ールに接続されているサーボモータは角速度で制御する

角度制限がないモード、体を左右にひねる、顔を下げる

という動作を行うサーボモータは角度で制御する角度制

限があるモードで動かしている。 

音声制御ノードでは、指令ノードから送信された命令

により、流す音声の制御を行う。音声データに、ID を割

り当てることにより、指令ノードにて、流したい音声の

ID を選択することで、振る舞いに合わせた音声を流すこ

とが可能である。 

 

図 5 〈ゴミ箱ロボット〉の ROS ノード 

Fig.5 ROS node of 〈Sociable Trash Box〉. 

 

4. 〈ゴミ箱ロボット〉の振る舞いとインタラクショ

ンデザイン 

4.1 「生き物らしさ」を生みだす振る舞い 

〈ゴミ箱ロボット〉がただのロボットとは思われず周

囲の人から意図の持った存在であると認知されるために

は、周囲の人から志向的な構え[9]を引き出す必要がある。

そのため、〈ゴミ箱ロボット〉にはロボット特有の機械ら

しい振る舞いを払拭し、生き物らしさを持たせる必要が

ある。 

〈ゴミ箱ロボット〉の内部にはバネを組み込んでいる。

これにより、顔を左右に向ける、お辞儀をするなどの振

る舞いを行う際に、ロボット全体がヨタヨタした少し頼

りない動きになる。また、移動する際にホイールを同時

に動かすのではなく、左右交互に動かすことで、乳幼児

の少し不安定なヨタヨタ歩きのように動くことが出来る。 

4.2 「志向性」を表す振る舞い 

ロボットが人とソーシャルな関係を築くためには、「何

に関心があるのか」、「何に対して注意しているのか」と

いう志向性の表示が重要な役割を示す。 

注目や関心は、目や顔、身体がどこに向いているのか

で表示することが可能である。〈ゴミ箱ロボット〉には、

顔のようなものはないが、ホイールを動かすことでロボ

ット本体の向きを変え、注目しているものに対して身体

を向けることが出来る。また、カメラモジュールのレン

ズの部分は外から見える部分であるため、「目」として捉

えられることが多く、どこに視線を向けているのかを表

示することが可能である。これより、視線や身体の向き

を使用することで〈ゴミ箱ロボット〉の志向性を表示す

ることが出来る。 

4.3 「社会性」を表す振る舞い 

 周囲の人から志向的な構えを引き出すには、ロボット

が意図を備えた存在であり、それによって行動している

ことを表出することが必要である。そのためには、ロボ

ット自身の内部状態を表出することが必要である。 

 方法としては、身体的な振る舞いと音声による〈もこ

もこ音〉が挙げられる。振る舞いでは、ゴミをいれても

らった際にお辞儀をして感謝を表示している。これは、

他者からの働きかけにより、随伴的に行動する社会的随

伴性を備えた動作である。〈もこもこ音〉は、2.3.3 節で述

べたように聞き手に対して解釈の一部が委ねられている

音声である。そのためユーザは、ロボットの感情や意図

を自由に解釈することが可能である。これらにより、ロ

ボットの意図が解釈されるだけでなく、人との相互のコ

ミュニケーションが可能な存在であると認識され、社会

的存在であると認識されやすくなる。 

5. 実験 

5.1 目的 

〈ゴミ箱ロボット〉が話す言葉（日本語、ビープ音、

〈もこもこ音〉）の違いによって、解釈に参加する余地が

どの程度異なるのかを調査する。 

5.2 参加者 

実験参加者は小学校 1、2 年生であり、男児 19 名、女

児 14 名の合計 33 名である。平均年齢は 6.97 歳、標準偏

差は 0.72 歳である。 



5.3 音声作成 

動画で〈ゴミ箱ロボット〉が話す音声を作成する必要が

ある。〈もこもこ音〉、日本語は、ATR-Promotions 社の

WizardVoice SDK を使用した。話者データベースには「女

の子」を指定し、女の子の合成音声で、「もっこもん」、

「ありがとうございます」などを作成した。また、ビー

プ音に関しては著作権に配慮し、フリー素材の音声ファ

イルを使用した。 

5.4 作成した動画の種類 

作成した動画の種類を表 1 に示す。作成した動画は 12

種である。振る舞いの種類としては、ゴミを見つける、

人に依頼する、お辞儀をする、歩くの 4 種で、音声の種

類は、日本語、ビープ音、〈もこもこ音〉の 3 種である。 

〈ゴミ箱ロボット〉のふるまい別の動画のスクリーンシ

ョットを図 6~9 に示す。ゴミを見つけるでは、ゴミの方

向へ歩き、下を向き、発話して前を向く動作を行う。人

に依頼するでは、人がいる方へ向き、上を向き発話して、

前を向き、前進する。お辞儀をするでは、人がいる方に 

前進し、ごみをいれてもらったら、下を向き、発話して、

前を向く動作を行う。歩くでは、人の方向へ歩き、方向

転換してゴミの方向へ歩く動作を行う。発話は各方向へ

歩いている時に 2 回ずつ行っている。動画の長さは、振

る舞いごとに約 6 秒、約 7 秒、約 11 秒、約 12 秒である。 

 

表 1 動画の種類 

Table 1 Kinds of Videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 振る舞い 1: 「ゴミを見つける」 

Fig.6 Behavior 1: “find trash”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 振る舞い 2: 「人に依頼する」 

Fig.7 Behavior 2: “ask a person”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 振る舞い 3: 「お辞儀をする」 

Fig.8 Behavior 3: “bow”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 振る舞い 4: 「歩く」 

Fig.9 Behavior 4: “walk”. 

 

5.5 質問用紙 

各動画の〈ゴミ箱ロボット〉が話した言葉がどのよう

に聞こえたかを自由記述で回答してもらった。また、用

紙には、「ロボットはなんて言おうとしていた？」という

ような各動画に対して、その言葉を発した意図を記述す

る枠を設けた。これは解釈の幅を分析するための質問で

ある。 

5.6 試行 

動画視聴による主観評価実験を行った。一つの動画を

視聴してもらってから、質問用紙に記述してもらうこと

を繰り返した。 

実験開始前に、ビデオに〈ゴミ箱ロボット〉がでてく

ること、「ビー」と聞こえた場合に、そのまま書くのでは

なくロボットが何を伝えようとしたのかを書いてもらう

ように教示した。 

動画 振る舞い 音声 

1 ゴミを見つける ビー 

2 ゴミを見つける もこ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ゴミを見つける 

人に依頼する 

人に依頼する 

人に依頼する 

お辞儀をする 

お辞儀をする 

お辞儀をする 

歩く 

歩く 

歩く 

ごみをみつけました 

ビー ビー ビー 

もこー 

ごみをひろってください 

ビー（高音） 

もっこもん 

ありがとうございます 

ビー ビー 

もっこもっこ 

よいしょよいしょ 



実験参加者には、二つのグループに分かれてビデオを

見てもらった。グループごとに見せる動画の順番は、カ

ウンタバランスに配慮し、変えて行った。一つ目のグル

ープには、ゴミを見つける→人に依頼する→お辞儀をす

る→歩くの順で、二つ目のグループには、人に依頼する

→お辞儀をする→歩く→ゴミを見つけるの順で、視聴し

てもらった。また、各振る舞いで流す動画の順番はビー

プ音、〈もこもこ音〉、日本語とした。 

6. 結果 

得られた回答を動作ごとにグラフにまとめたものを図

10~13 に示す。また、動画ごとにそれぞれの解釈をまとめ

る。 

動画 1 について、「ゴミをひろってください」、「ゴミだ」、

「ゴミをいれください」がそれぞれ 7 名、「ゴミがおちて

るよ」が 6 名、「あぶない」が 3 名、「本を読んでないで

いれて」、「ゴミをすててください」、「ゴミありますか？」

が 1 名ずついた。 

動画 2 について、「下にある」が 8 名、「ゴミをすてて

ください」が 5 名、「ゴミをいれてください」、「ゴミがお

ちてるよ」がそれぞれ 4 名、「もっと、もういっこ」が 3

名、「ゴミだ」、「ばか」、「文句があります」が 2 名ずつ、

「なにかある？」、「あっ！」、「もぐもぐ」が 1 名ずつい

た。 

動画 3 について、「ゴミをみつけました」が 32 名、「ゴ

ミをひろってください」が 1名いた。 

動画 4 について、「ゴミをすててください」が 12 名、

「ゴミをいれてください」が 10 名、「あぶない」、「落と

しちゃ、すてちゃだめ」が 4 名ずつ、「ゴミだ」、「ゴミが

おちてるよ」、「ゴミをひろってください」が 1 名ずつい

た。 

動画 5 について、「ゴミをいれてください」が 10 名、

「ゴミがおちてるよ」が 7 名、「ゴミをひろってください」

が 4 名、「ゴミだ」が 3 名、「ゴミをすててください」、「早

く」、「もっと、もういっこ」が 2 名ずつ、「落としちゃ、

すてちゃだめ」、「ままー」、「ぼく」が 1 名ずついた。 

動画 6 について、「ゴミをひろってください」が 31 名、

「ゴミをいれてください」が 2 名ずついた。 

動画 7 について、「ゴミをひろってくれてありがとう」

が 13 名、「ありがとうございます」が 9 名、「最初からち

ょうだい」が 3 名、「ちゃんと入れて偉いね」が 2 名、「く

れた」、「どうもー」、「ちゃんといれて」、「もっと潰して

ください」、「やっとひろってくれた」、「もっと、もうい

っこ」が 1 名ずついた。 

動画 8 について、「もっと、もういっこ」が 27 名、「あ

りがとうございます」が 3 名、「やっとひろってくれた」、

「つかれた」、「たまった」が 1 名ずついた。 

動画 9 について、「ありがとうございます」が 30 名、

「ゴミをひろってくれてありがとう」が 2 名、「ゴミが好

きだからありがとう」が 1 名いた。 

動画 10について、「ゴミをひろってください」が 16名、

「ゴミがおちてるよ」が 8 名、「ゴミをいれてください」

が 3 名、「ゴミをすててください」が 2 名、「ごみないか

なー」、「ゴミが落ちてるのが許せない」、「ゴミだ」「よい

しょよいしょ」が 1 名ずついた。 

動画 11 について、「もっと、もういっこ」が 20 名、「ゴ

ミをいれてください」が 7 名、「つかれた」が 2 名、「ゴ

ミをひろってください」、「ゴミがおちてるよ」、「ゴミだ」、

「本読んでないでいれて」が 1 名ずついた。 

動画 12 について、「よいしょよいしょ」が 28 名、「ゴ

ミをいれてください」が 4 名、「ゴミがおちてるよ」が 1

名ずついた。 

 

図 10 「ゴミを見つける」の解釈 

Fig.10 Interpretation of “find trash”. 

 



 

図 11 「人に依頼する」の解釈 

Fig.11 Interpretation of “ask a person”. 

 

 

図 12 「お辞儀をする」の解釈 

Fig.12 Interpretation of “bow”. 

 

 

図 13 「歩く」の解釈 

Fig.13 Interpretation of “walk”. 

 

7. 考察 

7.1 日本語の解釈 

日本語は、ビープ音、もこもこ音に比べて解釈が一意

的になりやすいことが示された。〈ゴミ箱ロボット〉が日

本語を話した動画 3,6,9,12 では、いずれも話した言葉通

りに解釈した人数が 8 割を超えていた。言葉の意味の解

釈に参加する余地が小さく、その言葉をそのまま正確に

受けとっている。 

7.2 ビープ音の解釈 

「お辞儀をする」の動画 7 では、「ゴミをひろってくれ

てありがとう」、「ありがとうございます」という感謝の

言葉のように解釈した人が過半数を超えた。ビープ音も

意味の定義は明確にされていないため、ロボットがお辞

儀をしたことから感謝していると解釈したと考えられる。

もしくは、〈ゴミ箱ロボット〉に自分自身を重ねて、自分

だったらこう思うという風に考えて解釈した可能性もあ

る。 

動画 1,4,10 では、「ゴミをひろってください」、「ゴミが

おちてるよ」など〈ゴミ箱ロボット〉がゴミを集めよう

としているという解釈が多く、〈ゴミ箱ロボット〉の感情

として解釈したものは少なかった。 

動画 1,4では、「あぶない」という解釈が 3名以上いた。

ビープ音は機械の警告音として使われていることもあり、

警告としての「あぶない」と解釈したと考えられる。 

7.3 もこもこ音の解釈 

〈ゴミ箱ロボット〉が〈もこもこ音〉を話した動画

2,5,8,11 では、解釈の仕方が二通りに分かれた。「ゴミを

見つける」、「人に依頼する」の動画 2,5 では、言葉の解釈

が一意にならず多様な解釈を得ることが出来た。対して、



「お辞儀をする」、「歩く」の動画 8,11 では、「もっと、も

ういっこ」と解釈した人数が過半数を超えていた。動画 8

では「もっこもん」、動画 11 では「もっこもっこ」と話

していた。この「もっこ」という部分が日本語の有意味

単語である「もっと」と音が似ているため、〈もこもこ音〉

を日本語としてそのまま解釈したと考えられる。 

動画 2,5,8,11 の解釈では、〈ゴミ箱ロボット〉の感情や

思っていることを回答した人がいた。例えば、動画 2 で

は「あっ！」、「何かある？」、動画 11 では「つかれた」

などがあった。これより、〈もこもこ音〉は〈ゴミ箱ロボ

ット〉の感情を表現することが出来ると考えられる。 

7.4 各言語の解釈の比較 

日本語は、7.1 節でも述べたように、解釈が一意的にな

りやすく、受け手が解釈に参加する余地が小さいと考え

られる。ビープ音は、意味が明確に定義されていないた

め、解釈に参加する余地があると考えられる。その解釈

としては、〈ゴミ箱ロボット〉の役目として人にゴミを拾

ってもらおうとすることや、警告など、生き物ではなく、

ロボットとして解釈されたと考えられる。〈もこもこ音〉

も同様に、意味が明確に定義されていないため、解釈に

参加する余地があると考えられる。解釈としては、ゴミ

を欲しがっている、〈ゴミ箱ロボット〉の感情や思ってい

ることなど、生き物の気持ちに重ねて解釈されたと考え

られる。 

8. まとめ 

本稿では、自らゴミを拾うことは出来ないけれど、周

囲の人の力を引き出すことにより、ゴミを拾い集めてし

まう〈ゴミ箱ロボット〉を研究のプラットフォームとし

て、ロボットが話す言葉によって、受け手の言葉の解釈

の仕方がどのように変わるか、解釈に参加する余地があ

るかを調査した。 

本実験の結果、音声言語である日本語を話す場合には

解釈が一意的になりやすく、解釈に参加する余地が少な

いと考えられる。非音声言語であるビープ音、〈もこもこ

音〉は、意味が明確に定まっていないため、解釈に参加

する余地が残されている。しかし、ビープ音では、警告

などの機械としての解釈がされた。〈もこもこ音〉では、

ロボットが思っていること・感情などの解釈を引き出す

ことが出来た。 

今後の展望としては、〈もこもこ音〉には解釈に参加す

る余地があることがわかったため、周囲の人が情動的に

共感できるかどうかを、実験を行うことで確かめていき

たい。 

謝辞 

本論文の実験は田原市立野田小学校の方々に協力を頂

いた。ここに記して感謝の意を表す。 

 

参考文献 

[1] 石川, 西脇, 塚本, 岡田：〈もこー〉〈もこもこ〉〈も

こもん〉は何を伝えるのか…; ヒューマンエージ

ェントインタラクションシンポジウム 2017,G-18 

(2017). 

[2] 渡邊, チェン, 安藤, 板倉, 村上 : 『わたしたちの

ウェルビーイングをつくりあうために: その思想, 

実践, 技術』; ビー・エヌ・エス新社 (2020). 

[3] 濵, 植野, 川合, 長谷川, 岡田：もこー！ 人の手助

け行動を促す〈ゴミ箱ロボット〉のインタラクショ

ンデザイン; ヒューマンインタフェースシンポジ

ウム 2019 (2019). 

[4] 城所, 末廣, ブルシュチッチ, 神田: 子供たちの引

き起こす 「ロボットいじめ行動」の回避; 情報処理

学会論文誌, Vol. 56, No. 4, pp.1203-1216 (2015). 

[5] Bakthtin, M. M.: 伊東訳: 『小説の言葉』; 平凡社 

(1996). 

[6] 小松 , 山田 , 小林 , 船越 , 中野 : Artificial Subtle 

Expressions：エージェントの内部状態を直感的に伝

達する手法の提案; 人工知能学会論文誌, Vol. 25, No. 

6,pp.733-741 (2010). 

[7] 小松, 山田: エージェントの外見の違いがユーザの

態度解釈に与える影響‐ 外見のことなるエージェ

ントからの同一人工音の提示実験; 日本知能情報

ファジィ学会誌, Vol. 20,No. 4, pp. 500-512（2008). 

[8] 武田, 大山, 朽谷, 西澤: 日本語音声における「怒り」

を表現する韻律的特徴の解析; 日本音響学会誌, 

vol.58 , No.9 , pp.561-568 (2002). 

[9] Dennett, D. C.: 土屋訳:『心はどこにあるのか』; 草

思社 (1997). 

[10] 鯨岡: 『原初的コミュニケーションの諸相』; ミネ

ルヴァ書房 (1997). 


	pagenum204: 204
	pagenum205: 205
	pagenum206: 206
	pagenum207: 207
	pagenum208: 208
	pagenum209: 209
	pagenum210: 210
	pagenum211: 211
	pagenum203: 203


