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Why are you so happy?  
About the happiness experience born from a small collaboration with “iBones” 
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Abstract  -  “iBones” placed at the entrance of the exhibition hall. Gently reach out and try to disinfect with 
alcohol as the visitors move. Children with that in mind also reach out to the robot's hands as they move, and every 
time alcohol is sprayed on them, they cheer, "Oh, that's amazing!" In addition to that surprise, they seems to feel 
kind of happiness. Where does this "joy" come from? In our presentation, we will consider the aspect of interaction 
with “iBones” who is trying to disinfect with alcohol and the well-being that arises from it. 
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1. はじめに 

ある日訪れた展示会場では，エントランスでアルコー

ル消毒が求められない．しかし私の顔を追ってくる白く

て小さいロボットが一人ぼっちでいる．辺りを見回すが，

どこにもアルコール消毒器はない．しかしその間もその

ロボットは私の顔を追ってくるので，私は気になり近づ

いてみると，会釈をしてきた．もう少し近づいてみると，

手を差し出してくる．それに合わせて私も手を差し出す

と，手にアルコール消毒液が出され，お辞儀をされた．

私は「すごい」という感情とこのロボットとの協働作業

が成功した喜びを心に残しながら，展示会場へと入って

いった． 
 

 
図 1 入り口に置かれた〈iBones〉の様子 

Fig.1 “iBones” placed at the entrance 
 

近頃多くの場面でアルコール消毒を求められるが，ど

れもアルコール消毒器が置かれているのみで，無機質で

ある上に面白みにも欠けている．さらに，暗黙の社会の

ルールや世間からの目が鋭く，アルコール消毒への強制

感が強まっている．もし，ロボットがヨタヨタとアルコ

ールスプレーを差し出してくれたらどうなるだろうか？

アルコール消毒という行為にロボットとの協働作業とい

う状況が生まれ，無機質であったものが相互行為なもの

に変わる．そして，強制的だったはずのアルコール消毒

から，一緒にできた達成感や幸福感が生まれる． 

図 1 に示す〈iBones〉は，相手に近づいて存在をアピー

ルする行為は行っていない．顔を人間に向けたり，会釈

をしたりする行為のみで，アルコール消毒を実現してい

る．これは，相手がロボットに近づくという手助けを引

き出すことで実現してしまう他力本願な〈弱いロボット〉

である[1]．  

本研究では，ティッシュの受け渡しに伴う相互行為の

様相を議論するためのプラットフォームとして構築され

た〈iBones〉[2], [3]をもとに，アルコール消毒を行おうとす

る〈iBones〉を再構築した．そして，〈iBones〉とのアルコ

ール消毒を介した相互行為の様相やそこから生まれるウ

ェルビーイングについて考察する． 

2. 研究背景 

2.1 パーソナルスペース 

人間同士のコミュニケーションでは，お互いに定まっ

た距離を保ち合って行っており，状況に応じてこの距離

を使い分けている．この距離はパーソナルスペース（対

人距離）と呼び，ロボットと人間のインタラクションに

も応用できる．エドワード・ホールによる 4 つのタイプ

のパーソナルスペースについての概略図を図 2 に示す [4]． 
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・ 公衆距離 

 「公衆距離」は，相手との距離が 360 [cm]以上である．

これは，相手の存在を認識しつつも，コミュニケーショ

ンには向かない距離である． 

・ 社会距離 

「社会距離」は，相手との距離が 120 [cm] ~ 360 [cm]で

あり，一緒に働く人同士がコミュニケーションをとる際

に使われる距離である． 

・ 個体距離 

「個体距離」は，相手との距離が 45 [cm] ~ 120 [cm]で

ある．これは，相手に手を伸ばせば届く距離であり，相

手の顔の表情もはっきり読み取ることができる． 

・ 密接距離 

「密接距離」は，相手との距離が 45 [cm]以下である．

これは，相手との接触を伴う距離であり，とても親しい

人と使われる距離である． 

〈iBones〉も，これらのパーソナルスペースの段階に応

じて異なるふるまいを行うことで，人のほうからアルコ

ール消毒を行う距離まで近づいてもらえるようなインタ

ラクションが実現できると考える． 

 

 
図 2 エドワード・ホールによるパーソナルスペース 

Fig.2 Personal space by Edward Hall 
 

2.2 ウェルビーイングと自己決定理論 

ウェルビーイングとは，身体的にも精神的にも満足で

豊かな状態を表し，「医学的ウェルビーイング」，「快楽的

ウェルビーイング」，「持続的ウェルビーイング」のウェ

ルビーイングが定義されている．このうち「持続的ウェ

ルビーイング」は，“人間が心身の潜在能力を発揮し, 意

義を感じ, 周囲の人との関係の中でいきいきと活動して

いる状態”を指す [5]．エドワード・デシとリチャード・

ライアンの自己決定理論によると，自らの行動を決定す

る欲求「自律性」と自らの能力とその証明に対する欲求

「有能感」，周囲との関係に対する欲求「関係性」の 3 つ

の欲求がウェルビーイングを向上させる要因になる [6]． 

 アルコール消毒は，そのままでは無機質で強制感があ

る．しかし，ヨタヨタした〈iBones〉がスプレーを差し出

そうとすることで，自ら手を出そうとする「自律性」，自

らルールを守った「有能感」，ロボットと一緒に成し遂げ

た「関係性」といった，ウェルビーイングを向上させる

要因を満たすやりとりが生まれるのではないだろうか． 

3. 〈iBones〉 

3.1 ハードウェアの構成 

〈iBones〉は，「骨」をモチーフにした丸みを帯びた 6

つのパーツ，腕，アルコール消毒器から構成されており，

身長は約 600 [mm]となっている．人間の幼児よりも小さ

な身長にすることで，幼児から大人まで親近感を抱くも

のとなっている．また，ロボットのヨタヨタ感を生み出

すために，ロボットの上部と下部を大きめのサイズのコ

イルスプリングで連結している．これにより，〈iBones〉

が動くたびにヨタヨタ感を出している． 

〈iBones〉は，様々なセンサから構成されており，これ

らの搭載箇所を図 3 に示す．〈iBones〉の全体を支えるベ

ース部分は，iRobot 社の iRobot Create を使用しており，

全体の制御には，図 3 の下部に搭載されている小型パソ

コンで行っている．人間の検出には，図 3 の上部にある

OKAO Vision，中部にある RealSense L515，下部にあるレ

ーザーレンジファインダで行っている．〈iBones〉の手に

は，アルコール消毒器を持っており，この部分に手を翳

したかを検出するフォトリフレクタ，手の検出及び距離

を測る Web カメラが搭載されている．〈iBones〉の関節を

動かすためのサーボモータが計 5 個搭載されている．こ

れらを動作させることで頭を上下や左右，お辞儀，胴体

の屈伸，腕を前に出したり，戻したりすることができる． 
 

 
図 3〈iBones〉のハードウェア構成 

Fig.3 Structure of “iBones” 
 

3.2 ソフトウェア 

 〈iBones〉は，ROS(Robot Operating System)を用いて，

制御されている．この ROS により，構築された〈iBones〉

のソフトウェア構成図を図 4 に示す． 

3.2.1 レーザーレンジファインダ（LRF） 

周囲 270 度の範囲を測定可能なレーザーレンジファイ

ンダを用いて，OKAO Vision や RealSense L515 の画角外

に現れた人物を検出するのに用いている．  

3.2.2 OKAO Vision 

OKAO Vision を用いて，人の顔を検知し，この顔の大

きさや位置，数などを取得している．これらの情報を用

いて顔追従や腕の差し出し位置などの調整を行っている． 



3.2.3 RealSense L515 

 パーソナルスペースの公衆距離，社会距離にいる人物

を RealSense L515 と Skelton Tracking SDK を組み合わせ，

骨格検出を行っている．骨格検出で求めた首元の位置座

標を用いて，人物追従や会釈のタイミングを計っている． 

3.2.4 Webカメラ 

〈iBones〉の手首についた Web カメラとオープンソース

のクラスプラットフォームフレームワークである Media 

Pipe を用いて，手の認識を行っている．この認識した情

報から，手の位置を推定し，腕の差し出し具合の調整を

行っている． 

3.2.5 フォトリフレクタ 

手先についたフォトリフレクタを用いて，ディスペン

サを動作させるタイミングを判別し，アルコール消毒液

を噴射している． 
 

 
図 4〈iBones〉のソフトウェア構成図 

Fig.4 Software configuration diagram of “iBones” 
 

3.3 〈iBones〉のふるまい 

① 〈iBones〉の認識できる範囲に人が現れ，この時の距

離が公衆距離である場合，〈iBones〉の顔を動かして

認識した人物の追従を行う． 

② ①で認識した人物がさらに近づき社会距離となった

場合，一度会釈を行いその人物の追従を続ける． 

③ ②の人物がさらに近づき個体距離となった場合，そ

の人物の顔を追従する．さらに，腕を前後に少し動

かすことで「モジモジ」といった仕草で表出したり，

アルコール消毒器を見つめたりすることで，消毒が

できることをアピールする． 

④ ③の人物がさらに近づき密接距離となり，その人物

が手を指し伸ばした場合は，その手を認識しロボッ

トの手との位置を微調整する． 

⑤ ④の人物の手とロボットの手が重なり，アルコール

消毒液を噴射する． 

⑥ お辞儀を行い，去っていく人物の追従を行う． 

4. フィールドワーク 

2021 年 7 月 3 日及び 4 日の間，「豊橋市こども未来館

ここにこ」にて，ロボットの実演展示を行った．この展

示で〈iBones〉は，今まで係員が行っていた手のアルコー

ル消毒の代わりとして，展示の入り口で実演を行った．

この環境下で，〈iBones〉が一般の人々からどのような扱

いをされるかの観察を行った．その時の様子を図 5 に示

す．デモ期間中の企画展示室への入場者数は，土曜日に

470 人，日曜日に 726 人の合計 1196 人であった． 

年齢を問わず幅広い年代の人が〈iBones〉に消毒された

際，「すごい」との声を上げ，一部の人は〈iBones〉の頭

をなでたり，じっと〈iBones〉を見つめたりする人がいた．

子供たちの中には，何回も〈iBones〉にアルコール消毒を

してもらいに来る子が見受けられた．また，〈iBones〉で

アルコール消毒をした子供たちが，一緒に来ていたお友

達や親御さんに「こうやるんだよ」，「もっと手を上に」

などのコミュニケーションが生まれていた．  

今回実演を行った，「豊橋市こども未来館ここにこ」の

係員から，市販のアルコール消毒器だと一定数嫌がる子

供が見受けられるが，〈iBones〉によるアルコール消毒だ

とそのような子は見受けられず，自ら率先して手のアル

コール消毒を行っていたとの意見があった． 

 何度もアルコール消毒をする子や〈iBones〉によるアル

コール消毒だと嫌がらない子からは，ウェルビーイング

を向上させる自己決定理論の中にある，自らの行動を決

定する欲求「自律性」を満たし，アルコール消毒という

行為の中から新たに生まれたコミュニケーションには，

周囲との関係に対する欲求「関係性」を満たしているこ

とがわかる． 

また，今回〈iBones〉に持たせていたアルコール消毒器

は，大人の手のサイズでは使いにくい点や噴出口が分か

りづらい点があった． 

 

 
図 5 フィールドワーク時の様子 

Fig.5 State during fieldwork 
 

 

  



5. まとめと今後の展望 

 本研究では，他者の参加を上手に引き出しながら，ア

ルコール消毒を行おうとする〈iBones〉の相互行為の様相

やそこから生まれるウェルビーイングについて観察する

〈iBones〉の提案，構築，インタラクションデザイン，フ

ィールドワークの結果について述べた． 

 今後の展望として，フィールドワークを積み重ね

〈iBones〉の振る舞いのバリエーションやタイミングな

どの改良，アルコール消毒器のデザインの改良などをし

ていく予定である． 
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