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マコのて：並ぶ関係に基づく原初的コミュニケーションの研究
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Abstract – How do we interact with mechanical systems? Users command something,
and the systems always accept and react it. In other words, it is a ”Leader-follower”
relationship. Thinking about a scene where you walk in a park with your friend, on the
other hand, there are neither a definite leader nor a follower. They co-adjust the walking
direction and the pace by considering each other from implicit body movements. We
named the relationship that people co-adjust each other ”Side-to-side relationship.” In
this research, we attempt to construct ”Side-to-side relationship” between a human and
a robot by utilizing a robot platform ”Mako-no-te” that can walk hand in hand with
its human partner. We conducted an experiment with three conditions; human leading
condition, robot leading condition, and co-adjusting condition. As a result, the robot of
the co-adjusting condition was evaluated more favorable, active, and lifelike than one of
other conditions.

Keywords : human-robot interaction, side-to-side walking, hand-in-hand, leader fol-
lower, inter-subjectivity

1. はじめに

二人で手をつないで公園を散歩するときなど，お互

いの歩調が次第に揃い，何を話さずとも相手の気持が

伝わってきて，二人で進みたい方向に齟齬なく歩けて

いることがある．こうした場面では，お互いの意思を

手の引っ張りや歩調といった原初的なコミュニケーショ

ンを介して，伝えあったり推測しあったりしている．

そして，お互いが意図や目的といった主体性を共有し

あって，自他非分離な状態を形成していると考えられ

る．著者らは，人とロボットとの〈並ぶ関係〉の議論

を進めてきた [1]．

一方で，これまでの人とシステムとの関わりに目を

移してみると，その多くは役割が明確に線引きされた

一方的なやりとりや情報伝達が中心となっている．例

えば，スマートフォンに目的地を打ち込んで道案内の

ルート情報を表示させたり，ロボットに音声で命令し

て荷物を運ばせたり．ユーザとシステムの間が，コマ

ンドとそれに対する応答で結ばれ，「つかう側－つか

われる側」と役割が分かれている．これは，一方が主

導でもう一方が従属する関係といえる．先の〈並ぶ関

係〉に対して，このような一方的で役割が線引きされ

た関係を〈対峙しあう関係〉と呼ぶことができる．

ロボットは街中や家庭内など私たちの身の回りに次

第に普及してきている．人とロボットの共生を目指す
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うえで，ロボットが単に人からの指示を受けて実行す

る〈対峙しあう関係〉としての存在ではなく，私たち

の傍らで一緒に〈並ぶ関係〉を想定しても面白い．本

研究では，人とロボットとが手をつないで並んで歩く

場面を想定し，手の引っ張りや歩調といった原初的コ

ミュニケーションを介して，お互いに調整しながら歩

くインタラクションに着目する．手をつないで並んで

歩くロボット〈マコのて〉を用いて，人とロボットとの

間で〈並ぶ関係〉が成立する可能性について調査した．

2. 背景

2. 1 〈対峙しあう関係〉から〈並ぶ関係〉へ

これまで，機械やロボットなどのシステムと人との

関わりの多くは〈対峙しあう関係〉を前提としてい

た．例えば，人が音声対話エージェントに「今日の天

気は？」と質問を入力し，エージェントが「晴れです」

と返答する．人がロボットに荷物を運ぶように指示を

出し，ロボットは荷物を持って人の後ろをついていく．

このように〈対峙しあう関係〉は，一方的かつ明示的

に相手に伝達を行う関係である．そして，「主導する

側－従属する側」と二者間で役割が明確に分かれてお

り，主導する側が優先される関係である．

一方で，人と人との関わりは必ずしも〈対峙しあう

関係〉に限られない．母親と子どもとが一緒に絵本を

眺めるときや家族で一緒にテレビを見るとき，一方的

に感想を言い続けるようなことはなく，互いに少しず

つ言葉を交わしながら感想を共有しあっている．友達

と一緒に公園を歩くとき，明確な指差しなどがなくと
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も，ちょっとした体の動きで相手と進行方向を共有し

あっている．その関係は〈対峙しあう関係〉ではなく

〈並ぶ関係〉といえる．〈並ぶ関係〉は，双方向的な伝

達で，必ずしも明示的では無く相手の気持ちや意図を

推測しあう関係である．そして，二者間で目的や気持

ちを共有しあい，どちらが主導して従うかは明確には

分かれていない自他非分離な関係である．

今後，人とロボットとが共生する社会を目指すうえ

で，人とロボットとの関わりにも〈並ぶ関係〉でのコ

ミュニケーションが重要な役割を果たすものと考えら

れる．

2. 2 〈並ぶ関係〉と相互主体性

二者の間で何らかの物や事象が共有されている関係

は三項関係と呼ばれている [2]．三項関係が構築されて

いる状態では，自らの身体的な体験や経験を基に相手

の身体が感じていることを無意識に推測することで，

相手の感情や意思が伝わってくることがある．このよ

うな現象は「なり込み」と呼ばれている [3]．

また，二者間で相手の主観が自分の主観のなかに伝

わってくることを間主観性とも呼ぶ [4]．鯨岡は間主観

性を５つの次元に分類している [4]．５つの分類とは，

(a)二者の身体が意識すること無く呼応する「間身体

的な関係」，(b)二者間で互いに意図が通じる「相互

意図性」，(c)互いに情動が通じる「相互情動性」，(d)

相手の語ることが共感的に理解できこちらの話が相手

にわかってもらえたと実感できる「相互理解」，(e)互

いに自己の主体 (欲求や主張)を押し出ながら相手の

主体を受け止める「相互主体性」である．「相互主体

性」に関して，鯨岡は子供と養育者の関係を主に扱っ

ている．養育者が子どもに一方的に何かをさせるとい

う関係はうまくいかず，養育者は子供の主体を受け止

め，子供も養育者の主体を受け止めあう相互主体的な

関係が肝要であるとしている．

〈並ぶ関係〉は，相互に「なり込み」あい，間主観

性により互いの感情や意図が伝わり，互いに主体を受

け止めあう関係で構築される．〈並ぶ関係〉では，お互

いの気持ちを推測し合い，まるで一つのシステムを構

成しあうような関係が成り立つ．

2. 3 並んで歩く場面でのコミュニケーション

本研究では，〈並ぶ関係〉でのコミュニケーションの

一つとして「一緒に手をつなぎながら並んで散歩する」

という場面に着目している．人と人とが街中や公園を

散歩している場面において，二者間には様々なコミュ

ニケーションが想定される．歩きながらの会話するな

どのコミュニケーションの他に，共同注視のような視

線を介したやりとり，歩調や移動速度・進行方向の調

整，手をつないでの握り合いや引っ張りあいなど，原

初的なコミュニケーションも多くみられる．

並んで歩く場面でのコミュニケーションを，人とロ

ボットとの関係で扱った研究もいくつかある．会話で

のコミュニケーションを扱ったものには，肩乗りロボッ

トを装着して散歩をし，歩いている周囲の様子に応じ

て発話の内容を変更する研究がある [5]．一方で，原初

的なコミュニケーションを扱ったものとしては，人の

歩行速度や進行方向に合わせて移動するロボット [6] [7]

や，一緒に歩く際に手をつないだり握りあうことを

扱った研究がある [8] [9]．〈並ぶ関係〉には，言語のよ

うな明示的なやりとりをしなくとも，歩調や手の引っ

張りといった非明示なやりとりでも意図が通じるとい

う特徴がある．そこで本研究では，手の引っ張りや歩

調といった原初的なコミュニケーションに着目し「手

をつなぎながら並んで散歩する」場面を扱う．

2. 4 人と一緒に歩くロボット

ロボット分野では，人が日常的に歩くような実環境

での移動を想定した研究 [10]や，周りにいる人を考慮し

た移動方法を行うロボットなどが研究されている [11]．

さらに，人と一緒に移動するロボットに関してもさま

ざまな研究がみられる．ここでは，人とロボットの位

置関係に着目し，４種類に分類してみることとする．

１つ目として，ロボットが前を歩き人を先導する関係

がみられる [12]．例えばMINERVAは博物館内を先導

して移動し，人々を案内をするボットである [13]．２つ

目として，歩いている人の後ろを着いていくロボット

が存在する [14] [15]．大勢の中から特定の人物を追従し

たり，荷物を運んだりといったタスクを行うことがで

きる．３つ目に，人と横に並んで歩くロボットがある．

小林らの研究では，利用者を乗せた自律移動の電動車

椅子が，横で歩く介助者を追従し，並ぶかたちを維持

したまま移動することができる [6]．Karunarathneら

の研究では，目的地を知らないロボットが，目的地を

知っている人と横に並んで移動するという状況を扱っ

ている [7]．４つ目に，移動のために人が乗車・装着す

るロボットがある．例えば，半自律移動の電動車椅子

や，センサとアクチュエータのついた歩行器で歩行を

支援するものなどがある [16] [17]．

2. 5 本研究の位置づけ

これまでのロボットと人の関係は，「主導する側－従

属する側」と役割が明確に分かれた〈対峙しあう関係〉

を前提としてきた．人と一緒に移動するロボットにお

いても，ロボットが前を歩き人を先導する関係 [12] [13]

や，ロボットが人の後ろをついていく関係 [14] [15]がほ

とんどである．人の横に並んで移動するロボットも存

在する [6] [7] が，人の歩き方にロボットが合わせるた

め，人が主導している関係といえる．人が乗車・装着

するロボット [16] [17]は，目的地や移動ペースは人が決

められることが前提であるため，これも人が主導する

関係といえる．また，乗車・装着するロボットの最終

目標は，使用者がロボットの存在に気づくことが最小
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限になる状態であり，他の存在と一緒に歩くというよ

りも，使用者の身体能力の拡張を目指すものである．

一方で，人同士のやりとりでは，二者間の役割が明

確に分かれておらず明示的な伝達を行わずとも相手の

意図や気持ちが伝わってくる〈並ぶ関係〉でのコミュ

ニケーションがみられる．これから人とロボットとの

共生を目指す上で，人とロボットとの間にも〈並ぶ関

係〉が期待できる．本研究では，人とロボットとが一

緒に手をつないで歩くという場面で，手の引っ張りあ

いや歩調といった原初的なコミュニケーションを行い，

〈並ぶ関係〉が成立する可能性を調査した．

3. プラットフォーム〈マコのて〉

本研究では，ロボットのプラットフォームとして，人

と手をつないで一緒に並んで歩くロボット〈マコのて〉

を用いる [1]．その外観を図 1に示す．ここでは〈マコ

のて〉のデザインコンセプト，ハードウェア構成につ

いて述べる．

3. 1 デザインコンセプト

プラットフォーム〈マコのて〉は「ミニマルデザイ

ン」と呼ばれる考え方に基づいてデザインされてい

る [18]．「ミニマルデザイン」とは，外観や機能に制約

を与えることで，状況の変化に対する人の意味付け行

為を利用して，相手からの積極的な関わりを引き出す

ことを狙う外観やインタラクションのデザイン指針で

ある．

〈マコのて〉の外観デザインは人と手をつないで並

んで歩くためのアーム機構と移動機構，身体がどちら

の方向を向いているかを最低限表示するためのシンプ

ルな目のみを有するボディによって構成されている．

また，発話や表情の変化によって感情や自身の状態を

伝える機能は有していないため，インタラクションは

身体的なやりとりに限定されている．これらの制約に

より，人からの積極的な解釈を引き出しながらインタ

ラクションを行うことを狙っている．

〈マコのて〉は人と手をつなぐことができるアーム

機構と，並んで歩くことができる大きさの身体を有し

ている．手の高さはアームの動きによって約 550mm

～ 1000mmとなり，手をつなぐとあたかも子供と手

をつないでいるかのような感覚を得ることができるよ

うにデザインしている．

3. 2 ハードウェア構成

〈マコのて〉のハードウェア構成を図 2に示す．

3. 2. 1 アーム機構

アーム機構は 4つのサーボモータで構成されている

（図 3）．手をつないでいる相手の手の位置に合わせ

て，手の位置・方向を調整することが可能である．ま

た，アームの先端には人と手をつなぐ際に接する手を

備えている．把持機能を持たない手を実装しているた

図 1 プラットフォーム〈マコのて〉の外観
Fig. 1 Robotic Platform ”Mako-no-te”.

図 2 プラットフォーム〈マコのて〉のハードウェ
ア構成

Fig. 2 Hardware Structure of ”Mako-no-te”.

め，〈マコのて〉から人の手を握ることはできないが，

人から握ってもらうことで手をつないだ状態を実現す

る．手をつないだ状態で各サーボモータの回転角度及

び回転速度を検知し，各サーボモータのトルクを制御

することで手をつないだ相手とのやりとりを行う．
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図 3 プラットフォーム〈マコのて〉のアーム機構
Fig. 3 Arm Mechanism.

3. 2. 2 ボディ部分

ボディ部分の下部，地上約 100mmの位置にスキャニ

ングレーザー距離計（Laser Range Finder，以下 LRF

と略記）を搭載している．LRFは正面を中心とした

240 °（角分解能 0.36 °）の走査領域を持っており， 20

～5600mmの範囲の壁や移動の妨げとなる障害物を検

知することが可能である．

ボディ部に搭載されている小型 PCはアーム機構の

サーボモータや LRF・後述する iRobot Createのセン

サからのデータを処理し，各機構を操作するために十

分な処理能力を有している．

アーム機構の接続部には 3つのスプリングを用いて

おり，手をつないで並んで歩くと，アーム機構，外装

が揺れ，ヨタヨタとした動きが生まれる．

3. 2. 3 移動機構

〈マコのて〉は移動機構として，iRobot社の iRobot

Createを使用しており，水平な床を移動することが可

能である．〈マコのて〉は 2つの車輪を交互に回転させ

ることで，人や動物が足を一歩ずつ踏み出していくよ

うなヨタヨタとした動きを生みだしている．これは，

進み方から既存の機械のような印象を低減させるため

である．

4. インタラクションデザイン

本研究では，手をつないで一緒に並んで歩く中で行

われる可能性のあるコミュニケーションの中でも，つ

ないだ手の物理的な引っ張り合いによるコミュニケー

ション，及び相手に速度と進行方向を合わせて並んで

歩くコミュニケーションを実現するインタラクション

デザインを行った．

4. 1 つないだ手の位置による歩調の調整

人と手をつないで並んで歩いているとき〈マコのて〉

は，アームの方向とつないだ手の位置に応じて，移動

速度や方向を変える．つないだ手の位置から相手との

位置関係や相手の歩調を推測し，それに合わせて〈マ

コのて〉も歩調を変えているように感じることを狙っ

ている．〈マコのて〉が自らの歩調にあわせて歩いてい

る様子から，人は〈マコのて〉から志向を向けられて

いると感じると考えられる．人からも〈マコのて〉に

対して志向が向けられることで，相互に志向しあう関

係での並んで歩くコミュニケーションを実現を目指す．

4. 2 つないだ手を介したインタラクション

人は〈マコのて〉とつないだ手を引っ張ったり押し

たりすることが可能である．つないだ手の位置が変化

すると，それに応じて〈マコのて〉の進行方向や移動

速度も変化していく．このとき，〈マコのて〉は人の振

る舞いに進行方向の決定を委ねている状態であると捉

えることができる．人は〈マコのて〉とのインタラク

ションを続けているうちにどのように手を動かせばど

のように動きが変化するかを理解し，やがて〈マコの

て〉と手をつないだ状態で思い通りに歩くことも可能

となると考えられる．

〈マコのて〉もアーム機構を構成しているサーボ

モータを制御することで，つないだ手を引っ張ったり

押したりといった振る舞いが可能である．〈マコのて〉

の振る舞いによってつないだ手の位置が変化した場合

も，それに応じて〈マコのて〉の進行方向や移動速度

が変化する．この動きは，〈マコのて〉が進みたい方向

を主張しながら，そちらに進行方向を変えているので

はないかという解釈を引き出すと考えられる．また，

これは〈マコのて〉から人に対して行う振る舞いであ

り，人は〈マコのて〉から志向を向けられていると感

じることにもつながると考えられる．

4. 3 相互の調整

どちらか片方が常に手を引っ張り続け，もう一方は

手を引かれて移動し続けるような，一方が主導でもう

一方が従属する関係では〈並ぶ関係〉は実現できない

と考えられる．そこで，お互いがある時は手を引っ張っ

て自分の進みたい方向を主張し，またある時は相手の

手の引っ張りに半ば委ねるようなインタラクションを

目指す．そのためには，手のふるまいのタイミングを

調整する必要がある．例えば，直進が続いている時は

横にそれるように手を引っ張ったり，横にそれ続けて

いるは直進に戻すように手を引っ張ったりすることで，

進行方向や移動速度を互いに調整している感覚が生ま

れると考えられる．このようなやりとりを繰り返すこ

とで，進行方向や移動速度を相互に調整しあう〈並ぶ

関係〉の実現を目指す．

以上で説明してきたインタラクションの実装を行う
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上で〈マコのて〉が備えているべき機能は，

1. つないだ手の位置情報を取得する機能

2. 手の位置情報をもとに，〈マコのて〉の移動速度，

移動方向を変化させる機能

3. 〈マコのて〉から手を引っ張り，進みたい方向を

人に主張する機能

4. 手を引っ張るタイミングを決定する機能

となる．

5. インタラクションモデルと実装

5. 1 つないだ手の位置による歩調の調整モデル

アルゴリズム 1 に〈マコのて〉の歩調の調整アル

ゴリズムを示す．〈マコのて〉はアーム機構に備えて

いる４つのサーボモータから得られる回転角度の値か

ら，アーム機構の各関節のアーム機構とボディ部分と

の接続部を原点とした 3 次元的な位置を計算するこ

とができる．アルゴリズム中では手先の x 座標 y 座

標をそれぞれ getWristX(), getWristY ()の関数で取

得して利用する．〈マコのて〉から見て右側が x座標

正方向，前進する側が y軸正方向である．またロボッ

トの移動命令はmoveRobot(speed, direction)の関数

で行う．moveRobot(speed, direction)は前進する速度

speedと移動方向となる回転角度 directionの引数を

もとに，iRobot Createの左右の車輪の速度命令を送

る関数である．

〈マコのて〉直上から x 軸負の方向 (左側) に

10cm(wristBaseX)，y 座標 0cm の位置を基準点と

する．つないだ手の位置が y軸方向にずれると，〈マコ

のて〉は移動速度を変化させる．基準位置より前方に

ずれた場合には，ずれた距離に応じて加速させる．反

対に，つないだ手の位置が基準位置より後方にずれた

場合には，ずれた距離に応じて減速する．移動速度は

予め設定した最大値や最小値を超えないようになって

いる．

つないだ手の位置が x軸方向にずれると，〈マコの

て〉は移動方向を変化させる．手の位置が基準点にあ

るとき，真っ直ぐに前進する．つないだ手の位置が基

準位置から左にずれた場合には，ずれた距離に応じて，

左にカーブしていく．同様に，右にずれた場合には，

ずれた距離に応じて右にカーブしていく．以上のよう

に，つないだ手の位置を基準に，歩調（進行方向及び

移動速度）の調整を行う．

5. 2 内部パラメータによる手の動作モデル

〈マコのて〉内部のパラメータとして，鯨岡の自己

充実欲求と繋合希求性を参考にしている [3]．繋合希求

性とは「他者とつながりたい」という欲求であり，自

己充実欲求とは「自身の欲求を満たしたい」という欲

求であると言われている．人は他者と関わりを持つと

き，一方的に自分の欲求を満たそうと行動してしまう

Algorithm 1歩調の調整アルゴリズムAlgorithm for

Adjusting the Move Speed and Direction

speed ⇐ 200 {速度の初期値 }
maxSpeed ⇐ 400 {速度の最大値 }
minSpeed ⇐ 100 {速度の最小値 }
wristBaseX ⇐ −10[cm] {手首のx座標の基準位置

}
loop

speed ⇐ speed+ getWristY () {手首の y座標を

もとに速度を更新 }
if speed > maxSpeed then

speed ⇐ maxSpeed

end if

if speed < minSpeed then

speed ⇐ minSpeed

end if

direction ⇐ getWristX()−wristBaseX {手首
の x座標をもとに移動方向を更新 }
moveRobot(speed, direction) {移動命令を送る }

end loop

Algorithm 2 手の動作アルゴリズム Algorithm for

Moving a Hand

paramSwerve ⇐ 0 {横道にそれるパラメータ }
paramStraight ⇐ 0 {直進するパラメータ }
threshold ⇐ 30 {手を動かすしきい値 }
wristBaseX ⇐ −10[cm] {手首のx座標の基準位置

}
loop

dif ⇐ getWristX() − wristBaseX {基準位置
からの x座標のズレ }
if −5[cm] < difordif < 5[cm] then

paramSwerve ⇐ paramSwerve+ 1

else

paramStraight ⇐ paramStraight+ 1

end if

if paramSwerve > threshold then

moveHandToSwerve() {横道にそれるように
手を動かす }
paramStraight ⇐ 0

paramSwerve ⇐ 0

end if

if paramStraight > threshold then

moveHandToStraight() {直進するように手
を動かす }
paramStraight ⇐ 0

paramSwerve ⇐ 0

end if

end loop
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と，やがて他者が自分から離れていってしまうため，

お互いが折り合いをつけながら，それぞれの欲求をで

きるだき満たすように振る舞う．今回は，次にいく方

向を相手に委ねたいという欲求を繋合希求性になぞら

え，直進が続いた時に横道にそれたい，カーブが続い

た時にまっすぐに戻したいという欲求を自己充実欲求

になぞらえて考える．

アルゴリズム 2に〈マコのて〉の手の動作アルゴリ

ズムを示す．〈マコのて〉の定常状態では繋合希求性

のある状態として手の引っ張りは行わない．〈マコの

て〉内部に自己充実欲求を表現する２種類のパラメー

タ (横道にそれる欲求である paramSwerveと直進す

る欲求である paraStraight)を用意し，このパラメー

タをもとに手の引っ張りを行う．横道にそれる自己充

実欲求パラメータ paramSwerveは，つないだ手の位

置の基準位置からのずれが左右 5cm未満の場合に上

昇する．一定値より高くなると，〈マコのて〉方向につ

ないだ手を引っ張る振る舞いを行う．逆に，直進する

自己充実欲求パラメータ paramStraightは，つない

だ手の位置の基準位置からのずれが左右 5cm以上の

場合に上昇する．つないだ手を〈マコのて〉が直進す

る位置に戻すように動かす振る舞いを行う．どちらの

場合も手の振る舞いの時間は約 0.5～1秒である．振

る舞いの後，２種パラメータをどちらも 0に戻す．

横道にそれる自己充実欲求パラメータが上昇するよ

うな状況では人が進行方向を変化させるような振る舞

いを行なっていないことから，〈マコのて〉は進行方向

の決定を委ねられていると推測し，横道にそれたい欲

求を満たすためにつないだ手を引っ張る振る舞いを行

う．直進する自己充実欲求パラメータが上昇するよう

な状況では，人が進行方向が変化させようとしており，

その主張と衝突する形で，まっすぐ進む位置に戻した

いと主張するためにつないだ手を引っ張る振る舞いを

行う．

6. インタラクション実験

6. 1 実験目的

本実験の目的は，人とロボット間での〈並ぶ関係〉

の構築を目指し，人とロボットとが手をつないで一緒

に歩く場面において，つないだ手を介したインタラク

ションの違いにより実験参加者の抱く印象がどのよう

に変化するかを検証することである．実験参加者には

ロボットとのインタラクションを志向性，疎通性の観

点から評価してもらう．また，人とロボットのどちら

に主導権があったと感じたかの主観評価から，人とロ

ボットとがつないだ手を引っ張り合う原初的なやりと

りを通して，誘導しつつされつつ歩くような相互に調

整しあう関係を構築することができるか検証する．ま

た，その関係におけるインタラクションの質について

図 4 インタラクション実験の実験環境
Fig. 4 Experiment Environment.

も主観評価を行う．

6. 2 実験環境

本実験の実験環境を図 4に示す．実験に用いるフィー

ルドは四隅と各辺の中央にマーカーを置くことで表示

した．マーカーは人や〈マコのて〉が接触しても問

題のない柔軟性のある軽量なものを使用した．また，

フィールドは実験室の壁から 1m以上の距離を確保し

ており，フィールド端周辺を歩く際に窮屈にならない

ように配慮した．

6. 3 実験条件

〈マコのて〉の手の振る舞いが異なる 3種類の条件

を用意した．

条件 1：人主体条件

人が〈マコのて〉を主導する条件である．本条件

では，〈マコのて〉はつないだ手を引っ張ったり

押したりといった振る舞いを行わない．アームの

サーボモータは常に脱力しているため，人はつな

いだ手の位置を自由に変えることが可能である．

人が動かした手の位置のみによって，〈マコのて〉

の進行方向や移動速度が変化する．

条件 2：相互主体条件

〈マコのて〉と人が互いに調整し合う条件である．

本条件では，〈マコのて〉は内部パラメータに応

じてつないだ手の位置を調整する．普段は人主体

条件と同様にアームのサーボモータは脱力してお

り，人はつないだ手の位置を自由に変えることが

可能である．人が動かした手の位置に応じて内部

パラメータが変化していき，内部パラメータが一

定値を越えた際に，〈マコのて〉はつないだ手を動

かす．〈マコのて〉は手を引っ張り，進みたい方向

を主張する振る舞いを行いつつも，人がつないだ
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手を介して調整を行うことができる余地を残して

おり，人と〈マコのて〉の双方が制御する手の位

置によって，〈マコのて〉の進行方向や移動速度が

変化する．

条件 3：ロボット主体条件

〈マコのて〉が人を主導する条件である．本条件

では，〈マコのて〉はつないだ手の位置を常に直進

方向に進む位置に固定するようにアームを制御す

る．人からは〈マコのて〉とつないだ手を介して

調整する余地がなく，〈マコのて〉が制御する手の

位置のみによって，〈マコのて〉の進行方向や移動

速度が変化する．

6. 4 実験手順

6. 4. 1 練習フェーズ

練習フェーズでは，実験参加者に人主体条件の振る

舞いをする〈マコのて〉と手をつないで並んで歩く練

習を実施した．練習フェーズの目的は，〈マコのて〉と

手をつないで並んで歩くに慣れてもらい，人主体条件

において実験参加者が〈マコのて〉を自由に誘導でき

る状態にすることである．練習フェーズの流れを以下

に示す．

1. 実験参加者には実験参加者スタート位置に立って

もらい，スタート位置に停止した状態の〈マコの

て〉と手をつないでもらう．そして，つないだ手

を介した移動方略の調整方法を口頭で伝える．

2. 人主体条件の〈マコのて〉と手をつないでゴール

ラインに到達するまで歩いてもらう．その際，実

験者が助言を行い，実験参加者と〈マコのて〉が

並んでまっすぐ歩くことができるように練習しな

がら歩いてもらう．

3. その後，再び手をつないでスタート位置からゴー

ルラインまで歩いてもらう．この時は，実験者の

助言が無い状態で行う．

4. 以上で，練習フェーズは終了だが，実験参加者が

不安を感じるようであれば自由に練習を行なって

もらっても構わないと伝える．実験参加者が不安

を感じなくなったと報告した時点で練習フェーズ

は終了となる．

練習フェーズを行うにあたり実験参加者には，練習

の様子をカメラで撮影させてもらうことを伝えた．

6. 4. 2 実験フェーズ

実験フェーズの流れを以下に示す．実験フェーズで

は実験参加者に以下の流れをすべての実験条件につい

て実施してもらった．

1. 実験参加者には実験参加者スタート位置に立ち，

待機してもらう．こちらの合図で〈マコのて〉ス

タート位置に準備した〈マコのて〉と手をつなぎ，

赤いマーカに囲われたフィールド内をゴールライ

ンに到達するまで歩いてもらう．

図 5 インタラクション実験の様子
Fig. 5 A participant is taking a part in the

experiment.

2. ゴールラインに到達した場合，その試行は終了と

なり，アンケートに答えてもらう．

3. 過度な減速による停止や手を離したり降ろしたり

してしまった場合の停止，移動機構への過度な負

荷がかかった場合などで〈マコのて〉が停止して

しまった場合，〈マコのて〉をスタート位置に戻し，

再度歩き直してもらう．また，赤いマーカに囲わ

れたフィールドを大きく出てしまった場合も，〈マ

コのて〉をスタート位置に戻し，再度歩き直して

もらう．歩き直しは最大 2回まで行い，2回の歩

き直しを行なってもゴールに到達できなかった場

合も，その試行は終了となり，アンケートに答え

てもらう．

実験フェーズを行うにあたり実験参加者には，〈マコ

のて〉の振る舞いが練習フェーズと異なる場合がある

こと，実験条件が全てで 3つであること，実験中はこ

ちらの合図があるまで〈マコのて〉とつないだ手を離

さないこと，試行の終了条件，歩き直しの条件を教示

し，実験の様子をWebカメラで撮影させてもらうこ

とを伝えた．また，カウンターバランスを考慮し，実

験参加者ごとに行う条件の順序を入れ替えた．

6. 5 質問項目

各実験条件による実験参加者の〈マコのて〉とのコ

ミュニケーションの印象を評価するために用意した質

問項目を表 1に示す．各項目は実験目的に沿ったもの

になっており，それぞれ (1)志向性（Q1～Q3），(2)

疎通性（Q4，Q5），(3)主導権の所在（Q6～Q10），

(4)インタラクションの質（Q11，Q12）を確認するも

のである．実験参加者はこれらすべての質問項目に対

して，5段階（5：そう思う - 4：少しそう思う - 3：ど

ちらともいえない - 2：あまりそう思わない - 1：そう

思わない）で評価を行う．

また，各実験条件による〈マコのて〉に対する潜在

的な印象を評価するために用意した 13個の形容詞対

を表 2に示す．実験参加者はすべての項目に対し双極

の 7段階（とてもあてはまる - あてはまる - ややあて

はまる - どちらともいえない - ややあてはまる - あて
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図 6 ゴール未到達回数の平均
Fig. 6 The Average Number that the Pair

Did Not Reach the Goal Line.

はまる - とてもあてはまる）で評価を行う．

主観評価質問項目は，カウンターバランスを考慮し，

一実験参加者内で実験条件毎に質問項目の順番が異な

るものを使用した．また，各実験条件による〈マコの

て〉とのインタラクションの印象や感想について自由

に記述する回答欄を設けた．

7. 実験結果と考察

〈マコのて〉とのコミュニケーションの経験のない

20代の男性 18名（平均年齢 22.9歳，最少年齢 20歳，

最高年齢 24歳，標準偏差 1.55）に対して実験を行なっ

た．実験の様子を図 5に示す．

7. 1 インタラクション時間とゴール未到達回数

実験の映像から，実験参加者が〈マコのて〉とイン

タラクションを行った時間と，ゴールに到達できなかっ

た回数を計測した．各条件でのインタラクション時間

の平均と標準偏差を表 3に示す．インタラクション時

間には練習フェーズは含めないが，実験フェーズでや

り直しとなった施行は主観評価に影響があると考え含

めるものとした．また，各条件でのゴールに到達しな

かった回数の平均を図 6に示す．図中のエラーバーは

標準偏差を表す．インタラクション時間とゴールに到

達しなかった回数について Friedman 検定，Wilcoxon

の符号付き順位検定による多重比較を行なった．多重

比較を行う際の p値の調整には，Bonferroni法を用い

た．その結果，インタラクション時間には有意差は認

められなかった．ゴールに到達しなかった回数ではロ

ボット主体条件と他の 2条件との間に有意差が認めら

れた．これは，ロボット主体条件では進行方向が反れ

た際に，人が手を引いて進路を調整することが難しく，

ゴールラインに辿り着く前にフィールド外に出てしま

うことが他の 2条件よりも多かったためと考えられる．

7. 2 印象評価

印象評価の質問項目の回答結果について Friedman

検定，Wilcoxonの符号付き順位検定による多重比較を

1

2
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4

5

Q1 〈マコのて〉は
自らの目的を持って
歩いていた

Q2 〈マコのて〉は
自らの意思で

歩いているように感じた

Q3 〈マコのて〉は
あなたのことを

認識して歩いていた

人主体条件 相互主体条件 ロボット主体条件

* : p < 0.05    ** : p < 0.01

図 7 志向性に関する質問の平均スコアと多重比
較結果

Fig. 7 Questionnaire Scores for ”Intentional-
ity”.

行なった．多重比較を行う際の p値の調整には，Bon-

ferroni法を用いた．

(1) 志向性についてQ1～Q3は〈マコのて〉に意思

や目的のようなものを感じるか，〈マコのて〉が人のこ

とを認識しているかといった，〈マコのて〉の志向性に

関する質問であった．これらの質問への回答の平均ス

コアと多重比較の結果を図 7に示す．Q1及び Q2に

おいて人主体条件と他の 2条件との間に有意差が認め

られた．またQ3において人主体条件とロボット主体

条件の間に有意差が認められた．Q1及び Q2の結果

より，〈マコのて〉から主体的に調整する振る舞いを行

うことによって，〈マコのて〉を意志や目的を持った志

向的な存在であると認識してもらうことができると考

えられる．一方で，Q3の結果から〈マコのて〉が自

身の主体を過度に主張し，人からの調整の余地がなく

なってしまった場合，人は自分が〈マコのて〉に認識

されていると感じにくくなり，相互主体的なコミュニ

ケーションの実現が難しくなることがわかる．

(2) 疎通性についてQ4，Q5は実験参加者と〈マコ

のて〉との間で意図が通じ合うかといった，〈マコのて〉

との疎通性に関する質問であった．これらの質問への

回答の平均スコアと多重比較の結果を図 8に示す．Q4

において人主体条件と他の 2条件との間に有意差が認

められた．またQ5においてロボット主体条件と他の

2条件との間に有意差が認められた．Q4の結果から，

〈マコのて〉が手を引っ張り調整する振る舞いは，言

語を用いない身体的なやりとりの中で，相手に行きた

い方向を提案し解釈してもらうことができるコミュニ

ケーションとなっているといえる．また，Q5の結果

から，〈マコのて〉が人からの手の引っ張りに対応して

進行方向を変えることで，人は〈マコのて〉に対して

意図が伝わったと感じることができたと考えられる．

〈マコのて〉自身が主体となるように振る舞いつつも，

人からの引っ張りに対応する振る舞いを行うことで，
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表 1 質問項目
Table 1 Items of Questionnaire.

記号 質問 カテゴリ
Q1 〈マコのて〉は自らの目的を持って歩いていた
Q2 〈マコのて〉は自らの意思で歩いているように感じた 志向性
Q3 〈マコのて〉はあなたのことを認識して歩いていた
Q4 あなたに〈マコのて〉の行きたい方向が伝わってきた
Q5 〈マコのて〉にあなたの行きたい方向が伝わっていた 疎通性
Q6 あなたは〈マコのて〉の動きに従って歩いた
Q7 〈マコのて〉はあなたの動きに従って歩いていた
Q8 あなたと〈マコのて〉は調整して歩いていた 主導権の所在
Q9 あなたは〈マコのて〉に誘導されていた
Q10 あなたが〈マコのて〉を誘導していた
Q11 あなたは楽しんで歩くことができた
Q12 あなたは〈マコのて〉と歩くことに満足感を感じた インタラクションの質

表 2 形容詞対
Table 2 Adjective Pairs.

記号 形容詞対
Q1 明るい - 暗い　
Q2 暖かい - 冷たい
Q3 積極的な - 消極的な
Q4 親しみやすい - 親しみにくい
Q5 陽気な - 陰気な
Q6 　活発な - 不活発な
Q7 　　面白い - つまらない
Q8 　はげしい - おだやかな
Q9 　親切な - 不親切な
Q10 頼もしい - 頼りない
Q11 人間的な - 機械的な
Q12 生物的な - 人工的な
Q13 　無関心な - 反応のある

表 3 平均インタラクション時間
Table 3 The Average Time for Interacting

with Robot.

実験条件 平均時間 [s] 標準偏差 [s]

人主体条件 133 77
相互主体条件 143 52
ロボット主体条件 141 48

お互いに意図を共有していると人に解釈してもらうこ

とができるようになった．

(3) 主導権の所在に関する質問の結果について Q6

～Q10はインタラクション中に実験参加者と〈マコの

て〉のどちらが誘導し，どちらが誘導されていたかと

いった，実験参加者と〈マコのて〉との間でにおける

主導権の所在に関する質問であった．これらの質問へ

の回答の平均スコアと多重比較の結果を図 9に示す．

Q９において人主体条件と他の 2条件との間に有意差

が認められた．またQ7，Q8，Q9及びQ10において

ロボット主体条件と他の 2条件との間に有意差が認め

られた．これらの結果から，〈マコのて〉から主体的な

調整を行わない人主体条件では，人に主導権があり，

一方的に〈マコのて〉を誘導するような関係になって

いたことが推測できる．また，人から〈マコのて〉に

対して手を介した調整を行う余地がないようなロボッ

1

2

3

4

5

Q4 あなたに
〈マコのて〉の行きたい方向が

伝わってきた

Q5 〈マコのて〉に
あなたの行きたい方向が

伝わっていた

人主体条件 相互主体条件 ロボット主体条件

* : p < 0.05    ** : p < 0.01   

図 8 疎通性に関する質問の平均スコアと多重比
較結果

Fig. 8 Questionnaire Scores for ”Communi-
cation”.

ト主体条件では，〈マコのて〉に主導権があり，一方的

に人を誘導するような関係となっていたと考えられる．

人と〈マコのて〉の双方から手を介した調整が行われ

る相互主体条件では，ロボット主体条件と比較して，

〈マコのて〉を誘導していた，〈マコのて〉が従ってい

たと感じつつも，人が〈マコのて〉を一方的に誘導し

ていたと感じる人主体条件と比べて，〈マコのて〉に誘

導されていたと感じる傾向にある．このことから，「主

導する－従属する関係」ではない関係が構築されてい

ると考えられる．これよりお互いにつないだ手を介し

たやりとりを手掛かりに調整しあうことで，誘導しつ

つ，誘導されつつ相互に調整を行う〈並ぶ関係〉での

コミュニケーションが成立する可能性が考えられる．

(4) インタラクションの質に関する質問の結果につ

いてQ11，Q12は〈マコのて〉と一緒に歩くことに楽

しさや満足感を感じたかといった，インタラクション

の質に関する質問であった．これらの質問への回答の

平均スコアと多重比較の結果を図 10に示す．Q11及

びQ12の両方においてロボット主体条件と他の 2条件
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1

2

3

4

5

Q6 あなたは
〈マコのて〉の動きに
従って歩いた

Q7 〈マコのて〉は
あなたの動きに
従って歩いていた

Q8 あなたと
〈マコのて〉は
調整して歩いていた

Q9 あなたは
〈マコのて〉に
誘導されていた

Q10 あなたが
〈マコのて〉を
誘導していた

人主体条件 相互主体条件 ロボット主体条件

* : p < 0.05    ** : p < 0.01    *** : p < 0.001

図 9 主導権の所在に関する質問の平均スコアと多重比較結果
Fig. 9 Questionnaire Scores for ”Initiative”.

1
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3

4

5

Q11 あなたは
楽しんで歩くことができた

Q12 あなたは
〈マコのて〉と歩くことに

満足感を感じた

人主体条件 相互主体条件 ロボット主体条件

* : p < 0.05    ** : p < 0.01    *** : p < 0.001

図 10 インタラクションの質に関する質問の平
均スコアと多重比較結果

Fig. 10 Questionnaire Scores for ”Enjoy-
ment”.

との間に有意差が認められた．ロボット主体条件での

ゴール未到達回数は他の 2条件よりも有意に多い (図

6)．そのため，ゴールラインに到達するという目的を

達成できなかったことが，楽しさと満足感の減少につ

ながったと考えられる．

7. 3 因子分析

各実験条件による〈マコのて〉に対する潜在的な印

象を評価するために，形容詞対に関する設問の回答結

果について因子分析を行った．因子抽出法としては最

尤推定を用い，回転法として Kaiserの正規化を伴う

プロマックス法を選択し因子分析を行った．因子分析

後の因子負荷量を図 11に示す．

因子分析の結果，4つの因子が抽出された．抽出さ

れた因子 F1は“親しみやすい”，“暖かい”，“明る

い”といった形容詞からなる因子である．これらの形

容詞は，他者に親しみやすさや好感を与えるもののた

め「好感性因子」と命名した．抽出された因子 F2は

“積極的な”，“はげしい”といった形容詞からなる因

子である．これらの形容詞は，活動的で活発な印象を

与えるため「活動性因子」と命名した．抽出された因

子 F3は“生物的な”，“人間的な”の 2つの形容詞か

らなる因子である．これらの形容詞は，物ではなく生

命的である印象を表すため「生物性因子」と命名した．

抽出された因子 F4は“親切な”，“頼もしい”の 2つ

の形容詞からなる因子である．これらの形容詞は，配

慮や対応の良さを表すため「親切性因子」と命名した．

因子分析の結果，抽出された好感性因子，活動性因

子，生物性因子，親切性因子についてそれぞれの因子

得点を計算し，実験条件間の一元配置分散分析と多重

比較を行なった．多重比較を行う際の p 値の調整に

は，Bonferroni法を用いた．分散分析の結果を図 12

に示す．

ロボット主体条件に着目すると，好感性因子におい

てロボット主体条件と他の 2条件との間に有意差が認

められた．ロボット主体条件は，好感性因子の因子得

点が低く，親しみやすさや暖かさのような好感を得ら

れにくいことがわかった．ロボット主体条件は，人か

ら〈マコのて〉に対して調整する余地がないため，人

の主張を受け入れず一方的に進んでいく〈マコのて〉

に対して親しみにくさや冷たさを感じたと考えられる．

人主体条件では，好感性因子がロボット主体条件と

比較して有意に高い得点となっている．人の手の引っ

張りに応じて〈マコのて〉が移動方向を変える条件で

あるため，その従順さに好感を感じたのではないだろ
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図 11 因子分析後の因子負荷量
Fig. 11 Factor Loadings of Adjective Pairs.
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-1 
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-0.5 
-0.25 
0

0.25
0.5
0.75
1

好感性因子 活動性因子 生物性因子 親切性因子

* : p < 0.05    ** : p < 0.01    *** : p < 0.001

人主体条件 相互主体条件 ロボット主体条件

図 12 得られた各因子の因子得点の平均スコアと多重比較結果
Fig. 12 Scores of Factors and Results of Statistical Analysis.

うか．一方で，活動性因子と生物性因子を見ると，相

互主体条件と比較して人主体条件は有意に得点が低く

くなっている．人主体条件は〈マコのて〉から手の引っ

張りを行わないため，活動的でない印象と人工的な機

械という印象を与えてしまっているといえる．

相互主体条件では，好感性因子がロボット主体条件

と比較して有意に高く，活動性因子と生物性因子は人

主体条件と比較して有意に高い得点となっている．人

に合わせる従順さが好感を生み，〈マコのて〉から手の

引っ張りを行い，進みたい方向を主張することで活発

で生き物らしい存在と解釈されたといえる．

また，活動性因子と生物性因子に関して，人主体条

件と相互主体条件に有意差があった一方で人主体条件

とロボット主体条件の間には有意差が見られず，ロボッ

ト主体条件の平均スコアが相互主体条件よりも低いこ

とは興味深い点である．「主導する－従属する」関係に

おけるどちらの役割よりも，人とロボットが互いに調

整し合う〈並ぶ関係〉であることが，ロボットに活発

で生き物らしい印象を与えることが示唆される．

8. まとめ・今後の展望

本研究では，身体的なやりとりでの相互主体によっ

て，人とロボットとの間で「主導する－従属する」関

係とは異なる〈並ぶ関係〉が成立する可能性について

調査を行った．手をつないで並んで歩くという原初的

なコミュニケーションの場面において，つないだ手を

介して相互に歩調を調整するインタラクションを提案

した．

提案したインタラクションを手をつないで並んで歩

くロボット〈マコのて〉に実装し，〈並ぶ関係〉が成立

する可能性について探るインタラクション実験を行っ

た．実験では，実験参加者に〈マコのて〉と実際に手

をつないで一緒に歩いてもらい，ロボットが手を引く

振る舞いの違いが，実験参加者にどのような印象を与
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えるのか，志向性，疎通性，二者間の主導権の所在，

インタラクションの質という観点で主観評価を行った．

また，形容詞対を用いた潜在的な印象に対する評価を

行った．

実験の結果から，人から手を介して調整することが

できる余地を残しつつ，〈マコのて〉からも手を介し

て調整する振る舞いを行うことで，人と〈マコのて〉

との間で互いに誘導しながらも，誘導されているよう

であったという解釈を得られ，主導権がどちらか一方

に帰属していないと考えられる関係の構築を実現する

ことができた．また，〈マコのて〉の志向性や疎通性，

生物性，活動性に関する印象が高くなることも確認で

きた．

今回の実験で用いた相互主体条件のインタラクショ

ンモデルは２種のパラメータを用いたシンプル実装で

あった．そのため，今回の実験で得られた結果は〈並

ぶ関係〉でのコミュニケーションの一面に過ぎないだ

ろう．今後の展望として，相互主体条件のインタラク

ションのモデルを再検討し，より複雑なインタラクショ

ンに対応することを目指す．人とロボットとの互いに

誘導しながらも，誘導されるような関係でどのような

調整が行われているか，お互いのつないだ手の動きや

歩き方の変化などについて評価を行っていく必要があ

ると考えている．そして，互いに調整するからこそ創

出される認識や関わり方といった，〈並ぶ関係〉に基づ

くコミュニケーションの新たな一面を実現・観察する

ことができると考えている．
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