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Why we feel distant from smart speakers? 

The role of the Japanese pronoun that creates intimacy with robots 
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Abstract - "Let's meet up at that station tomorrow!" For friends who are living together such information is enough to 

understand. This is because both people understand the relationships between them and repeat the answers or phrases 

based on such understanding. This makes people feel more close and familiar to each other. However, what if people talk 

to smart speaker instead? In that case they will do their best to speak as clear as possible in order to let everyone 

understand them. So people understand what information they are conveying. However, would not be their utterances 

make people feel more close and familiar despite personal agents? In this paper we propose and evaluated an interaction 

design that creates a sense of familiarity with smart speakers, based on conversations through the use of pronouns 

between people. We come to a conclusion that pronouns work in intimacy even in the scenes when the robot tells a 

schedule to humans. 
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1. はじめに 

最近のスマートフォンやスマートスピーカーに代表さ

れるように，私たちの生活は様々な情報機器に支えられ

ている．例えば，スマートスピーカーへの「今日の予定

を教えて！」との問い掛けに対して，「今日は 15 時から

研究室で先生とミーティングがあります」などの返答の

ように，私たちの日常を多様な情報でサポートしつつ，

その生活の中に溶け込んでいるといえるだろう． 

これらの情報機器では，一般に誰もがその内容を正確

に理解できるように，マニュアル的な口調で情報を過不

足なく伝えることを前提に発話内容がデザインされてい

る．しかし，こうした端正で丁寧な発話も有用と考えら

れるが，お互いの関係性から生み出される，もう少しフ

ランクな発話も興味深い．例えば，私たちの日常での会

話では，「この後，何か予定が入ってたっけ？」「えーと，

15 時からあれがあるよ！」「あっ，そうか．あのミーティ

ングだったね」など，お互いに共有する知識を前提とし

て，発話内容の選択やその応答がなされることが多い．

これは「お互いに当たり前に共有している情報は，あえ

て話さない」という公準に基づいた発話行動に加えて，

会話当事者間の社会的な繋がりや親しさを維持する上で

も機能していると考えられる． 

こうした観点から，スマートスピーカーからの発話を

捉え直してみると，目的とする情報を明確に伝えてはい

るものの，その発話はどこかよそよそしく，お互いの繋

がりを感じることは少ない．今後，私たちの生活の中に

溶け込んでいくためには，スマートスピーカーの発話の

デザインに関して，さらに検討の余地がある． 

特に，スマートスピーカーは，一般的な情報だけでな

く，カレンダーツールとも連携し，ユーザのプライベー

トな情報やこれまでの行動履歴の多くを有している．こ

れらの情報をユーザとの間で共有していることを生かし

て，さらにフランクで，親しみや繋がりを感じさせるよ

うな発話のデザインやユーザとスマートスピーカーとの

関係のあり方に関して議論できる可能性がある． 

筆者らは，これまで〈弱いロボット〉[1]と称する他者
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図 1 インタラクションイメージ 

Fig.1 Example of interaction 



 

との関係性を指向するロボットとのインタラクションに

ついて研究を進めてきた．また，その延長として，言葉

足らずな発話や非流暢な発話が聞き手の関わる余地を生

み出し，その関係性の中で豊かなコミュニケーションを

生み出す可能性について検討を進めてきた． 

これらの一連の研究の延長として，ここでは特にス

マートスピーカーの発話における「あれ」や「あそこ」

などの代名詞に着目している．「あっ，あれね！」という

発話は，当事者以外の者にとって不十分な情報であり，

その正確な情報の把握は難しい．しかし，その「あれ」

の内容をすでに共有する会話当事者間では，それで十分

に情報が伝わるばかりか，聞き手への信頼や親近感を示

すものとなり，加えて聞き手からの積極的な関わりを引

きだす余地として機能していると考えられる．また，こ

のことはスマートスピーカーとユーザとのインタラク

ションにもそのまま展開できるものと考えられる（図 1）． 

以上の観点から本研究は，スマートスピーカーからの

発話のデザインにおいて，「あれ」や「あそこ」などの代

名詞の効用を明らかにすることを目的としている．まず，

本研究の背景や狙いを整理し，人と人との共通基盤

（common ground）の共有を前提とした会話を手掛かりに，

スマートスピーカーからの代名詞「あそこ」を利用した

発話がユーザとの間でどのような親近感を生み出すのか

を主観評価実験によって調べた．また，その結果と考察

について述べ，最後に本研究のまとめを行なっている． 

2. 研究背景 

2.1 共通基盤 

私たちは他の人と関わる際に，その手掛かりとして，

お互いの共通するコトやモノを探しながら会話を行なお

うとする側面がある．それは昨日に見たテレビ番組の内

容であったり，かつての出来事や目の前にいま見えてい

るものなど，その形態は様々である．その一部でも自分

と相手とが共通しているものを持っていると，それを媒

介にして相手の気持ちを察しやすい．例えば，目の前の

モノに一緒に注意を向ける際には，相手の視線の先を探

りながら，その相手に自分を重ねながら，自分の感じ取っ

ていることを手掛かりに，その相手の感じていることを

探ろうとする．これは「なりこみ」と呼ばれるものであ

る[2]． 

また，お互いの経験の共有や会話の中で共有できた知

識は，コミュニケーションにおける〈共通基盤〉と呼ば

れており，これらの共通基盤に基づいて適切な発話がデ

ザインされる．また，その会話の中で，お互いが共有の

知識を新たに積み重ねていくことは〈基盤化〉と呼ばれ

ている． 

2.1 不完結な発話 

私たちの親しい知人らとの日常での会話では，過不足

のない発話というより，むしろ一部が省略された発話が

使われることが多い．「いつものあれあるよ！」という発

話は，一緒に生活を共にする家族間では理解しあえるも

のの，それを突然聞かされた第三者は，それを理解する

ことは難しいことだろう．このような不完結な発話は，

当事者間にある共通基盤に基づくコミュニケーションと

考えられる． 

深谷ら[3]が指摘するように，話し手は言葉に意味を託

して発話を行なう．聞き手は，話し手からのコトバ（聞

き手に意味づけされるまでは記号）を記憶の関連配置の

形成によって意味づけしている．そのため，私たちは発

話の意味の不完全さを理解しながらも，当事者間で共有

する共通基盤を信じながら発話を繰り出し，それが聞き

手によって支えられることで発話が連鎖しているといえ

る．もし，当事者間の共通基盤に不一致があっても，そ

の不一致から生まれる会話の齟齬は，新しい共通基盤の

糧として当事者間の関係性を進めることができる．また，

不完結な発話は，そこに解釈の余地が生まれることから，

その一部の意味を聞き手の解釈によって補完することも

ある．これは水谷[4]が指摘するように，「相手に発話完結

の機会を与えることがプラスとされる」にあたる部分で

あり，不完結な発話は聞き手に半ば解釈を委ねながら一

緒になって価値や意味を生み出していくという共同の場

を生み出しているといえる． 

スマートスピーカーについて考えてみると，こうした

不完全さを回避するように，過不足のない発話がデザイ

ンされていることが多い．誰もがその発話の意味を正確

に理解できるものの，聞き手として，その発話の意味を

補完するような余地はあまり残されていない． 

2.2 代名詞の機能 

私たちの日常での何気ない発話では代名詞による表現

が頻出する．なぜ代名詞に置き換えて発話をしているの

だろう．山崎[5]によれば，「代名詞は話し手と聞き手との

間に，同じ体験をもち合っているという印象を呼び起こ

すため，しばしば親近感をもたらす」という．さらに続

けて「代名詞を用いた表現は体験を同じくしているとこ

ろの話し手と聞き手の間においてのみ理解が成立するわ

けであり，しばしば他の人々には理解されないことがあ

る．そのため，当事者たちだけが特別の世界を共通に持

ち合っているという印象を与える」と指摘している．つ

まり，代名詞が聞き手を特定し親近感を生み出すための

ファクターとなっているといえる． 

他にも代名詞に置き換えて発話する理由として，対話

における協調の原則である Grice の公準[6]の示す量の公

準にあるように発話が冗長しすぎないために，お互いの

共通基盤を代名詞に置き換え，相手が聞きやすい発話と

なるように配慮していることや，代名詞に置き換えて発

話することで聞き手は特定するものの，不完結な発話で

あるために聞き手の参加の余地を残している．こうした

理由を背景に，私たちはすでに共通基盤にある情報を代

名詞に置き換えて発話していると考えられる．そして，



 

聞き手も当事者間の共通基盤を頼りに代名詞の意味を解

釈し，コミュニケーションを豊かにしているといえるだ

ろう． 

このようにお互いの共通基盤を想定したコミュニケー

ションの中で，人と人は繋がりや親しみを感じ，お互い

の距離感を確かめていると考えられる．そこで本研究で

は，人同士のコミュニケーションでも用いられている代

名詞を，ロボットも人と同様に共通基盤を頼りに発話す

ることで，人はロボットに対して繋がりや親しみを感じ

たり，お互いの距離感を近づけることができるかを調査

し，親近感を生み出す発話方略について議論を行なった． 

2.3 関連研究 

多くの人は相手や場面によって，敬語や仲間内の言葉

等，その時に応じた言葉の使い分けを行なっている．

Brownら[7]は実際の言語使用における機能を重視した「ポ

ライトネス理論」を提唱しており，多文化に渡る人同士

の円滑なコミュニケーションについて述べている．ポラ

イトネス理論に導入されている「ポジティブ・ポライト

ネス」には共通基盤を主張して発話を行なうことで，「ポ

ジティブ・フェイス」に訴えかけることも述べられてい

る．しかし，工学分野において人とロボット，人とエー

ジェント間のコミュニケーションにポライトネス理論を

用いた研究[8][9]はあるものの，共通基盤を介した研究はあ

まり行なわれていない．また，ポライトネス理論の関連

研究とされるスピーチレベルシフトについても同様に，

人とロボットの共通基盤を介したコミュニケーションで

の研究はあまり見かけない． 

不完結な発話に関する研究として「言葉足らず」の研

究がある．西脇ら[10]は，人とロボット間のコミュニケー

ションにおいて，ロボットの話す情報が不完結な場合，

人からのコメントや質問を引き出し，協調的な会話にな

るという．人とロボットの間に共通基盤がない場合でも，

不完結な発話を用いることで，人からの参与を積極的に

引き出せるといったことは示されている．しかしながら，

共通基盤がある場合についての考察はされていない． 

これまで，人とロボット間のコミュニケーションにお

いて，共通基盤を介した発話方略が親しみや繋がり，親

近感を与えるといった研究はあまり行なわれていない．

しかし，人とロボットが共生する社会にはそうした印象

を生むようなロボットの在り方があっても良いのではな

いだろうか．本研究では人とロボットのコミュニケー

ションにおいて，人に親しみや繋がりを感じさせ，親近

感を与える発話について，共通基盤と代名詞に着目し，

新たな発話方略の提案を行なう． 

3. 本研究で用いるプラットフォーム 

スマートスピーカーにおける共通基盤を介した発話方

略について議論するために，本研究のプラットフォーム

として，ここでは〈トウフ〉と呼ぶロボットを用いた． 

GoogleHome や Alexa といった一般のスマートスピー

カーはあくまで情報機器の延長としてデザインされてい

る．そのため，人に対する志向性の表示や社会性の表示

などのソーシャルな性質に関するデザインが不十分であ

り，「話しかけにくさ」を感じるユーザもいるだろう．こ

ういった問題を解消するために，将来のスマートスピー

カーをイメージした〈トウフ〉をプラットフォームとし

た．スマートスピーカーのようなシンプルな外観に加え，

志向性の表示や社会性の表示を可能とし，ソーシャルな

性質を残しつつも現行のスマートスピーカーと同様な機

能も備えている．親近感を生み出すスマートスピーカー

の実現に向けて，デザイン上の配慮からやわらかなボ

ディと子供の声を使用することとした． 

3.1 〈トウフ〉の外観デザイン 

〈トウフ〉の外観について図 2 に示す．〈トウフ〉はそ

の名前の通り，トウフのような形と感触を持つロボット

である．「ミニマルデザイン[11]」の考え方に基づき，その

身体がデザインされている．顔や目や口，手足といった

人らしいパーツは一切備えていない．しかし，そうした

パーツを持ち合わせていなくても，人はわずかな〈トウ

フ〉の振る舞いの変化やその時の状況を手掛かりに，〈ト

ウフ〉に生き物らしさを感じたり，コミュニケーション

可能な相手であると示唆できる[12]．そのため，こういっ

た関係形成のなかで立ち現れる性質を追求するために，

見た目や外観（appearance）をシンプルなものにデザイン

している． 

また，本研究は，共通基盤を介した発話方略を用いる

ロボットとのやり取りのなかで生まれてくる印象や関係

性に着目している．〈トウフ〉のようなシンプルな外観の

ロボットを用いることで，インタラクションを通して感

じ取る親しみや繋がりを議論することを狙いとしている． 

 

図 2 〈トウフ〉の外観 

Fig.2 Appearance of〈TOUFU〉. 

図 3 〈トウフ〉のハードウェア 

Fig.3 Hardware configuration 



 

3.2 〈トウフ〉のハードウェア 

図 3 は〈トウフ〉のハードウェア構成図である．〈トウ

フ〉はミニマルな身体動作を表出するために，ユーザと

の身体配置（body position）や身体方向（body orientation）

の調整を行なうためのサーボモータを底部に 2 つ，うな

ずくような動作や首を振るような動作など，社会的表示

（social display）を行なうためのサーボモータを上部に 3

つ備えている．これらのサーボモータは，〈トウフ〉の内

部に設置されているベアボーンミニ PC に接続され，プ

ログラムによりその動作を自由に制御することが可能で

ある．また，内部にマイクロホンやスピーカ，バッテリー

を搭載している．〈トウフ〉単体での音声による人との自

律的なインタラクションが可能である．音声合成エンジ

ンにはATR-P社製Wizard Voice SDKを使用することで子

供のような声を生成している．ベアボーンミニ PC とし

て，GIGABYTE 製の BRIXGB-BXi7H-4500 を利用して

いる．CPUは Intel Corei7-4500U 1.8GHz / 3.0GHzであり，

4GB のメモリと，ストレージとして 128GB の SSD を搭

載している． 

4. 実験 

スマートスピーカーにおける共通基盤を介した発話方

略について議論するために，〈トウフ〉を用いた実験を実

施した．人同士のコミュニケーションでも用いられてい

る代名詞を，ロボットも人と同様に共通基盤を頼りに発

話することで，人はロボットに対して繋がりや親しみを

感じたり，お互いの距離感を近づけることができるかを

調査することが目的である． 

4.1 実験概要 

実験の流れを図 4 に示す．人とロボットの間の共通基

盤を構築する一つの方法として，ここでは共通の知識が

ある場合を想定した．実験参加者自身の実際にある直近

の予定 1 件を〈トウフ〉と共有することで共通の知識と

した．参加者は〈トウフ〉と対面しながら，Outlook カレ

ンダーにその予定を PC から登録した（図 4 のフェーズ

①）．なお，参加者が登録する予定の項目について，他の

参加者と情報量を揃えるために，「時間・場所・誰と・何

をするのか」の内容を含む予定を登録するように指示し

た．その後，登録した予定について参加者が正確に記憶

しているかを確認した．正確に覚えていない予定では，

基盤化されていないため，共通基盤になり得ないと考え

られる．これを調べるため，参加者は何も見ない状態で

登録した予定項目全てを紙に書いた．このとき，登録し

た内容を正確に記述できた参加者のみを実験の分析対象

とした（図 4 のフェーズ②）． 

次に，将来のスマートスピーカーをイメージしてデザ

インされた〈トウフ〉と対話を行ない，その印象を評価

すること，図 4 のフェーズ①で入力した項目と同じ予定

を〈トウフ〉も記憶していること，実験の条件により〈ト

ウフ〉の発話内容が変わることを参加者に説明した．そ

の後，参加者はカレンダーの予定という共通の知識を媒

介としたコミュニケーションを〈トウフ〉と交わした（図

4 のフェーズ③）．より具体的には，〈トウフ〉に対し「登

録している予定を教えて！」と声を出して問いかけ，〈ト

ウフ〉と予定を確認するよう指示した．この参加者から

の問いかけに〈トウフ〉が応答した．〈トウフ〉の応答は

条件により異なる．〈トウフ〉はいずれの条件においても，

常に 3600 ミリ秒の周期で左右に小さく揺れるように振

る舞う．参加者が「登録している予定を教えて！」と問

いかけ終えると，すぐに小さくうなずくような振る舞い

を行ない，条件毎の応答を行なう．後述する条件の回数

分，参加者は〈トウフ〉と対話し，フェーズ③のインタ

ラクションを行なった．この時，〈トウフ〉の返答速度が

各条件で一定になるように，応答のタイミングのみ実施

者が手動で調整した．応答の遅延による印象のバラツキ

を抑制するためである． 

全条件のインタラクションを終えると，参加者はアン

ケートに回答し，〈トウフ〉の印象を評価するフェーズに

移った（図 4 のフェーズ④）．この時，〈トウフ〉と関わっ

ていた参加者自身の様子を条件毎に遡って見られるよう

にした．参加者と〈トウフ〉の様子を録画したビデオを

再生できるため，印象の違いをより正確に回答すること

ができると考えられる．この印象評価を終えると，参加

者は実験実施者によるインタビューに答えた．そして，

実験は終了した．なお，本実験の 4 つのステップは全て

同日に連続で行なわれ，実験の説明から終了までは約 1

時間であった． 

4.2 「代名詞」と「省略」 

本研究の目的は，すでに共通基盤にある情報をロボッ

トが代名詞に置き換えて発話すると，親しみや繋がり，

親近感を人に与えることができるのかを調査することで

①予定の登録 ②記憶の確認テスト
参加者はノートパソコンで
予定を入力する

参加者は入力した予定を
用紙に記入する

③予定の確認
ロボットに条件の数話しかける。
参加者は評価するロボットの応答を
確認する

参加者は③でロボットと関わっていた
様子の動画を視聴しながら、印象評価
を行う。

④印象評価

トウフ

図 4 実験の流れ 

Fig.4 Flow of experiment 



 

ある．ここでは，共通基盤にある情報を置き換える条件

として，「代名詞」と「省略」に着目した．「代名詞」を

条件に設定した理由については 2 章に示した通りである．

また，「省略」を条件に設定した理由については，ゼロ代

名詞のような役割を担えると考えたためである．発話中

に陽に表現されていないが，状況および知識により省略

された項目を私たちは理解できる．共通基盤を介した発

話として，ゼロ代名詞のような方法があると考えたため，

ここでは発話の条件として採用した．また，代名詞に比

べて情報の冗長度を削減できるという効果もある[13]．そ

のため，ここでは省略を代名詞の比較条件として用いた． 

4.3 発話生成 

カレンダーに登録された「時間・場所・誰と（人物）・

何をするのか」などの項目を代名詞に置き換える方法は

様々に考えられる．場所を代名詞に置き換える場合は，

「あの場所」「あそこ」等がある．また，人物を置き換え

る人称代名詞には「彼」「彼女達」「あの人」等がある．

ここでは，複数の要因が重なることを避けるため，「場所」

を代名詞に置き換えることに着目した．また，人物に関

する項目を省略することとした．その理由として，人称

代名詞の場合では複数形等，場所に比べて代名詞による

置き換え方が複雑になるためである．置き換え方の不自

然な代名詞をロボットが生成すると，本来調べたい発話

の印象の効果を測定できないと考えた．そこで，置き換

え方の複雑な人物に関する項目を省略し，場所を代名詞

に置き換えることとした． 

一方，場所を代名詞に置き換える方法は次の通りとし

た．東郷[14]によると共有知識領域には「ア系列」が用い

られるという．正保[15]も文脈指示における「ア系列」は

双方が了解している対象を指示するのが本来の用法と述

べている．これは本研究において着目する共通基盤に

頼った発話の方略に関連すると考えられる．そこで，本

実験では代名詞の置き換えには「ア系列」を用いること

とした．具体的に，場所の代名詞への置き換えとして「あ

の場所」「あそこ」「あの会議室（指示詞「あの」＋場所

に関する普通名詞）」の 3 つの選択肢を考えたが，ここで

はその場所を修飾している語も全てまとめて「あそこ」

と置き換えることとした．田中[16]によると「これ」と「こ

の本」の違いについて十分な説明は想定以上に難しいと

いう．そのため，ここでは「あの場所」と「あそこ」な

どはどれを用いても差し支えないと判断し，修飾語もす

べて含めて「あそこ」で統一することとした．省略条件

に関しても同様に，代名詞条件と揃えるために，人物を

修飾している語も全てまとめて省略することとした．な

表 1 印象測定のための質問項目（一対比較法） 
Table 1  Questions used in the paired comparison method 

Q1 どちらのロボットの話し方に親しみを感じましたか 

親近感 
Q2 

どちらのロボットの話し方に心理的な繋がりを感じ

ましたか？ 

Q3 どちらのロボットの話し方を身近に感じましたか 

Q4 どちらのロボットの話し方を好意的に感じましたか 

Q5 どちらのロボットを信用できると感じましたか 

需要性 
Q6 どちらのロボットを使ってみたいと感じましたか 

Q7 どちらのロボットに魅力を感じましたか 

Q8 どちらのロボットに新しさを感じましたか 

 

表 2 印象測定のための形容詞（一対比較法） 
Table 2  Adjectives used in the pairwise comparison method 

Q1 フランクな 

友好性 

Q6 近づきやすい 

親和性 
Q2 人間的な Q7 親切な 

Q3 うちとけた Q8 協調性のある 

Q4 気さくな Q9 感じの良い 

Q5 ゆるんだ 

 

表 3 実験の条件と発話応答例 
Table 3  Conditions and examples of utterance responses  

比較条件 発話応答例 

標準 15 時に  研究室で  先生と  ミーティング 

代名詞 15 時に  あそこで  先生と  ミーティング 

省略代名詞 15 時に  あそこで          ミーティング 

 

図 6 UWP アプリケーションの画面イメージ 
Fig.6 Captured image of UWP Application 

予定の取得

15時に研究室で先生とミーティング

Juman＋＋で係り受け解析

KNPで形態素解析

15時に/研究室で/先生と/ミーティング

代名詞条件 15時にあそこで先生とミーティング

省略代名詞条件 15時にあそこで ミーティング

標準条件

15時に研究室で先生とミーティング

時間 場所 誰と

図 5 発話生成までの流れ 
Fig.5 Flow until utterance generation 



 

お，今回はスケジュール機能について評価するため，時

間に関する情報は省略しないこととした．  

図 5 は〈トウフ〉の具体的な発話生成の仕組みを示し

たフローチャートである．まず，〈トウフ〉は PC 内の

Outlook カレンダーにアクセスし，予定情報を取得する．

図 5 の例では「15 時に研究室で先生とミーティング」と

いう予定を取得している．次に，係り受け解析機

「Juman++」により，文節間の係り受け関係を取得する．

また，形態素解析機「KNP」を用いて，格解析の結果を

取得する．これらの情報から，代名詞条件では，場所を

示す名詞を「あそこ」に置き換えた文章を生成する．図

5 の例では「15 時にあそこで先生とミーティング」とい

う発話が生成されている．また，省略代名詞条件では，

さらに人物を示す項目を省略した文章が生成される．図

5 の例では「15 時にあそこでミーティング」という発話

が生成されている．  

 

4.4 評価方法 

参加者からの問いかけに対する〈トウフ〉の発話方法

について，その印象を参加者に正確に評価してもらうた

めに，ここでは「一対比較法（paired comparison method）」

を用いることとした．一対比較法は，任意の 2 つの対象

を取り出して 1 対 1 で比較し，すべての比較結果を統合

して評価を行なう方法である．1 対 1 での比較を繰り返

すことによって，対象物同士の微妙な差異を反映した選

好度を数値化することができる． 

一対比較法のなかで用いる質問文として，様々な形容

詞を用いて印象を測定する設問と，親近感と需要性の 2

つに着目して印象を測定する設問の 2 種類を用いた．「親

近感」を問う質問は，親しみ，繋がり，身近，好意的の

4 つの観点から作成した．表 1 の Q1～Q4 である．「需要

性」を問う質問は，信用，使ってみたい，魅力，新しさ

の 4 つの観点から作成した．表 1 の Q5～Q8 である．形

容詞は事前に実施した Web 実験（30 名）の結果から選定

を行なった．具体的には，親しみや親近感を示す形容詞

19 個を対象に因子分析を行ない，抽出された因子 2 つを

「親和性因子」「友好性因子」と命名した．その結果から

それぞれの因子の因子得点が高かった形容詞を本実験で

は用いることとした．表 2 の計 9 個の形容詞である．な

お，表 1 の質問文の評定値の分析については一対比較法

のシェッフェ法[17]を，表 2 の形容詞に関する評定値の分

析については一対比較法のサーストン法 [17]を用いた．

サーストン法も用いている理由は，2 択にすることで参

加者の負担を低減させるためである． 

本実験では一対比較法により印象を評価する際に回顧

法（retrospective report method）を取り入れた．具体的に

は，ロボットと関わる参加者の実際の様子をビデオに録

画し，参加者が評価を行なう際に評価対象となる 2 つの

動画を 1 つの画面に横に並べ，比較・確認ができるよう

にした（図 6）．実験では録画用 PC を別に用意し，録画

と再生機能を有する UniversalWindowsPlatform アプリ

Q1:親しみ F 値 P 値 判定 

主効果 52.3753 P<0.001 ** 

個人間効果 1.9048 0.0527  

組み合わせ効果 1.0617 0.3140  

 

Q2:繋がり F 値 P 値 判定 

主効果 35.2482 P<0.001 ** 

個人間効果 1.5036 0.1521  

組み合わせ効果 3.8540 0.0624  

 

Q3:身近 F 値 P 値 判定 

主効果 38.5889 P<0.001 ** 

個人間効果 1.9111 0.0519  

組み合わせ効果 2.5404 0.1252  

 

Q4:好意的 F 値 P 値 判定 

主効果 5.8603 0.0091 ** 

個人間効果 2.3707 0.0159 * 

組み合わせ効果 0.6828 0.4175  

 

表 4 親近感を問う Q1～Q4 の質問項目の分析表 

Table 4  Results of question items about familiarity 

図 7 親近感を問う Q1～Q4 の質問項目の尺度図 

Fig.7 Scale graph of question items about familiarity 

標準 代名詞 省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q1：親しみ

標準 代名詞 省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q2：繋がり

標準 代名詞 省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q3：身近

標準 代名詞省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q4：好意的



 

ケーションを作成した．このアプリケーションによって，

参加者は自身が行なった条件毎のインタラクションの様

子（自身の発話とロボットからの応答）をいつでも確認

することができる． 

4.5 参加者 

計 26 名の大学生（男性 24 名，女性 2 名）が実験に参

加した．全ての実験参加者は，実施者より本実験は「豊

橋技術科学大学 人を対象とする研究倫理審査委員会」の

承認を得ていることの説明を受けた．また，実験内容に

ついての説明を受け，承諾する場合には同意書にサイン

を行なった．全参加者が同意書に承諾した．このうち実

験後のインタビューで条件毎の発話内容の違いについて

明確に説明できた，男性 22 名，女性 1 名の計 23 名（平

均年齢 22.8 歳，標準偏差 1.26 歳）を分析の対象とした．  

実験は被験者内計画で行なわれた．実験の条件とその

発話応答例を表 3 に示す．事前のパイロット実験から，4

つの実験条件では組み合わせ数が多く，参加者がそれぞ

れの違いを明確に判断できないこと，また，実験時間が

長時間に渡ることが分かった．そこで，表 3 の 3 条件に

絞ることとした．一対比較法において，それぞれの条件

間を評価する順番についてはカウンタバランスをとった．

また，印象評価をする際に，参加者は必要に応じて動画

を視聴することができる．そのため，比較対象を回顧す

る順番が実験参加者によって異なる．このような実験設

計のため，ここでは，一対比較法のサーストン法[17]と中

屋の変法[17][18]を用いて分析した．これらの結果について

次に述べる． 

5. 結果 

5.1 質問項目の結果 

中屋の変法[17][18]を用いて，一対比較法における質問項

目の結果を分析した．評点付けには-2 から+2 までの 5 段

階の尺度を用いた．この時，実験参加者が「0」と評価し

た場合，比較対象は質問項目において同程度に感じたこ

とを意味している． 

まず，親近感を問う 4 つの質問項目について，尺度図

を図 7 に，分析表を表 4 に示す．図 7 の尺度図は一対比

較において，対象の平均嗜好度を数直線上に現わしたも

のである．数直線の正（右）の方向にある対象ほど，参

加者による評価が高い．また，プロットされた対象（●：

標準条件，■：代名詞条件，▲：省略代名詞条件）が離

れているほど，お互いを比較した際に，印象に差がある

といえる．図 7 より，Q1：親しみ，Q2：繋がり，Q3：身

近の 3 つの質問項目において，省略代名詞条件が最も評

価が高く，次いで，代名詞条件，標準条件の順に評価さ

れることが分かる．とくに，標準条件はこれらの印象に

おいて負の評点が付いていることから，他の条件と比較

して歴然と評価が低いことが分かる．なお，Q4 について

は，各対象間が近くに配置されていることから，参加者

はその違いを十分に比較できていないことが分かる． 

Q5:信用 F 値 P 値 判定 

主効果 213.1317 P<0.001 ** 

個人間効果 3.4951 0.0012 ** 

組み合わせ効果 23.6634 P<0.001 ** 

 

Q6:使ってみたい F 値 P 値 判定 

主効果 46.4192 P<0.001 ** 

個人間効果 6.6237 P<0.001 ** 

組み合わせ効果 0.6048 0.4450  

 

Q7:魅力 F 値 P 値 判定 

主効果 21.4749 P<0.001 ** 

個人間効果 3.7626 P<0.001 ** 

組み合わせ効果 0.2487 0.6229  

 

Q8:新しさ F 値 P 値 判定 

主効果 43.9187 P<0.001 ** 

個人間効果 1.4877 0.1586  

組み合わせ効果 9.7808 0.0049 ** 

 

表 5 需要性を問う Q5～Q8 の質問項目の分析表 

Table 5  Results of question items about user’s needs 

図 8 需要性を問う Q5～Q8 の質問項目の尺度図 

Fig.8 Scale graph of question items about user’s needs 

標準代名詞省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q5：信用

標準代名詞省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q6：使ってみたい

標準代名詞省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q7：魅力

標準 代名詞 省略代名詞

推定幅

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Q8：新しさ



 

次に，図 7 の結果について，分散分析を行なった（表

4）．表 4 が示すように，親近感を問う全ての質問項目に

おいて，主効果が 1％水準で有意であった．ただし，Q4

のみ個人間効果が水準 5%で有意であった．また，それぞ

れの推定値幅（ヤードスティック値）について，Q1 では

全ての条件間で水準 1%で有意であった．Q2 は「標準」

と「代名詞」間，「標準」と「省略代名詞」間で有意であっ

た（水準 1%）．Q3 では「標準」と「代名詞」間，「標準」

と「省略代名詞」間で有意となり（水準 1%），「代名詞」

と「省略代名詞」間で有意であった（水準 5%）．このよ

うに，代名詞条件は親近感を問う Q1～Q3 の項目で標準

条件よりも評価が高かった．図 7 の Q1～Q3 の尺度図の

順位を見ても結果は歴然である．これらのことから，代

名詞を用いた発話は従来の代名詞を用いない発話に比べ

て，ロボットの発話に親近感をより強く感じるといえる．

また，図 7 の Q1～Q3 について，省略代名詞の順位が最

も高いため，代名詞と省略の両方を使うことで，親しみ

や身近さといった印象を聞き手に強く与えられることが

分かる． 

次に，需要性を問う 4 つの質問項目について，尺度図

を図 8 に，分析表を表 5 に示す．図 8 の尺度図のうち，

Q5～Q7 までの項目では，標準条件の順位が最も高く，次

いで，代名詞条件，省略条件の順であった．これらのこ

とからから，信用性や実用性については，従来の発話方

法の評点が高く付いていることが分かる．また，省略代

名詞については，負の評点が付く結果となった．一方，

Q8 の新しさを問う質問については，省略代名詞，代名詞，

標準の順に評点が高く付いている．標準と比較して，代

名詞や省略代名詞を用いる方法は，新しさといった印象

に対して差が生まれていることが読み取れる． 

図 8 の結果について，分散分析を行なった（表 5）．表

5が示すように，需要性を問う全ての質問項目において，

主効果が有意であった（水準 1％）．しかし，Q5，Q6，

Q7 の項目では個人間効果が有意となり（水準 1%），Q5，

Q8 の項目では組み合わせ効果が有意であった（水準 1%）．

Q5，Q6，Q7 では，個人間効果があることから，参加者

間の評価の揺らぎが大きいことが分かる．また，Q5，Q8

では，組み合わせ効果があることから，2 つを同時に比

較した際に，他を高く評価してしまう，あるいは，他を

低く評価してしまうことが分かる．これらのことから，

需要性（Q5～Q8）の評価においては，個人間の効果や組

み合わせによる差も大きく，評価が難しいことが分かる． 

5.2 形容詞項目の結果 

表 2に挙げた形容詞による設問（2つの条件を比較し，

より強く思う方を挙げる 2 択の質問）について，一対比

較法のサーストン法を用いて分析を行なった．結果を表

6と表 7に示す．23人中 23人が片方を支持していた場合，

もう片方が 0 となり分析不能であるため，ここでは 1 を

データとして分析を進めた．表 6 の間隔尺度と順位はこ

近づきやすい 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 4 4 -1.3277 3 

代名詞 19 0 8 0.3872 2 

省略代名詞 19 15 0 0.9405 1 

 

親切な 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 20 21 1.7565 1 

代名詞 3 0 21 0.1665 2 

省略代名詞 2 2 0 -1.9230 3 

 

協調性 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 17 19 1.1169 1 

代名詞 6 0 21 0.5085 2 

省略代名詞 4 2 0 -1.6253 3 

 

感じの良い 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 15 17 0.7296 1 

代名詞 8 0 19 0.3872 2 

省略代名詞 6 4 0 -1.1169 3 

 

表 7 親和性に関する形容詞項目の結果 

Table 7  Results of adjective items that ask for affinity 

フランクな 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 0 0 -2.4207 3 

代名詞 23 0 2 0.2489 2 

省略代名詞 23 21 0 2.1718 1 

 

人間的な 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 0 0 -2.4207 3 

代名詞 23 0 6 0.7573 2 

省略代名詞 23 17 0 1.6634 1 

 

うちとけた 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 1 1 -2.4207 3 

代名詞 22 0 6 0.7573 2 

省略代名詞 22 17 0 1.6634 1 

 

気さくな 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 2 0 -2.1718 3 

代名詞 21 0 5 0.4092 2 

省略代名詞 23 18 0 1.7626 1 

 

ゆるんだ 標準 代名詞 省略代名詞 間隔尺度 順位 

標準 0 1 0 -2.4207 3 

代名詞 22 0 0 0.0000 2 

省略代名詞 23 23 0 2.4207 1 

 

表 6 友好性に関する形容詞項目の結果 

Table 6  Results of adjective items asking friendship 



 

のような処理に基づき得られたデータを使ったものであ

る． 

友好性を問う 5 つの形容詞項目について，表 6 が示す

ように全ての項目において 1 位が「省略代名詞」，2 位が

「代名詞」，3 位が「標準」であった．ここから，省略代

名詞＞代名詞＞標準の順に友好性を感じることが分かる． 

親和性を問う 4 つの形容詞項目について，表 7 が示すよ

うに「近づきやすい」の項目においては，1 位が「省略

代名詞」，2 位が「代名詞」，3 位が「標準」であった．そ

れ以外の項目においては，1 位が「標準」，2 位が「代名

詞」，3 位が「省略代名詞」であった．ここから，近づき

やすさは省略代名詞や代名詞を用いた方が感じるが，親

切さや協調性，感じの良さといった印象は標準のままが

良いと分かる． 

5.3 インタビューから得られた意見 

実験終了後のインタビューで得られた感想について，

その代表例を取り上げ報告する．実験課題である予定確

認について，「予定管理をするにあたっては予定をしっか

り教えて欲しい」といった意見は 23 人中 6 名であった．

一方，23 人中 4 名から「毎週(または毎日)登録されてい

る予定であれば，代名詞や省略代名詞を使う方が良い」

という意見が得られた．また，「コミュニケーションを主

眼とするようなコンテンツであれば，代名詞を使う方が

同じパーソナルな距離感を感じる」といった意見も得ら

れた（23 名中 6 名）．その他にも，「場所ではなく他の部

分で代名詞を使う場合も気になる」「代名詞一つで共有し

ている感じが出る」「省略代名詞に親しみを感じるにはロ

ボットに対する理解が必要」といった様々な意見を得た． 

6. 考察 

6.1 「親近感」と「需要性」 

図 7，表 4 の結果が示すとおり，人とロボット間でも

共通基盤を代名詞や省略代名詞を用いることで，親近感

を生み出せることがわかった．インタビューの結果から

も，第 2 章で述べた代名詞の効果と同様のコメントを参

加者が述べていたことから，ロボットが代名詞を使うこ

とは人が用いる場合と同じように，互いの親密度を高め

る効果があると考える．また，代名詞や省略代名詞が備

える不完結な発話はユーザに半ば解釈を委ねながら一緒

になって価値や意味を生み出していくという共同の場を

生み出していることから親密度の評価が高くなったとい

える．今後は，予定確認以外のコンテンツ（例: 共通基

盤による省略が可能な特定地域の天気の確認や頻繁に利

用する配達・注文）などにも応用が可能であると考える．  

次に，図 8，表 5 の結果から，需要性については個人

による好みや共通基盤への参照の得手不得手等が影響し

ていたと考える．特にインタビューで得られたような「予

定確認はしっかり教えて欲しい」という道具的な役割を

期待する参加者と，コミュニケーションを取る相手とし

て心的な関係形成を重視する参加者との間で評価に個人

差が生まれたものと推測する．Q5，Q6，Q7 においては，

省略された内容をユーザ自身が補完することを許容でき

る人にとって代名詞や省略代名詞を使った発話も理解で

きるが，苦手な人においては信用できないという評価に

至った可能性が考えられる．また，冗長な情報を省略し

たり代名詞に置き換えるという発話方法を受容できるか

どうかでも評価が異なると考える．やみくもに代名詞を

使用したり，情報を省略するだけではユーザの評価が分

かれるという知見は，今後のスマートスピーカーの発話

生成のデザインを探るうえで重要である．代名詞や省略

代名詞を使った発話方略は「新しさ」を感じるが，ユー

ザの好みや使い方によっては「信用」に関する評価が著

しく低下することを確認した． 

6.2 「よそよそしさ」と「互いの距離感」 

表 6，表 7 の形容詞項目の結果，及び，インタビュー

から得られた意見を総合して考察を行なう．省略代名詞

や代名詞を用いた発話は従来の発話方法に比べて，ロ

ボットの発話から友好性を感じることが分かった．表 6

の形容詞「フランクな」「人間的な」「うちとけた」「気さ

くな」「ゆるんだ」という全ての項目について，代名詞や

省略代名詞を用いる発話方略が標準の発話方法よりも順

位が高かった．これは 5.1 節の記述をさらにカバーする

結果といえる．代名詞や省略代名詞を用いる発話方略は

情報を正確に伝える従来の発話方法に比べて友好性をよ

り強く感じるという結果である．また，表 6 の全ての形

容詞と表 7 の「近づきやすい」の形容詞において，標準

の発話方法が最も順位が低かった．ここから，初対面の

人と対話するような，代名詞や省略代名詞を用いない従

来のスマートスピーカーのような発話方法は，対話者と

の間に一定の距離感が生まれ，他の発話方法よりも「よ

そよそしい」と感じさせていると考える． 

代名詞や省略代名詞への置き換え方を工夫することで，

ロボットと人の間柄においても，仲のいい人同士が使っ

ているような言葉遣いを実現することができる．インタ

ビューから得られた感想によると，「代名詞や省略代名詞

はパーソナルな距離感を感じる」という．無秩序に代名

詞を使うのではなく，共通基盤を積み重ねていく中で経

ていく関係性を考慮し，時には標準の言葉遣いで，時に

は共通基盤に頼る代名詞等で置き換えて発話を行なうと

いう方法が適切と考える．スピーチレベルシフトのよう

なお互いの距離感や関係性の調整を，「標準」「代名詞」

「省略代名詞」を使い分けることで担えると考える． 

7. おわりに 

本研究では，さらにフランクで，親しみや繋がりを感

じさせるような発話のデザインやユーザとスマートス

ピーカーとの関係のあり方に関して，〈トウフ〉と呼ぶプ

ラットフォームを用いて議論した．当事者間にある共通

基盤に支えられる「あれ」や「あそこ」などの代名詞の



 

効用を明らかにすることを目的に，代名詞や省略代名詞

を用いる発話方略によって，ロボットと人の間柄におい

ても親近感が生まれるのかを主観評価実験によって調べ

た．実験課題として，スマートスピーカーの機能の一つ

である予定確認をタスクとして選定した．また，実験条

件には「標準」「代名詞」「省略代名詞」の 3 つの発話方

法を用意した．回顧法を取り入れた一対比較法を用いる

ことで，発話の印象の違いをユーザが容易に比較できる

ような実験方法を設計し，実験を行なった． 

実験結果から，互いに了解している共通の知識にあた

る場所・人物を「代名詞」や「省略代名詞」に置き換え

た発話では，それらを用いない従来の発話方略に比べて，

親和性や友好性を感じることを確認した．また，コンテ

ンツや状況，ユーザとの関係性に応じて，それぞれの発

話方略を適切に使い分ける必要があることも分かった． 

今後の課題と展望として，次のようなことが挙げられ

る．需要性に関する評価について個人差があらわれた．

個人の価値観や考え方の違いに対応する方法の 1 つとし

て，ロボットの発話後のユーザからのフィードバックを

学習することや，毎週行なわれる用事などは代名詞に置

き換えるといった方法が考えられる．需要性の評価に適

切に対応するために，共通基盤の深さに応じて使い分け

ることが大切である．また，本研究では「あそこ」を代

名詞として用いたが，「あの場所」や「彼」などの他の代

名詞による印象についても検討したい．また，代名詞を

用いることは，個人に適応した発話方略としても研究の

余地がある．周囲の人に聞かれたくないプライベートな

予定を代名詞に置き換えたり，省略することで，私的な

予定を公表されることを防げるだろう． 

最後に，本研究の知見は次のようなヒューマンインタ

フェース分野の発展に貢献すると考える．共通基盤にあ

る情報を代名詞や省略代名詞に置き換えるというシンプ

ルな方略は従来のスマートスピーカーにも応用可能であ

り，人に親近感を与える音声対話システムの開発に貢献

できると考える．共通基盤に基づくコミュニケーション

やその発話方略について今後検証を進めていきたい． 
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