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球状変形ロボット〈Column〉を介した
共同的な遊びとそのおもしろさについて
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Abstract – We developed a novel ball-shaped interactive transformable robot〈Column〉
consisting of eight modules that are connected to twelve servomotors for studying the na-
ture of behaviors and communications in our everyday cooperative plays. Three users can
control the above servomotors by swinging the wireless modules〈Gear〉 simultaneously.
In this paper, we proposed cooperative play mediated by the Column and evaluated user’
s activities and preferences for the play. In the interaction, Column will become a social
mediator to prompt the connectivity of the users. In this paper, we attempt to give the
development, concept, interaction design content and subjective evaluation experiments.
In subjective evaluation experiment, we revealed user’s impressions and preferences for
Column ’s behaviors and social reference and proficiency level in the cooperative play
with Column. We revealed user’s feel more enjoyability to the proficiency level rather
than the social reference in the cooperative play mediated by Column. We consider that
this result caused by Column’s ability“ impatience” (Modokashisa).

Keywords : cooperative play, enjoyability, social reference, proficiency level, impatience
(Modokashisa)

1. はじめに

私たちの生活には遊びが溢れている。幼いころに

行ったごっこ遊びや、テレビゲームなど遊びには数多

くの種類や方法がある。また、近年には犬型ロボット

AIBOの開発をきっかけにコミュニケーションロボッ

トやエンタテインメントロボット [1], [2]と呼ばれるロ

ボットも社会実装され始めており、私たちの遊び相手

としてのロボットも現実味を帯びてきたといえる。

私たち人同士が遊ぶ場面を思い描いてみると、相手

とのやり取りや競い合いを楽しむもの、相手の気持ち

を読み、その裏をかいて楽しむ様子などが思い起こさ

れる。こうした共同的な遊びは、遊び相手の普段とは

異なる意外な一面を見出したり、互いの協力や出し抜

きあいを引き出しており、その遊びの持つおもしろさ

は維持されやすいといえる。

特に、共同的な遊びでは、道具やルール、ゴールな

どを人同士で共有し、それらを介しながら遊びを行っ

ている。児童館や幼稚園などでの積み木遊びの場面で

は、見ず知らずの子ども同士であっても、積み木を介

することで、いつの間にか一緒に仲良く遊んでしまう。
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図 1 〈Column〉プラットフォーム
Fig. 1 Platform of Column

このとき積み木は、互いの注意を制約する媒介 (メディ

エータ)としての役割を果たしている。

多くのコミュニケ―ションロボットが社会に進出し

てきている背景や、自閉症児に対し、ロボットを介し

てのコミュニケーションが社会的相互作用とその発達

を促進することが知られている [23]。こうした観点か

ら共同的な遊びの場面において、人と人をつなぐ媒介

物としてロボットがその役割を担うことはできないだ

ろうか。本研究では、そうした観点から、人の関心を

引きだすと共に、メディエータとしての機能をするタ
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イプのロボット〈Column〉を提案し、その評価を行っ

たものである（図 1）。

この〈Column〉は、12の関節を持つ球状変形ロボッ

トである。3名の操作者がコントローラを振ることで

それぞれの対応する関節が動作し、球体変形に伴い、

その重心を崩すことで転がりながら移動する。こうし

た動作から〈Column〉は、1人の操作だけでは、うま

く重心を崩すことができず、目標方向にうまく転がす

ことができないといった「もどかしさ」を感じさせる

性質を持つロボットである [3]～[6]。

これらの性質から、〈Column〉を介した人同士のイ

ンタラクションの様子を観察することで、ロボットを

介した共同的な遊びの成立要件やおもしろさを生み出

す要素、人同士が協調していく過程、コミュニケーショ

ンメディアとしてのロボットの可能性等を議論できる

と考えている。そこで、本研究では、まず〈Column〉

の基本的な機能を示すともに、〈Column〉を介した 3

人の実験参加者が共同的な遊びを行った場合において、

重要な役割を果たす社会的参照の有無や、試行を繰り

返すことで得られる習熟がその遊びにおけるおもしろ

さやコミュニケーションにどのような影響を与えるの

かを主観評価実験によって探ることとした。

2. 研究背景

2. 1 本研究の位置づけ

テレビゲームでは、「スーパーマリオパーティ1」や

「オーバーライド 巨大メカ大乱闘2」にある参加者間で

協力するモードにおいて、複数の操作者が 1つの物体

を操作し遊ぶものがある。これらのテレビゲームと本

研究で用いる〈Column〉の違いの 1つは、身体性を

備えたロボットである点である。

メルロポンティは著書『知覚の現象学』の中で、身

体は意識とは異なる独自の意思を持つと考えており、

これを身体図式（身体像）と呼んでいる [29]。例とし

て、足を怪我した際に、杖を使いだすと、初めはうま

く扱えないが、経験を積んでいくと、身体図式は自動

的に更新され、再組織化され自分の手足の延長のよう

に思うように扱えるようになる。これと同じことがロ

ボットでも起こるのではないだろうか。今回提案する

ロボット〈Column〉はコントローラを振ることで動作

する。初めは、自分の動きとの対応関係がわからない

が習熟してくることで、自身の頑張りや、振る舞いが

ロボットに影響してくることがわかると身体図式が拡

張され、〈Column〉の動きが自分の身体の拡張によっ

1：スーパー マリオパーティ，任天堂，Nintendo Switch(2018).
URL:https://www.nintendo.co.jp/switch/adfja/pc/index.html

2：オーバーライド 巨大メカ大乱闘，3go，PlayStation 4(2019).
URL:https://www.jp.playstation.com/games/over-ride-
kyodai-mecha-dairantou-ps4/

て行われるように感じるのではないだろうか。

また、身体の拡張と一体化について自己所有感、自

己主体感 [30]の観点から考えてみる。自己所有感は、

観察された物体を自分の身体に備わっている所有物で

あると認知する感覚であり、自己主体感は、観察され

た物体の運動が自身によって引き起こされていると認

知する感覚である。〈Column〉に置き換えて考えてみ

ると、操作者 1人は、自身の操作によって 3つの自由

度の内どこかが動作する。初めは、うまく操作できな

いが、習熟により、どの自由度を操作しているか、ど

の程度の動作でその自由度を操作できるかがわかり、

身体の拡張によって自己所有感を感じる。これが 3人

の操作者が集まると、各操作者の拡張された身体であ

る各自由度が〈Column〉という 1つのロボットに束

ねられる。それぞれの拡張された身体の一体化が行わ

れうまく協調することができると〈Column〉を転が

し移動させることができる。こうした運動を引き起こ

すことで、自己主体感を感じることができる。

これらは、〈Column〉が、身体性を備えたロボット

であるため、操作者とロボットが同じ地面に立ち、同

じ物理法則を受けていることから生じる。そのロボッ

トを操作することで、ロボットが自分の身体の延長、

身体の一部と感じることができると考えている。

また、遊びのおもしろさや楽しさを探る研究として、

山本らの研究 [7]や藤江らの研究 [8]がある。主に着目

しているのは、PC上でのゲームやテレビゲームであ

り、身体性を備えたロボットを介したあそびのおもし

ろさや楽しさについてはまだ十分に議論されていない。

2. 2 おもしろさを見出す手がかり

ホイジンガは遊びの本質は「おもしろさ」であると

している。しかしながら、ホイジンガ自身は「おもし

ろさ」がなんであるかについての追及は行っていない。

チクセントミハイのフロー理論 [12]では、フロー状

態にある時、人は楽しさのあまり、その対象に没入し

て、時間感覚を失ってしまう。フロー状態は、ある物

事に集中しているときに楽しさゆえにそれに完全にと

らわれている状態であるとしている。その状態には、

行為への機会と行為者の技能が釣り合っているときに

感じられるとしている。

また、M・J・エリスの最適覚醒理論 [13]の中で、『遊

びとは、覚醒水準を最適状態に向けて高めようとする

欲求によって動機づけられる行動である』としており、

最適覚醒を求める行為やその過程、最適覚醒をもたら

しえる刺激がすべておもしろさとなるとしている。最

適覚醒は、情報負荷と覚醒水準が釣り合っているとき

に感じられる。つまり、遊びの場面において考えてみ

ると、頭で考えていることと実際に体を動かすことで

起きるギャップが釣り合っているときにおもしろさを
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感じる。　

ゲームデザイナーであるラフ・コスターも「あまり

に難しすぎるゲームは煩わしいだけであり、簡単すぎ

るゲームもつまらない」としており、ゲームでは課題

の重さ、秩序の統制、情報の過不足のバランスを取る

ことが重要であると述べている [14]。ゲームデザイン

においてもこうしたバランスを取りながらデザインす

ることは成功するゲームを作るうえでも重要な要素に

なっている。

こうしたことから、「小さな成功」と「期待」による

ポジティブな要素と、「失敗」による負の要素のバラン

スによって生じる「もどかしさ」を感じながら行う共

同的な遊びは私たちのおもしろいと認識する感性を刺

激し、おもしろさを維持しやすくなると考えられる。

2. 3 古典的な遊び研究

私たちは、日々の生活の中で数多くの遊びを楽しみ

ながら行っており、私たちが生活をしていく上で遊び

は必要不可欠なものである。オランダの歴史家ホイジ

ンガは、自身の著書『ホモ・ルーデンス』[9]の中で、

「文化は遊びのなかで遊びとして発生し展開した」と

し、人の本質を「遊ぶ人 (ホモ・ルーデンス)」と捉え

て、遊びの重要性について訴えている。また、遊びの

本質を、その遊びが持つ「おもしろさ」にあるとして

いる。

カイヨワは著書『遊びと人間』[10]の中で、遊びを

4つのタイプに分類している。Agon(競技)、Alea(賭

け)、Mimicry(模倣)、Ilinx(渦巻)である。多くの遊び

は、この 4つに分類されるものの、最近のインタラク

ティブ・メディアやエンタテインメント・コンピュー

ティングの分野では、それらの遊びのなかで立ち現れ

てくる「創造的な要素」や「意味生成的な要素」を重

視するものも多い。これらの遊びは、偶然的な要素や

競い合いの中で立ち現れる意味を楽しむものである。

また、道具や遊具を使っての遊びは数多く存在し、

その遊び方は多様なものになっている。しかし、これ

らの道具、遊具を開発しているデザイナーがその遊具

との関りあいのなかで生まれてくる遊びすべてを予見

できているわけではない [11]。子どもたちはその遊び

のなかで新たな遊び方を生み出していくこともあり、

そのこと自体が創発的なおもしろさをもたらし、楽し

みの一つとなっている場合もある。

2. 4 遊び研究とロボット

2018年に再販売されるようになった aiboのに代表

されるように、エンタテインメントロボットが日常に

多く浸透してきており、遊び相手として、ロボットが

身近なものになってきている。しかし、多くのロボッ

トはその新奇さ、真新しさから初めのうちは非常に注

目されるものの、人からの働きかけに対して一定の反

応を返すのみであることも多く、すぐに人に飽きられ

てしまう。また、その様子を観察すると、ロボットで

遊んでいるのは人であり、ロボットが人で遊んでいる

わけではない。私たちが普段行っている「遊び遊ばれ

る関係」を構築できていない現状がある。

そうした観点から考えると、そもそも「私たち人が

遊ぶとはどういうことなのか」、「人とロボットとの間

で共同的な遊びが成立するとはどういうことか」を、

人とロボットとの関わりを手掛かりに議論できる可能

性がある。さらに、人とロボットとの遊びの研究から

得られる知見は，人とロボットとのインタラクション

研究のみならず、インタフェース研究の分野にも生か

すことができると考えられる [15]～[17]。

本研究で用いる〈Column〉はこうした人とロボッ

トとの遊び研究のプラットフォームとして用いる。こ

こでは、「〈Column〉が人と一緒に遊ぶとはどういう

ことか」を探る研究の第一段階として、〈Column〉を

介した 3人の共同的な遊びにおける「おもしろさ」を

生み出す要因を探ることとした。

2. 5 遊びにおける媒介物としてのロボット

母親と幼児の間にある絵本や玩具は、両者をつなぐ

ための媒介物として重要な役割を担っている。一緒に

絵本を眺めながらおしゃべりを楽しんでいる場面では、

両者はただ単に登場人物を追っているのではなく、母

親は子どもが今何を見ているのか、その人物に何を思っ

ているのかを探ろうと子どもの視線とその視線の先を

交互に追いかける。これは社会的な参照 (social refer-

ence)やゲイズ・オルタネーションと呼ばれる [18]。子

どもの方も同様に母親がどのような気持ちを抱いてい

るのかをその視線の先を読みながら探ろうとする。

こうした場面では、親子は「対峙しあう関係」では

なく、絵本に対して「並ぶ関係」にあり、この親子と

絵本の三つの要素からなる関係は「三項関係」と呼ば

れ [19]、子どもたちの共同的な遊びの場面でも現れる。

子どもたちとその間にある第三項としての玩具は子ど

もたちの行動を制約し、互いに繋ぎ合わせる媒介物と

しての役割を持つ [20]。そのため、第三項の選択が共

同的な遊びやそこでのコミュニケーションをデザイン

するにおいて重要である [21], [22]。本実験では、こう

した関係の内、社会的参照についてのみに着目し、そ

の有無について議論する。

これまでの、HRI（Human-Robot Interaction）研

究において、特にコミュニケーションに障害を持った

子どもの療育支援に向けて、2人の子どもの間を繋ぎ、

そのコミュニケーションを促す目的で第三項としてロ

ボットを利用したケースがある [23]～[25]。これらの

試みは、ロボットという能動的でレスポンシブルなメ

ディアを利用して、普段の環境では互いに関わろうと

―97―



日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.25, No.1, 2020

しない子どもの共同的な遊びや協力を引き出そうとす

るものである。

また、小林らは複数人が同時にロボットを操作する、

Connected Robotを提案している [26]。ロボットとい

う実体のあるものを複数人で操作する点では本研究と

同じであり、操作者が増えることにより、自分の思う

ような動作ができず、5人の場合で楽しさが減少する

ことも示している。しかしながら、小林らは、リアル

タイムな同時操作共有がもたらす効果について評価し

ており、参加者間でのコミュニケーションや、操作の

習熟度が与える影響などについては議論していない。

そこで、本研究では〈Column〉を媒介にして、3人

での共同的な遊び場面を構成することを試みる。3人

である理由として、〈Column〉内部の自由度は、縦、

横、高さ方向の 3つであり、それぞれをうまく操作す

ることで、〈Column〉を転がすことができる。参加者

間で操作できる自由度に差が生まれないようにするた

め、小林らの考察から、本研究では、〈Column〉の操

作人数を 3名とする。こうした場面で、〈Column〉を

用いた共同的な遊びにおいて第三項として考えられる

のは、(a)Column本体、(b)目的地まで移動させると

いうタスク (共通の目標)、さらに (c)その操作におけ

る「もどかしさ」である。

ここでの実験では、この〈Column〉を介した遊び

場面において、「社会的な参照」を許す場合と許さな

い場合、試行回数による熟練の度合いなどの条件を統

制しながら、これらの要因が 3人のコミュニケーショ

ンや遊びの「おもしろさ」にどのような影響を与える

のかを調べることとした。こうした試みは、子どもの

遊びを通した発達研究のみならず、HRI研究やエンタ

テインメント・コンピューティングの分野において、

まだ十分に行われていない。

2. 6 不便益なシステムデザインとおもしろさ

川上は、不便がもたらす効用を「不便益」と名付け、

システムデザインの一つとして提唱している [27]。

この不便益の考えからおもしろさについて議論でき

る。例えば、近年開発されている自動運転が実現すれ

ば、目的地までの移動はより簡単に、便利になるだろ

う。しかし、運転の楽しみ、おもしろさの観点から見

てみるとどうだろうか。ハンドリングやアクセルの踏

み込みなど私たちドライバーがこれまで行っていたこ

とは負担ではあったが運転に引き込む要素になってい

たのではないだろうか。なかなかうまくいかなかった

運転がうまくなってきた時や自分の想定通りの時間で

移動出来た時におもしろさや楽しさを感じる人もいる

だろう。

現在では、オートマ車が主流になっているがそれで

もミッション車を好んで運転している人もいる。ミッ

ション車はオートマ車に比べて不便であるが、その分

ドライバーに開かれている部分も多く、そこからおも

しろさを生み出しているからだろう。

〈Column〉の場合に置き換えてみると、その動作

原理から、操作者 1 人で簡単に自分の思い通りに操

作することは難しく、他者との協調や熟練といった、

少し手のかかる動作デザインをしている。思い通りに

動いてはくれないが、思いがけない結果を生み出す可

能性もある。しかし、あまりにも自分の手から離れた

動作や、全く動作しない場合、自分とは関係のないモ

ノとしか捉えられず、そこでの関係性は崩壊してしま

う。不便益の面からみても、少し手のかかるくらいの

方が、私たち操作者に対して参与する余地を残してお

り、おもしろさをより感じやすいと考えられる。

3. 球状変形ロボット〈Column〉

本研究で提案する〈Column〉は、12個のサーボモー

タを持つ球状変形ロボットである。そうした性質から、

〈Column〉は例えば球体 (図2(a))、あるいは立方体 (図

2(b))ように定まった形状を持たないため、１つ１つの

動きの予測を立てることが難しいという特徴がある。

〈Column〉は動きの予測の難しさと、操作者の入力に

よって常に変化を続けることを利用して、操作者自身、

あるいは周囲の傍観者の注意を引きつける。こうした

身体の変形を実現するメカニズムは、〈Column〉内に

搭載された多数のサーボモータからなる多自由度系で

あり、操作者は〈Column〉内部の自由度から、ある

一部分を操作することができる。合計 3人の操作者に

よってすべての自由度を操作できるが、〈Column〉を

思い通りの方向へ移動させるためには、操作者同士の

協力が必要となる。

マクルーハンの言葉を借りれば、〈Column〉は操作

者にとっての“拡張された自分の身体の一部”であると

ともに、他者の身体の一部でもある [28]、いわば「二

人三脚」の状態において操作する事になり、この時、

〈Column〉は、操作者同士のせめぎ合いによって生じ

る、思い通りに操作できないという一種のストレスの

ようなもの、「もどかしさ」を生み出す。

このように〈Column〉は、「新奇」である事を利用

して操作者の興味を引きつけつつ、「二人三脚」とい

う関係性によって操作者間同士の協調を引き出す新し

いタイプのロボットメディエータである。また、こう

した、「もどかしさ」を媒介にしながら行う共同的な

遊びは単なる「新奇」な遊びより「おもしろさ」を引

き出し、維持することができると考えられる。

3. 1 〈Column〉本体

〈Column〉システムは、〈Column〉本体、コント

ローラの〈Gear〉、そして制御・コントローラ入力記
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(a) 球体状の〈Column〉 (b) 立方体状の〈Column〉

図 2 様々な形の〈Column〉
Fig. 2 Various form of Column

図 3 〈Column〉システム構成図
Fig. 3 System architecture of Column

憶用の PCから構成される (図 3)。〈Column〉本体は

重量 6.5(kg) であり、球体時は直径 33(cm)、サーボ

モータが伸びた状態では 1辺が 37(cm)となる。また、

〈Column〉本体の自重より高さ方向においてはやや　

潰れた形状になる。以下にその詳細を述べる。

• 動きを生み出すサーボモータ

〈Column〉は搭載されたサーボモータによって自

由に変形することができる。内部には 12個のサーボ

モータが立方体の辺上に配置されており、このサー

ボモータが伸縮することで外装を押し上げ変形する

（図 4,5）。

サーボモータにはデジタルサーボ（Robotis社製

RX-28）を用い、これらの制御と通信用のマイコン

としてベストテクノロジー社製 DXMIO2を採用し

ている。サーボモータは、0.5秒で後述する指定角度

まで移動するようになっている。また、サーボモー

タを固定しているフレームには、3Dプリンタにて

製作した ABS樹脂製フレームを採用した。これら

のサーボモータは、それぞれの動きを阻害しないよ

うスフェリカルジョイントを用いて各骨組みに接続

されている。

• 外装と電源供給

〈Column〉の外装は、骨組みの各頂点 8つにそれ

ぞれ取り付けられており、外部からの負荷によって

スタビライザーの制限によって許容できない変形が

あった場合に干渉が起こらないようになっている。

ロボット外装内に全てのサーボモータ・構造材を内

包し、それぞれが干渉しない範囲で高い自由度を実

現している。

図 4 内部フレームの様子
Fig. 4 Inner flame of Column

(a) サーボモータ収縮時 (b) サーボモータ伸長時

図 5 サーボモータの伸縮
Fig. 5 Expansion and contraction of Column

また、〈Column〉本体にはバッテリーを内蔵する

スペースがなく、各サーボモータ、マイコンへの電

源供給として外部から 12Vの DC電源が供給され

ている。

3. 2 コントローラ〈Gear〉

• 加速度センシング

〈Column〉のコントローラとして加速度センサを

利用した〈Column〉専用コントローラ〈Gear〉を

開発した (図 6)。“振る”ことを入力として〈Gear〉

にかかった加速度の大きさを制御用PCに送信する。

操作方法を“振る”ことに限定した理由は、1)直

感的で簡単に操作できること、2)自身の頑張りが反

映されることの 2つである。複雑な操作方法である

と、操作者が操作に集中してしまい、ロボットのこ

とを気にかけられない可能性がある。また、単純な

操作方法として、コントローラ等が挙げられるが、

これは 2つ目の理由として適さないと判断した。“振

る”行為による自身の頑張りがロボットに反映され

ることは、自己所有感、自己主体感をより強く感じ

ることに繋がり、身体の延長の手掛かりになると考

えている。また、“振る”行為は疲労を感じさせる

ことにも繋がるが、スポーツの練習等でも疲労が次

の成功へのステップになりえることから、“振る”

行為を採用した。
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図 6 Column専用コントローラ〈Gear〉
Fig. 6 Gear (controller for Column)

図 7 〈Gear〉を用いた操作イメージ
Fig. 7 Operation image using Gear

この加速度はモノワイヤレス社製の加速度セン

サー無線タグ TWELITE 2525Aを用いて連続的に

測定・通信している。〈Gear〉は 3Dプリンタで作

成した ABS樹脂製の球体状内部に加速度センサを

収納している。電源として加速度センサ駆動用のコ

イン型電池（CR2032）を使用している。

このコントローラは〈Column〉本体の駆動部に

それぞれ対応している。駆動部は縦、横、高さ方向

の 3つであり、例えば、ある〈Gear〉を振ると縦方

向に、また別の〈Gear〉を振ると高さ方向にとサー

ボモータが伸縮することで駆動するようになってい

る（図 7）。また、〈Gear〉は駆動部である各サーボ

モータに対応しているため、〈Column〉が回転する

ことで対応が変化する。

• 〈Gear〉の通信

Gearと PCの通信には、加速度センサとワイア

レス製のMONOSTICK（高出力RED）を用いてい

る。PCにMONOSTICKを各〈Gear〉の個数接続

し、それぞれの〈Gear〉からの加速度を受け取り、

処理している。本研究では、加速度センサから取得

した加速度を 0.1秒毎に制御用PCに送信している。

3. 3 制御用 PC

〈Column〉本体と〈Gear〉は C#で作成したプロ

グラムにより、1)〈Column〉本体の動きの管理、2)

〈Gear〉から送られた加速度の処理、3)〈Gear〉の動

作確認を行っている。

• 〈Column〉本体の動きの管理

プログラム上にて、加速度センサから送られてき

た値によってサーボモータの角度を制御する。〈Col-

umn〉では、閾値を 2つ設定しており、後述する加

速度の処理を行った値がその閾値を超えているかど

うかで角度を制御する。加速度センサの値が 3.5gよ

りも大きい場合は最大角 (140度)までサーボモータ

が開き、センサの値が 2.0gよりも大きい場合は中

間角度 (75度)までサーボが開く。それよりも小さ

い値の場合はサーボが閉じ (13度)、〈Column〉は

球体に戻ろうとする。

• 〈Gear〉から送られた加速度の処理

〈Gear〉から 0.1秒毎に送られてくる加速度情報

の内、xyz軸それぞれ送られてくる値を用いている。

操作者が〈Gear〉をどの向きで持ち、どの方向

に振るかは不定であるため、各軸の総和を取ること

で操作者の操作量とした。加速度センサの仕様より

各軸の値をそれぞれ 100で割ることで 1g（重力加

速度）と設定し、各軸の値をオフセットするために

1.5g以下の値の場合は 0gとしている。

サーボモータの姿勢制御では、0.1秒毎に送られて

くる各軸の加速度の総和を 1項とし、15項移動平均

をとる。その値にてサーボモータの姿勢制御を行っ

ている。移動平均をとることで、急速に加速度が変

化してもすぐさま反映されることはなくサーボモー

タへの負荷を軽減している。また、目標位置は随時

更新されるようにプログラムされているため、ある

角度まで移動中に別の角度への移動指示があった場

合には現時点から新しい目標位置へ移動される。

操作者は、こうしたプログラム上で行われている

処理は知らず、単純にコントローラである〈Gear〉

を振るだけで〈Column〉を操作することができる。

• 〈Gear〉の動作確認

実験中に〈Gear〉内部の加速度センサが正常に動

作しているか 1秒毎に確認する。制御用 PCの画面

上に各〈Gear〉から 1秒毎に送られてくる加速度を

タイムスタンプを付けてリアルタイムに表示する。

本実験では、操作者の加速度データを解析に使用し

ないこと、サンプリング間隔が短いとソフトウェア

に負荷がかかり正常に計測できないためサンプリン

グ間隔を 1秒としている。

4. インタラクションのデザイン

〈Column〉を介したインタラクションのイメージを

図 8に示す。3名の操作者は、それぞれ〈Gear〉を手

に持って操作する。この時、操作者たちは〈Column〉

という 1体のロボットに対して、同じタイミングでの

操作や、交互に操作する等の試行錯誤を繰り返しなが

ら、一緒になって操作することで、互いに協調しつつ

課題の達成を行おうとする。3名でうまく協調を構築
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図 8 〈Column〉を介した共同的な遊びイメージ
Fig. 8 Cooperative play by Column

できれば〈Column〉が「転がる」といった運動を行う

ことができる。この「転がり」自体は偶然の中で生じ

る場合もある。この偶然による転がりは、操作者間で

再度「転がり」を引き起こすための手がかりとなり、

次の動きに向けて協調するためのステップとなる。ま

た、操作者はうまく転がそうとする際に、転がりそう

で転がらない「もどかしさ」を感じる。こうした「も

どかしさ」は一見して物事がうまくいかない為に起こ

るストレスのように捉えられるが、共同的な遊びにお

いてある程度のもどかしさは次の行動を予見させる材

料にもなり、その遊びの持つおもしろさを維持しやす

いと考えている。

このように〈Column〉は、上手に操作できるよう

になるまでの協調関係構築の過程を利用することで、

見ず知らずの人同士であっても、試行を繰り返すうち

にいつの間にか協調を引き出されてしまうインタラク

ティブコンテンツとして機能する。

5. 主観評価実験

5. 1 実験目的

〈Column〉を介して 3名の操作者が共同的な遊び

を行う際に、社会的参照がある場合（自由にコミュニ

ケーションを行える場合）と社会的参照がない場合（コ

ミュニケーションに制約がある場合）において、その

遊びの持つおもしろさや楽しさを感じることが出来る

のか、それらの違いは単純なコミュニケーションの有

無によるものなのかについてアンケートを用いた主観

評価実験によって明らかにする。また、試行回数を増

やすことで感じる協調や習熟がどのような影響を与え

るのかについても調査する。

5. 2 基本的なタスク

図 9に、この実験で用いるフィールドの概略図を示

す。実験参加者 3名を 1組として、各参加者が〈Gear〉

を用いて〈Column〉を操作し他の参加者と協力しな

図 9 実験フィールド概略図
Fig. 9 Experiment field

(a) 社会的参照あり (b) 社会的参照なし

図 10 実験条件
Fig. 10 Experiment condition

がら 1.5m四方の中心から線の外側まで移動すること

を基本的なタスクとした。教示としてタスクに加え、

〈Gear〉を振ることで〈Column〉が動作すること、1

試行 3分とし、全部で 6回試行することも伝えた。ま

た、〈Column〉を線の外側まで完全に移動できた場合

はそこで試行終了であることも伝えた。

この実験フィールドのサイズと回数は、〈Column〉

が初期位置から 2 度連続で同一方向に転がれば本体

が完全に出ること、連続で同一方向、目標方向に転が

すためにはある程度の慣れが必要なことから設定して

いる。

5. 3 実験条件と参加者

実験条件として、社会的参照の有無を設定した。社

会的参照がある場合 (図 10(a))では、参加者はジェス

チャーや会話等自由にコミュニケーションをとっても

よいとした。また、自身の立ち位置も自由に移動して

もよいと伝えた。社会的参照がない場合 (図 10(b))で

は、各参加者の間に壁 (縦 1.2m、横 0.97m)を設置し

直接的に他の参加者が見えないようにした。この条件

では、各参加者は声を発することも禁止しているため、

〈Column〉の動きを介してのみコミュニケーションを

行う。

また、どの条件でも電源接続を行っている有線ケー
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表 1 質問項目とカテゴリー
Table 1 Questionnaire and their categories

質問番号 質問内容 カテゴリー

Q1 操作方法は理解できた

Q2 自分の担当部位を思うように動かせた 操作性

Q3 自分はどの部位を操作しているのかわかった

Q4 他の参加者は自分の思った通りに操作してくれた

Q5 他の参加者の気持ちが理解できた 意思疎通性

Q6 他の参加者は自分の気持ちを理解してくれた

Q7 ゲームとして楽しめた

おもしろさ
Q8 他の参加者は楽しんでいた

Q9 またやりたいと思った

Q10 もうすこし頑張ればもっとうまくなると思った

Q11 一体感を感じた
達成感

Q12 達成感を感じた

Q13 ロボットを思い通りに転がすことができた
貢献度

Q14 ロボットを転がすことに貢献できた

図 11 ウィルコクソンの符号付順位和検定結果
Fig. 11 Result of Wilcoxon signed rank test

ブルが動作に影響しないよう、十分な長さを確保する

とともに、〈Column〉の移動・回転を妨げるようであ

れば適宜、実験者が有線ケーブルを移動させている。

実験参加者は、全て〈Column〉を初めて操作する

顔見知りの 20～24 歳の男女 30 名である。平均年齢

21.93歳、男性 25名、女性 5名の参加者が参加した。

参加者は実験条件のうちどちらかのみに参加しており、

社会的参照ありで実験を行った組は社会的参照なしで

の実験は行っていない。また、女性が参加している組

は全て女性が 1人のみであり、5組がそれに該当する

（社会的参照あり 2組、社会的参照なし 3組）。

5. 4 質問項目

今回の実験で用いた質問項目とそのカテゴリを表 1

に示す。回答は、5件法 (5：そう思う、4：ややそう思

う、3：どちらでもない、2：あまりそう思わない、1：

そう思わない)で回答を求めた。質問紙は各条件とも

に 2回目、4回目、6回目の試行終了後に回答しても

らった。なお、今回の実験では、4回目のアンケート

表 2 分散分析結果
Table 2 Result of two-way ANOVA

Question Factor F Value Pr(>F)

社会的参照要因 A 0.045 0.833

Q1 試行回数要因 B 3.007 0.094

交互作用 (A:B) 0.000 1.000

社会的参照要因 A 0.294 0.592

Q2 試行回数要因 B 10.81 0.0027 **

交互作用 (A:B) 1.730 0.199

社会的参照要因 A 1.818 0.188

Q3 試行回数要因 B 0.146 0.0047 **

交互作用 (A:B) 0.818 0.374

社会的参照要因 A 7.016 0.0131 *

Q4 試行回数要因 B 13.136 0.0011 **

交互作用 (A:B) 1.136 0.2955

社会的参照要因 A 3.678 0.0654

Q5 試行回数要因 B 5.321 0.0287 *

交互作用 (A:B) 0.024 0.8789

社会的参照要因 A 5.934 0.0215 *

Q6 試行回数要因 B 14.737 0.0006 ***

交互作用 (A:B) 3.684 0.0652

社会的参照要因 A 1.189 0.285

Q7 試行回数要因 B 0.697 0.411

交互作用 (A:B) 2.259 0.144

社会的参照要因 A 11.29 0.0023 **

Q8 試行回数要因 B 4.725 0.0383 *

交互作用 (A:B) 0.525 0.4747

社会的参照要因 A 1.777 0.193

Q9 試行回数要因 B 0.146 0.0246 *

交互作用 (A:B) 3.613 0.068

社会的参照要因 A 0.44 0.512

Q10 試行回数要因 B 1.923 0.176

交互作用 (A:B) 0.077 0.784

社会的参照要因 A 4.36 0.046 *

Q11 試行回数要因 B 11.923 0.0018 **

交互作用 (A:B) 2.764 0.1071

社会的参照要因 A 0.434 0.516

Q12 試行回数要因 B 10.695 0.0029 **

交互作用 (A:B) 3.639 0.0667

社会的参照要因 A 0.232 0.634

Q13 試行回数要因 B 30.58 0.000 ***

交互作用 (A:B) 6.66 0.0154 *

社会的参照要因 A 1.651 0.209

Q14 試行回数要因 B 0.000 1.000

交互作用 (A:B) 1.489 0.232

*:p<0.05，**:p<0.01，***:p<0.001

では 2名の参加者から記入漏れがあったことから、考

察に使用していない。

アンケートには、この質問項目のほかに自由記述欄

も用意した。また、全てのアンケート終了後に、「今

回の遊びに飽きを感じたか」を質問しており、「はい」

と答えた参加者にはそれが何回目の試行からか、理由
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は何であるのかを記述してもらう欄を用意した。

5. 5 実験結果

アンケートによる主観評価のスコアを平均化した結

果について、各質問ごとに下位検定として社会的参照

の有無と試行の繰り返し (2回目と 6回目)の二元配置

分散分析を行った。その結果を表 2に示す。

表 2より、社会的参照の有無よりも、試行回数の要

因において多くの質問で有意な差が確認できた。この

ことより、〈Column〉を介した共同的な遊びにおいて

は主効果として、社会的参照の有無よりも試行回数を

繰り返すことが多くのカテゴリ、質問項目に影響を与

えることを示している。また、交互作用も Q13のみ

で確認された。このことから、以降では試行回数要因

と交互作用のみの考察を行う。

試行回数要因について、分散分析で有意差が見られ

た質問について上位検定として、ウィルコクソンの符

号付順位和検定を行った。その結果を図 11に示す。図

11の横軸は質問番号を示しており、縦軸はスコアの平

均を示している。また、Q13について主効果として試

行回数要因が認められるが、交互作用により打ち消さ

れるため記述していない。

また、タスクを達成した組は、全 10組中 7組で社

会的参照ありの組は 4組、社会的参照なしの組は 3組

であった。

6. 考察

6. 1 アンケートによる主観評価結果

• 操作性について

参加者は「Q1：操作方法は理解できた」、「Q3：自

分はどの部位を操作しているかわかった」の平均ス

コアがどの場合も高くなってはいる。しかし、「Q2：

自分の担当部位を思うように動かせた」の平均スコ

アはそれらよりも低いことから、頭では操作方法や

操作場所を把握しているけれども、実際に思うよう

に動かすことができない「もどかしさ」を感じなが

ら操作していることがわかる。

その中でも、Q2、Q3の質問では有意な差が確認

できていることから回数を重ねることで操作感が上

昇していることがわかる。初めは新奇なロボットで

あった〈Column〉が徐々に自分の制御可能な、拡

張された身体となっている様子が伺える。

• 意思疎通性について

意思疎通性のカテゴリであるQ4～Q6の質問全て

において有意な差が確認された。しかしながらスコ

アはそれほど高くなく、相手と明確にコミュニケー

ションが行えているとは言い難い。そのような結果

でありながらも、2回目よりも 6回目まで試行を繰り

返し行った方がより相手と意思疎通できていると感
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図 12 交互作用効果
Fig. 12 Plot of interaction

図 13 多重比較結果
Fig. 13 Result of multiple comparisons

じている。これは、繰り返し行うことで〈Column〉

の操作に慣れ、他者の様子を〈Column〉から読み

解く余裕が生まれたからだと考えられる。

また、後述のおもしろさと関連するが、相手とはっ

きりと明確にコミュニケーションが行えなくてもお

もしろさを感じることができていることから、共同

的な遊びにおいて、相手の意思を完全に読み取れな

い「もどかしさ」もおもしろさの要因になると考え

られる。

• おもしろさについて

楽しいは、感情形容詞であり、おもしろいは属性

形容詞である [31]。感情形容詞は、感情・感覚を表

現し、属性形容詞は、その人や物の性質を表現する

のに使われる。楽しい、おもしろいはどちらも同じ

ような意味を持つが、本研究では、個人で楽しいと

感じ、かつ他の参加者も楽しんでいると感じた場合

その性質としておもしろいと定義している。

「Q7:ゲームとして楽しめた」の質問に対して、平

均スコアが 4を超えていること、「Q8:他の参加者は

楽しんでいた」の質問もQ7に比べるとやや平均ス

コアが低いが 4付近であることから、自分が楽しめ

た、かつ他の参加者も楽しんでいるようだったと感
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じている。そのため、今回設定した共同的な遊びは

参加者に対しておもしろさを十分に感じてもらえて

いたことがわかる。

さらに、試行を繰り返すことで「Q9：またやりた

いと思った」の平均スコアにも有意な差が表れてい

る。これは、初めは新奇なものからくるおもしろさ

を感じていたが、徐々に慣れることで遊び本来のお

もしろさに気づき、遊びへと誘われていることを示

している。こうした遊びでは飽きを感じにくく、遊

びそのものを長続きさせることができると考えられ

る。自由記述として、「あと 30分はこれで遊んでい

られる」（1名）と記述した参加者もおり、持続性の

ある遊びであったことが示唆される。

また、アンケートにおいて飽きを感じたのは 4名

おりそれらはすべて社会的参照が制限された組に属

していた。その理由としては、「振っている腕が疲

れた」（3名）、「振ったのに反応がなかったから」(1

名)となっており、相手との遊びを楽しむというよ

りは個人の動作に閉じたこと、彼らの意思疎通性の

平均スコアも低くなっており、本来の共同的な遊び

をうまく行えていなかったことが原因にあると考え

られる。

• 一体感について

試行を繰り返すうちに一体感、達成感を強く感じ

ていることがわかる。慣れることで自分だけの操作

から他者を見る余裕が生まれてきたためであると考

えられる。また、実験の後半になるにつれて〈Col-

umn〉が転がる、移動することが多くなっていた。

〈Column〉の動作のコツを掴むことでこれらの感

覚を強く感じているということは、〈Column〉のメ

ディエータとしての役割が存分に発揮された結果と

いえる。

• 交互作用について

「Q13：ロボットを思い通りに転がすことができた」

の質問において交互作用が見られた (図 12)。この

質問について多重比較を行った結果を図 13に示す。

この質問に関する平均スコアは低く、思い通りに

操作できたと感じた参加者は少なかったが、多重比

較の結果より、試行数を多くとり、習熟した状態で

他者と直接コミュニケーションを取ることができれ

ば操作できたと感じることができている。また、完

全に操作できているとは感じていないものの、おも

しろさの平均スコアは高いことから、共同的な遊び

において、「もどかしさ」を感じることは重要な要

素であることがわかる。

• タスクの達成について

タスクを達成した組は、全 10組中 7組で社会的

参照ありの組は 4 組、社会的参照なしの組は 3 組

であった。社会的参照の有無によってのタスク達成

に大きな差はない。これは、質問紙の結果からもわ

かるように、相手の姿が見えてなくても〈Column〉

の動きから他者の意志や気持ちを感じることができ

たためだと考えられる。

しかしながら、タスクを達成した社会的参照あり

の組の内 3組は 6試行中 2度タスクを達成してお

り、社会的参照がある方がより意思の疎通が行いや

すくタスクの達成に影響している。うまくいった事

例を直接的な会話や身振りで共有することで戦略と

して〈Column〉の動きを統制することができたた

めであると考えられる。

• ビデオ分析による振る舞いについて

実験中の様子をビデオで撮影しているが、全ての

組についての分析はより詳細な分析になるため、こ

こでは、特徴的な 1組のみについて述べる。この組

は、社会的参照あり条件で実験を行った男性 2名女

性 1名組である。ここでは、A組と呼称する。

2回目と 6回目の試行で変化した点の 1つは、発

話内容の変化である。実験初期では、主に 1人の男

性がリーダー的な役割になり、操作の指示や発話を

促すような場面が生まれていた。この時、女性は、

操作についてわからない旨の発言をしている。もう

一人の男性は、〈Column〉の不可解な動きからどう

していいのかわからず発話はほぼ行われていない。

この状況では、未だ〈Column〉の操作についてわ

からないことが多く、一斉に操作したり、交互に操

作したりと試行錯誤しながら実験を進めており、う

まく動かすことが出来ていなかった。

しかしながら、終盤 6回目では、3人の内の誰か

がリーダー的な役割を担うことなく、視線や、簡単

な指示（「はい」、「次」のような目配せと共に伝え

る）で〈Column〉を操作する様子が見られた。ま

た、終盤では、操作の手続きとして、まず最初にだ

れがどの部位を操作しているか、1人ずつ〈Gear〉

を振り、確認しながら進めていた。終盤では、状況

に合わせて、必要な部分のみの操作や、一斉に操作

などを選択しながら実験を進めていた。こうした、

習熟による操作の手続きや戦略、発話の変化がビデ

オ分析により確認できた。

今回は、社会的参照ありの特徴的な 1組について

の分析のみだが、社会的参照なし条件や他の組、発

話以外の振る舞い等のより詳細な分析を行い、今回

設定した条件でのもどかしさの度合いや時系列での

コミュニケーションの変化について議論する必要が

あると考えている。
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7. おわりに

本研究では、人とロボットとの間での遊びについて

議論するための研究用プラットフォームとして〈Col-

umn〉を提案した。人同士がロボットを介して遊ぶ、

共同的な遊びの場面を設定し、社会的参照や習熟がお

もしろさ等に与える影響について主観評価実験によっ

て調べた。

社会的参照が〈Column〉を介した遊びにおいて重

要な役割を果たすと仮説を立てて実験を行ったものの、

実験結果より社会的参照の有無よりも試行回数による

慣れの部分が遊びのおもしろさや、意思疎通といった

コミュニケーションに多く影響を与えることが確認さ

れた。

これは、他者の姿が見えていなくても、繰り返し試

行を行うことで〈Column〉の動きから相手の次の選

択や意図を、読み取れてさえいればおもしろさを感じ

ることを示している。

また、〈Column〉を介した共同的な遊びは、初めは

新奇性からおもしろさを感じやすいが、徐々に慣れて

くることで共同的な遊びが持つ相手との協力や相手の

意思を感じるといった本来の特性を見出すことができ、

その遊びの持つおもしろさが維持されやすいことも示

唆された。さらに、実験の後半になるにつれて〈Col-

umn〉が転がる、移動することが多くなっていた。動

作のコツを掴むことで一体感や達成感を強く感じてお

り、〈Column〉のメディエータとしての役割が如実に

表れている。

こうした結果は、〈Column〉が持つ「もどかしさ」

により引き起こされたと考えられる。ここでの「もど

かしさ」とは、バランスを崩せた「小さな成功」と転が

りそうな「期待」によるポジティブな要素と、うまく転

がらなかったという「失敗」による負の要素のバラン

スによって生じるものである。参加者間で〈Column〉

を操作するうちに、「小さな成功」と試行の結果の「失

敗」という形で「もどかしさ」は媒介され、そこに共

感が生じることで協調が生まれたと考えられる。

本研究では、〈Column〉を媒介にした共同的な遊び

におけるおもしろさの要因について議論してきた。し

かしながら、〈Column〉の持つメディエータとして機

能している要因、協調が進む要因についてはまだ詳し

い議論が十分に行えていない。本研究の知見によれば、

習熟度が増すにつれて、コミュニケーションがうまく

行えていると主観評価から感じていることが伺える。

今後の応用として、子どもの遊びを通した発達研究の

ほかにも、初対面時のアイスブレイキングに応用でき

ると考えている。操作者同士の行為がお互いを制約し

合う「場」は、自然と会話や身振り手振りなどのコミュ

ニケーションを誘発し、きっかけを生じさせることが

できると考えている。

今後は〈Column〉を介した共同的な遊びの様子を

ビデオ分析を用いて解析することで、会話の内容や振

る舞いの変化などから協調がどのように進んでいるの

かについてより詳細に議論できると考えている。
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