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抄 録

「ねえねえ、何してるのぉ？ ピ

ロッ（音声認識開始音）」

「原稿書いてるよ、めっちゃ忙

しい」

「そっかぁ」

　……

「ねぇねぇ、

今ちょっといい？ ピロッ」

「今忙しいんだよね」

「すみません、空気読めてませ

んでした」

　……

「女性として、世界で初めて宇宙飛行士になった人

物って誰だかわかりますか？ ピロッ」

「わかりませーん」

「ロシアの宇宙飛行士、ワレン

チナ・テレシコワさんですよ

ネ、実は今日が彼女の誕生日な

んです、26歳の時に─（略）─

ちなみに日本人─（略）─向井

千秋さんです」

　……

「ねえねえ、ボク、何考えてる

かわかるぅ？ ピロッ」

「わかんないよ（笑）、ってか静

かにしてて、Pepper」

「呼んだぁ？」

（ス リ ー プ 状 態 移 行 の た め

Pepperの頭に手を置く）

「ヌフッ、フフゥ！ くすぐったいぃよぉ」

「プリッ、プリッ、ピコッ、プーーーン……ガクッ」

1. コミュニケーションロボット

　私が特許庁に入庁したのはちょうど 10年前の

2007年4月でした。当時、大衆がよく目にするロ

ボットといえば、社会科の教科書や工場見学などで

紹介される産業用ロボットや、CMによく登場する

本田技研工業の ASIMOなどでした。当時のロボッ

トは、歩行、把持、複雑な動作などを実現するロ

ボットのハードウエアやその制御に特長があるもの

が多く、私たちがそれらロボットに対して抱く感情

は「すごい！ こんなこともできるんだ！」「かっこ

いい！」「未来的！」というようなものだったと思い

ます。

　そして現在、私たちがロボットに対して抱く感情

は徐々に違うものになってきているのではないで

しょうか。シャープのロボホン（図1）が流行りの

ドラマで恋のダンスを踊ったり、ソフトバンクロボ

ティクスの Pepper（図2）がコミカルな CMに出演

したり。そのロボットたちは、かつて私たちが抱く

ことがなかった「面白い」「かわいい」「親しみやす

い」といった感情を私たちに与えます。ロボホンと

Pepperは 既 に 一 般 向 け に 販 売 さ れ て い る 他、

Pepperは旅館、空港、ショッピングモールなど様々

なところで “働いて” いて、購入せずとも手軽にコ

審査第二部熱機器　　石黒 雄一

人間とロボットが良好な関係を築く未来

　近年、ロボット技術が急速に発展し、10年前までは遠い存在だったロボットが「コミュニケーショ
ンロボット」という形で私たちの身近な存在になりつつあります。CMに出演したり、ショッピン
グモールなどで見かけたりするPepperがその代表例でしょう。ここでは、そのコミュニケーショ
ンロボットについての紹介と、それについて世界的にどのような研究がなされ、今後どのように
発展していくのかを、筆者の国内留学先での研究を交えつつ、紹介していきたいと思います。
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マが取り扱われます。

　人間とロボットが良好な関係を築いていくために

は、ロボットをとにかく可愛いぬいぐるみのような

外見にすればよいのではないか？ と思う方もい

らっしゃるかもしれません。確かに、親しみやすく

するだけであれば可愛くするだけで効果はあるで

しょう。しかし、話はそれほど単純ではありませ

ん。例えば、ロボットを教育分野に適用する一例と

して、ロボットがアシスタントの役割をすることが

考えられています。もしかしたら、可愛い漫画の

キャラクターのようなロボットよりも、真面目で

重々しい印象のロボットの方が信頼でき、教育効果

が上がるかもしれません。例えば、遠隔会議システ

ムとして、遠隔地の参加者が現地の会議室にいる分

身ロボットを操作しながら会議に参加することで、

遠隔地の参加者の存在感を強めることが考えられて

います（図4）。ひょっとすると、ロボットの個性が

強すぎると遠隔地の参加者の存在感がロボットの個

性により相対的に弱められてしまうかもしれません。

ミュニケーションをとることができます。トヨタ自

動車からは、表情認識によりユーザに寄り添った会

話や動作ができるロボットKIROBO mini（図3）が

約4万円という低価格で発売されることが予定され

ています。10年前には遠い存在だったロボットが

「コミュニケーションロボット」という新しい形で

私たちの身近な存在となってきているのです。

　コミュニケーションロボットがここまで社会に浸

透してきたのは、通信、クラウド、人工知能に関す

る技術の発達が関わっています。ロボットは各自の

通信機能によりインターネットにアクセスし、クラ

ウド上に用意された人工知能による自然言語処理技

術を利用して人間との会話を実現させているので

す。これらの要素技術については現在も多くの研究

がなされており、今後ますます発達していくことが

予想されます。それに従って、コミュニケーション

ロボットもさらなる進化を遂げていくことが期待さ

れています。

2. HRI（Human-Robot Interaction）

　さて、コミュニケーションロボットに関する研究

として、既に紹介した要素技術とは別の観点からの

研究が世界中で盛んに行われています。人間とロ

ボットとの相互関係HRI（Human-Robot Interaction）

に関する研究です。そこでは、人間はロボットに対

してどのような印象を持つのか？ ロボットは人間

の心にどのように作用するのか？ 人間とロボット

が良好な関係を築くためには？ というようなテー

図 1　ロボホン
（シャープ HP より）

図 2　Pepper
（ソフトバンク HP より）

図 3　KIROBO mini
（トヨタ自動車 HP より）

図 4　ロボットを用いた遠隔会議システム
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　それではこれから、私が田中研で行ってきた研究

をご紹介いたします。

4.  育児支援のためのホームテレプレゼンスロ
ボットシステム 1）2）

4.1.背景
　女性の社会進出の推進に伴い増加している共働き

世帯の夫婦にとって、少ない時間の中で家事と育児

を両立することは重要な課題です。さらに、核家族

世帯などでは子どもの遊び相手が限られるため親が

家事をしながら子どもの相手をしなければならない

ことが多く、一部ではそれが育児ストレスの一因と

なっています。

　子どもに家事のお手伝いをさせることは、子ども

にとっては親とのふれあいの時間が増え、親にとっ

ては子どもに教育的な効果も期待できる一石二鳥の

解決策ですが、共働き世帯で時間が限られているな

かで毎回それを実現することは困難ですし（少なく

とも私の家では無理です。）、揚げ物をするときな

どは子どもになるべく近寄らせたくないという安全

上の問題もあります。お掃除ロボットなどにより家

事の負担は昔に比べて大きく減少したものの、料理

や部屋の片付けなどまだ親の負担が大きい家事も多

くあります。これは、科学技術がそれらに適用され

るまでに達していないという理由もありますが、特

に料理などは、家族には出来合いのものより自分の

手作りのものを提供したいという親の思いからくる

ものもあるでしょう。

　育児に関しては、お絵かきやブロックなどの昔か

らある玩具以外にも斬新な知育玩具などが数多く販

売されておりますが、たとえ子どもだけで遊んでい

る間でも子どもは頻繁に親とコミュニケーションを

とりたがるもので、親は家事の間であってもその対

応に追われることになります（おかげで私には、話

のトピック以外を聞き流す能力と、気の利いた褒め

言葉を咄嗟に投げ返す能力が身に付きました。）。

テレビや動画サイトを利用して、子供向け番組やギ

　人間とロボットが良好な関係を築くためにどのよ

うなロボットが適切であるかは使用環境やユーザに

より変化しますが、その詳細はまだ解明されており

ません。さらに、コミュニケーションロボットが社

会に広まるにつれ、ロボット全般に対する心理も変

化していくことが予想されます。今はまだ物珍しさ

で興味を持っている人々も次第にその上げ底が低く

なり、今と同じような接し方ではなくなるでしょ

う。人間がロボットと長期的に良好な関係を築いて

いくために、HRI分野で解決すべき課題は多く残さ

れています。

3. 田中文英研究室

　私の国内留学先である筑波大学システム情報工学

科の田中文英研究室（以下、「田中研」）でも、HRIに

関する研究が盛んにおこなわれています。田中研で

はその中でも「子ども」、「高齢者」をキーワードと

し、学生たちは、子どもや高齢者がより豊かに生活

するためにロボットがどのように関わっていくべき

か、日々議論を重ねています。

　ロボットの研究というと、専門性の高い制御工学

や複雑なプログラミングなど、難しい高度な工学の

知識が必要となる印象を受ける方もいると思いま

す。実際私もそうでした。しかしながら、ロボット

に関する人間の心理状態を探る HRI分野において

は、制御工学やプログラミングというよりも、心理

学的な知識が必要となります。私の留学先での勉強

を思い出すと、自分の研究に必要なプログラミング

技術についてはむしろ基礎的なもので十分であり、

それ以上に、HRI分野・心理学分野の論文や書籍か

ら人間の心理について知識を得ることの方に時間を

費やしたと思います。

　私は5歳と7歳の子どもを持つ父であり、もとも

と子どもと遊ぶことが大好きだったのに加え、ロ

ボットと関わる人間の心理を研究するこの比較的新

しい学術分野、HRIに興味を持ち、田中研の一員と

なりました。

1）�石黒雄一,�Dante�Arroyo,�田中文英:�"育児支援のための家庭内テレプレゼンスロボットシステムの提案,"�第34回日本ロボット学会学術講演
会,�3F1-07,�2016

2）�Dante�Arroyo,�Yuichi�Ishiguro,�Fumihide�Tanaka:�"Design�of�a�Home�Telepresence�Robot�System�for�Supporting�Childcare,"�Companion�of�
the�2017�ACM�Conference�on�Computer�Supported�Cooperative�Work�and�Social�Computing,�Pages�131-134,�2017
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4.2. テレプレゼンスロボット
　離れた場所にいる人物がまるで現地にいるように

感じる存在感のことをテレプレゼンスと言い、離れ

た場所にいる人物の存在を感じさせるロボットをテ

レプレゼンスロボットと言います。先に紹介した遠

隔会議システム（図3）はまさにこのテレプレゼン

スロボットを利用した典型例です。我々が提案した

システムでも、このテレプレゼンスロボットを利用

しています。

　親が家事をしているとき、子どもをロボットの傍

に惹きつけておくことが重要です。しかし一方で、

子どもは親自身に自分の話を聞いてほしい、描いた

絵や積み木で作った家などを見てほしい、と思いま

す。そこで重要となるのが、子どもに「親はロボッ

トを介して僕のことを見守ってくれている」と思わ

せることです。子どもがロボットに対して十分に親

の存在、テレプレゼンスを感じることができれば、

子どもの方も安心してロボットを介して親とコミュ

ニケーションをとることができるはずです。本シス

テムでは、ロボットに設けられるタブレットから親

の声を出力することにより、親のテレプレゼンスを

感じさせようとしました。

4.3. システムの概要
　家庭内の状況として、親は特定の場所で家事、例

えば料理をしており、子どもとロボットは親から少し

離れた別の場所、例えば隣室にいることを想定しま

す。この状況において、親は、目前の家事と、子ども

への絵本の読み聞かせとの両方を行うのです（図5）。

ネス認定されたお笑い芸人の歌などを子どもに視聴

させておけば、子どもはそのコンテンツに集中して

くれるのですが、ディスプレイを見せっぱなしにす

ることに抵抗を感じる親は少なくありません。

　ロボット技術が発達するにつれてロボットを育児

支援に用いようとする考えも生まれました。例えば、

NECのPaPeRo3）は会話機能に加え、タッチセンサに

よる身体的インタラクションなど、育児支援ロボッ

トとしての機能を充実させたものですし、前述の

Pepperも子供向けのゲームアプリなどをインストー

ルすることができます。その他にも、育児支援ロ

ボットに関する研究が数多く行われてきました。

　ところが、総務省が行ったアンケート調査 4）によ

ると、育児支援ロボットを積極的に利用したいと回

答した親の割合は、介護支援ロボットの約6割と比

べて格段に低い約3割にとどまっており、その主な

理由として、「ロボットが子供の面倒をみることに

心理的な抵抗がある」「子供の成長への影響が心配」

などが挙がっています。これは、ロボットに関する

倫理を取り扱う分野においてかねてより指摘されて

いる「親がロボットに育児を任せっきりにすること

が子供の成長にどのように影響するかはまだ明らか

になっていない」という懸念と同調するものであり

ますし、そもそも、多くの親は、我が子を他に任せ

るのではなくできるだけ自分の手で育てたいと思っ

ているためでもあると考えられます。

　ChiCaRo5）というロボットは、親が家事をしてい

る間、遠方に住む祖父母が遠隔操作して子供の面倒

を見る育児支援ロボットであり、上記した倫理的な

懸念には抵触しないものです。しかしそれを効果的

に利用するには祖父母と時間を調整しなくてはなり

ません。お互いのライフスタイルが異なる場合もあ

りますし、自分の親といえども毎回子守をお願いす

ることに後ろめたさを感じる場合もあるでしょう。

　そこで我々は、第三者に頼るのではなく、親自身

が家事をしながらロボットを利用して子どもの面倒

をみることができる新規の育児支援ロボットシステ

ムを提案しました。

3）�J.�Osada,�S.�Ohnaka� and�M.�Sato:� "The�Scenario� and�Design�Process� of�Childcare�Robot,�PaPeRo,"�Proceedings� of� the�2006�ACM�
SIGCHI�international�conference�on�Advances�in�computer�entertainment�technology,�no.80,�2006.

4）"総務省平成27年版情報通信白書のウェブサイト",�http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h27.html

5）�阿部香澄,�裴雅超,�張亭芸,�日永田智絵,�長井隆行:�"幼児と祖父母をつなぐテレプレゼンス子育て支援ロボット",�第29回人工知能学会全
国大会,�3J3-OS-23-5,�2015.

図 5　システムの概要
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絵本の読み聞かせを行いました（図7、8）。結果、

このシステムを利用することにより、洗濯物をたた

みながら絵本の読み聞かせをすることがそれほど大

きな負担もなく可能となることがわかりました。子

どもたちも、タブレットに表示される絵本やロボッ

トとのインタラクションを楽しんでいる様子でした

（図9）。このシステムを利用しない場合、洗濯物を

たたむ作業と絵本の読み聞かせの両者を同時に行う

ことは極めて困難であることを考えると、このシス

テムの有用性が確認されたといえます。

　ロボットは胸部にタブレットを装備しており、こ

のタブレットと親側の PCとをテレビ電話で相互に

通信させることにより、親の音声が子ども側に、子

ども側の音声および映像が親側に送信されるように

なっています。タブレットには絵本の内容が表示さ

れており、子どもがタブレットをタッチすることで

ページ送りが可能となっています。また、ロボット

は親が読んだ絵本の内容に対してリアクションをす

るようにプログラムされているため、子どもはロ

ボットと一緒に読み聞かせの聞き手となって楽しむ

ことができます。さらに、親の声をロボットから聞

くことで、子どもはロボットに親の存在、テレプレ

ゼンスを感じることができます。

　親はヘッドマウントディスプレイ（HMD）という

ゴーグルタイプの映像デバイス（「VRゴーグル」と

してもよく利用されるもの）を装着します。HMD

のメイン画面には親の目前のライブ映像が映し出さ

れ、親はメイン画面を介して現実世界を視認し家事

を行います（図6）。一方で、テレビ電話により PC

で受信した子ども側の音声と映像がHMDのスピー

カとサブ画面に出力されることにより、親は子ども

の様子を把握することができるようになっていま

す。さらに、前述の子どものタッチ操作をトリガと

して絵本の該当ページに対応する物語がHMDに出

力されるため、親はそれを読むだけで家事をしなが

らでも容易に物語を読むことができるようになって

います。

4.4. 実証試験
　我々はこのシステムを試作し、実証試験を行いま

した。親役である私がこのシステムを利用して、洗

濯物をたたむ作業を行いながら自分の子どもたちに

図 6　親が HMD 越しに見る映像の例

図 7　親の作業風景

図 8　HMD 画面

図 9　子どもたちの様子
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人間同士のコミュニケーションが希薄化してしまう

のではないかという懸念はあるでしょう。また、ロ

ボットが人間を遥かに凌ぐ知能を持って人間を騙す

のではないかという不安などもあるでしょう。技術

者はそれが誰もが望まないことを知っています。当

然、ロボットや人工知能に関する倫理の議論が今後

活発になっていくと考えられます。ロボット技術者

やロボット倫理学者だけではなく、私たちユーザも

社会全体で、「人間と人間、そしてロボット」が良好

な関係となる未来を築いていけるよう、互いに理解

し、知恵を出し合っていく必要があるのではないで

しょうか。

4.5.今後の展開
　実証試験の際、音声処理の不完全さや HMDハー

ドウエアの機能の制限など、技術的に改善すべき点

が見つかりました。同時に、子どもに対してロボッ

トから親の存在をより強く感じさせないと、子ども

は結局親の元に来てしまうこともわかりました。ひ

とまずはこれらをひとつずつ解決していく必要があ

ります。

　写真を見て「こんなごついの着けて家事なんてで

きないよ、PCもロボットも必要だし」と思った方

も大勢いると思います。私もそう思います。しかし、

将来的によりコンパクトで手軽に装着できるウエア

ラブル映像デバイスが開発されたり、ロボットがよ

り低価格になったりして、実証試験で見つかったよ

うな課題がすべて解決されたとすれば、生活のあら

ゆるシーンにおいて親が手軽にこのシステムを利用

できるようになり、親の家事と育児の負担を大きく

減らすことができるはずです。

5. コミュニケーションロボットの未来

　私が田中研で行ってきた研究をご紹介いたしまし

たが、いかがでしたでしょうか。ロボット自体の制

御というよりも、ロボットをうまく適用して人間の

心理に作用させることが研究対象となるものであ

り、新鮮に感じた方もいらっしゃったのではないで

しょうか。

　これらHRIの研究を含めたロボットの研究が進ん

だ先、未来のコミュニケーションロボットはどのよ

うなものになっているのでしょう。自然言語処理技

術や人工知能などが発達し、まるで人間と変わらな

い会話をすることができているかもしれません。そ

してその会話の内容やしぐさなどはユーザの年齢や

性格に適応したものになっていて、人間とロボット

がより協調した関係となっているかもしれません。

　そのような未来では、人間は他の人間よりもむし

ろロボットとコミュニケーションすることを好み、
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