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1．は じ め に

ション場の成立に関わる，相対的な位置関係や視線・
顔方向からの他者との関係性の形成過程の分析（研
究分担者の竹内勇剛が担当）

本特集『認知的インタラクションデザイン学』の「意

2．対面販売や交渉場面において，インタラクション

思疎通のモデル論的理解と人工物設計への応用」で述べ

時の非言語情報から対話相手の意図を推定する過程

られているように，本領域では三つの研究目標を掲げて

の分析とそれを可能にする他者モデルの構築（研究

いる．そのうち，研究目標 1 の「人─人インタラクショ
ンのモデル化」の一翼を担うのが計画研究班 A01（以下，
A01 班と略記する）である．すなわち，A01 班は，人─

代表者の植田一博と研究分担者の大本義正が担当）
3．非母語コミュニケーションにおける，訛りに起因
するミスコミュニケーションの分析と訛りに対する

人インタラクションにおいて，人がどのような状況でど

選好度の自動計測（研究分担者の峯松信明が担当）

のような他者モデルをもち，それに従ってどのようにイ

紙面の都合上，本稿では上記の 1 と 2 に関してのみ，

ンタラクションを行っているのか，またインタラクショ

研究目的とその進捗状況を報告する．以下，2 章で上記

ン中に他者モデルがどのように学習，変更されるのかを

の 1 に関する竹内勇剛による研究を，3 章で 2 に関する

認知科学的に分析し，最終的にはそのモデル化を目指す．

大本義正による研究を，4 章で同じく 2 に関する本田秀

特に，A01 班では，成人間のインタラクションに焦点を

仁（PD 研究員）
，植田一博，大本義正による研究を紹介

当てる．その際，人─人インタラクションの根幹となっ

する．

ている記号的側面ばかりでなく，非言語的側面にも焦点
を当てる．
この目的のために，総括班と協力して，発話時の複数

2． 有意味な他者の存在に気付く認知過程の
インタラクションの分析とモデル化

話者のジェスチャなどの動作と顔方向を計測・分析する
ための，Kinect を用いた三次元会話計測システムを開発

2･1 背

景

している．さらに，発話に含まれる韻律特徴を分析する

他者モデルに従った人同士のインタラクションが成り

ためのツールをそれに組み込み，インタラクション時の

立つには，インタラクションの当事者の双方あるいは一

会話計測のための技術的基盤を確立する．そのうえで，

方が，心をもった知的な他者であると相手を認知してい

以下の三つの研究を実施している．

ることが条件になる．つまり他者モデルに従ったインタ

1．コミュニケーション開始時におけるコミュニケー

ラクションが成り立つ背後には，その当事者の少なくと
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も一方は暗黙的にチューリングテストをパスした存在と

た振舞いをする存在を「有意味な他者」として認知し，

して捉えられていることになる．一般に，対面した相手

その者に対して他者モデルに従ったインタラクションを

が人であれば，人はその相手に対してチューリングテス

成り立たせるための基盤を構築する．つまり他者モデル

トを行うまでもなく先験的に心をもった知的な他者とし

に従ったコンシャスなインタラクションが成り立つため

て捉えるが，それは相手をすでに自分にとって「有意味

には，サブコンシャスな「有意味な他者」の存在を認知

な他者」として認知しているからにほかならない．換言

するプロセスがあるのではないかという仮説に至ったの

すれば，たとえ自分の目の前に人がいたとしても，その

である [Sakamoto 14, 竹内 13]．

者が自分にとって「有意味な他者」として認知されなけ

以下では，上述の仮説の妥当性を検証するための実験

れば，その者に対する他者モデルをもつことはできない．

とデータ解析について概説し，成人間の他者モデルに基

したがって他者モデルに従った人同士のインタラクショ

づくインタラクションの成立のための認知的過程に関し

ンを成り立たせるには，当然ながら人は相手を「有意味

て考察する．

な他者」として認知していることが条件になる．
それでは，人はどのように自分とインタラクション

2･2 実 験 の 概 要

を成り立たせるべき「有意味な他者」の存在を認知する

前節でも述べたように，他者モデルに従ったインタラ

のだろうか．もちろん教師─生徒，医者─患者，監督─選

クションが構成される前段階として，自分にとって「有

手といったように，いくつかの典型的な文脈の中で社会

意味な他者」を発見・認知するためのサブコンシャスな

的役割が明確な関係があり，同時に自分がこのような関

インタラクションが行われているという仮説を検証する

係の一方であれば，その社会的役割の構造に従って自動

ために，以下に述べるような実験に取り組んでいる．

的に相手を「有意味な他者」として認知することができ

図 1 に示すような二つの同じ実験環境（実験室）を用

る．しかし，あらかじめ状況として与えられた社会的役

意し，それぞれの実験室に即時に 8 方向に移動可能なオ

割や典型的な文脈がない場合には，少なくともどちらか

ムニホイール型ロボット（図 2）を 1 台ずつ置き，その

一方が他方に対して関心をもち，それを行動によって相

ロボットの床面上の移動速度および位置を，もう一方の

手に示さなければならない．では，他者に対する関心は

実験室内にいる実験協力者（1 名）の歩行速度および位

どのように形成されるのだろうか．発達心理学や社会心

置と同期するようにする．こうすることで，一方の実験

理学では，母子間相互作用の観点や自我の形成，向社会

室内の人の立ち位置と他方の実験室内のロボットの位置

的行動などの観点において大局的な議論は行われている

（座標）とが相互に対応する．つまり実験室内の実験協

ものの，相互の関係が希薄な人同士の具体的なインタ

力者は，同じ環境内で自律的に動き回るロボットと二次

ラクションの成立過程に関してはこれまでのところ十分

元空間を利用した身体的なインタラクションを行うこと

な取組みは行われていない [Baron-Cohen 95, Frith 87,

ができ，実験者の視点からは，結果的に双方の実験室内

Tomassello 95]．また近年では，認知神経科学の見地か

にいるそれぞれの実験協力者間の二次元空間を利用した

ら，脳のミラーニューロンシステムが「有意味な他者」

身体的なインタラクションをしていることになる．

の認知に強く寄与している可能性を示唆する報告も行わ

実験では，実験協力者に与える情報（表 1）が異なる

れている [Falck-Ytter 06, Fogassi 05]．だがこれに関し
ても，機能性についての議論にとどまっており，時系列
的なインタラクションの成立過程については特に議論さ
れていない [Dinstein 08]．このほかにも，
「有意味な他
者」の認知が偶発的に生じている可能性も完全には否定
できないが，都会の人混みの中にあっては他者との接触
機会が過剰に多い中で他者に対する関心が偶発的に生じ
るとすれば，認知的な爆発を来してしまいかねない．し
たがって実際には，どんなに自分の周囲に多くの人がい
ても，その中から「有意味な他者」と認知される人は選

図1

択的に決定されていると考えるほうが自然ではないだろ

実験環境

うか．すなわち「有意味な他者」の認知は環境から与え
られた情報に基づいて受動的に行われる認知的活動では
なく，その存在を発見しようとする能動的な活動によっ
て達成されるのではないだろうか．
そこで我々は次のような仮説を立てた．人は自分に
とって「有意味な他者」になり得る存在を発見するため
の無自覚的な認知ルーチンを有しており，これに適合し

図2

オムニホイール型ロボットとその外装
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実験条件と教示内容

教示あり
条件

一方の実験室内の実験協力者には，その実験協力
者が現在いる環境と同じ環境をもった別の部屋の
状況を口頭で説明し，実験協力者の歩行と同期し
て別の部屋の中にあるロボットも同じ座標で移動
することが教示される．また同時に，別の部屋に
いる実験協力者に自分（人）の存在に気付いても
らえるよう行動するように指示される．ただし，
もう一方の実験協力者には，ロボットの存在理由
や動きに関する情報は一切与えず，環境内を歩い
てもよいことだけ教示してある．

教示なし
条件

二つの実験室内の実験協力者に対して，同じよう
にロボットの存在理由や動きに関する情報は一切
与えず，環境内を歩いてもよいことだけ教示して
ある．

図4

インタラクションにおける行動計測の様子

A）2 名の実験協力者の位置座標（125 ms ごと）
B）2 台のロボットの位置座標（125 ms ごと）
C）発話プロトコル
D）二つの実験室内のビデオカメラ映像
E）インタラクション終了後のアンケート内容
A）と B）のデータに対してはそれぞれの移動速度を
計算し，それらに対してある時刻 t から 10 秒間の実験
協力者およびロボットの移動速度データ群間の相互相関
関数を求めた．これにより，実験協力者とロボットが同
じような動きをした際の時間的なずれや，どちらが先行
して動いたか，どの程度動きが同期していたかを示すこ
とができる．

図3

実験手順

図 5，図 6 は二つの実験条件ごとの発話ラベル，移動
速度，相互相関関数の変化を表した実験結果である．本

2 条件のもとで，2 名の実験協力者がそれぞれ環境内を

実験では，人はサブコンシャスなインタラクションを通

どのように移動したり，発言したりしたかを計測・録音

して「有意味な他者」の存在を認知するという仮説に基

した．

づけば，2 条件間の行動データが示す特徴・パターンの

なお双方の実験協力者には，実験環境内のフィールド
内にいるように指示し，実験中は思ったことや考えたこ
とを逐一発話することを求めた（Think-aloud 法）
．た

差分の部分に「有意味な他者」を発見するプロセスが潜
んでいる可能性があると予測される．
現時点では，実験協力者の移動とロボットの移動の

だし Think-aloud 法に実験協力者を慣れさせるために，
実験前に Think-aloud 法によってタングラム課題（7 種
類の異なる図形を組み合わせて指定された形状にするパ
ズル）に取り組んでいる様子を撮影したビデオを実験協
力者に視聴させ，その後，実験協力者にもビデオとは異
なる形状をつくるタングラム課題を Think-aloud 法を用
いながら 5 分間取り組ませた．タングラム課題を終えた
実験協力者は，それぞれの実験室に入り，そこから 7 分
間実験者によって行動を観察された（図 3）
．なお，実
験の開始から終了まで実験協力者同士は一切会うことが

図5

教示あり条件の行動データ（実験協力者 P1）

図6

教示なし条件の行動データ（実験協力者 P2）

ないため，教示なし条件の 2 名の実験協力者と教示あり
条件の他方の部屋に関する情報を与えられていない実験
協力者は，この実験を単独で実施されている実験だと信じ
ていた．
2･3 結 果 ・ 考 察
実験は 10 組 20 名の実験協力者に対して行われた．そ
のうち 5 組は教示あり条件に，残り 5 組は教示なし条件
にそれぞれ無作為に割り振られた．この実験では次に示
すデータが計測・記録された（図 4）
．
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タイミングは同期している，または交互に移動が生じる

旅行の計画では，行き先，交通手段，イベント，予算，

ことが，人の能動的な（受動的ではない）行動を誘発す

といった要因を複合的に考える必要があるが，友人との

る可能性が分析の結果わかった．またこのような行動パ

相談や旅行代理店の人の助言などを通して，プランを店

ターンによって，ロボットが人によって何らかの関与を

頭で対話的に作成することが多い．このような意思決定

受けているのではないかと推察させる要因になっている

における助言者は，ある時点における相談者の意図を純

ことも明らかになった．このことは，教示あり条件でロ

粋に推定するだけでなく，新たな情報を与えたり自らの

ボットの振舞いに関する情報を与えられていない側の実

主観的な解釈を伴う意見を述べたりすることによって，

験協力者が，ロボットが人による関与を受けている可能

考え方の転換や発展を促すことが重要な役割の一つであ

性に気付く以前に，相互相関関数の正方向あるいは負方

る．こうしたインタラクション全体を通して，お互いの

向のピークが時間遅れのない位置に出現していることが

考えを推定し合い，また，お互いに提示された情報を自

その裏付けとなっている．しかし，まだ「有意味な他者」

らの視座から解釈し直して自分の考えに取り込むことを

となり得る存在に対して，その想定の妥当性を検証する

繰り返し，コンセンサス（あるいは common ground）を

ためのサブコンシャスなインタラクションが行われたか

協調的につくり上げていくことが，他者モデル構築のプ

否かの検証は現時点では行えていないため，今後の課題

ロセスにおいて重要だと考えている．本研究の最終目標

となっている．

は，このような他者モデルの相互適応的な構築を実現す
る人工物の学習・行動モデルの実現である．そのために，

2･4 ま

と

め

この実験を通して，現時点では，他者モデルに従った

成人間インタラクションにおける助言者からの働きかけ
について焦点を当て，さまざまなパターンの助言者の行

コンシャスなインタラクションが成り立つには，サブコ

動をシミュレーションしたインタラクションにおける，

ンシャスな「有意味な他者」の存在を認知するプロセス

相談者の主観的あるいは心的な状態の変化を分析する．

があるのではないかという仮説を支持する可能性のある

現在進めている研究では，互いに関係の深い一連のタ

実証的データを得つつあり，より詳細な分析を進めてい

スクではあるものの，個々のタスク自体は独立に遂行さ

るところである．

れる場面において，各タスクに対する重視要因から推定

本章で述べた研究は，最終的には人と人とが互いに関

された各相談者の選好モデルを助言者が保持することに

心をもっていない状態からインタラクションが生起して

よって，相談者の相談行動と心理状態にどのような影響

関係が形成されるまでの段階と，他者から自分に対して

を与えるのかを分析している．人間同士の継続的なイン

向けられる関心をどのように人は察知し，相手の振舞い

タラクションでは，意識的にも無意識的にも，自らの選

から意図や態度を推定する段階をアルゴリズムレベルで

好や計画を提供し合って他者モデルを構築する．そのた

説明するモデルの構築を目指すものである．これらの段

め，他者モデルを構築しない場合を観察することが困難

階では言語的な表現よりも非言語的な身体表現のほうが

なので，本研究では擬人化エージェントを助言者として

優位である．しかし，言語のように記号的に情報を得る

設定した．他者モデルを構築する場合としない場合の相

ことができない非言語的な身体表現の場合は，個体ごと

談者の行動とアンケートを分析することで，継続的なイ

の身体的な振舞いを分析するよりも，当事者間のインタ

ンタラクションにおいて，他者モデルを構築することが

ラクションそのものを分析するほうが効果的であると考

どのような影響を与えるのかを明らかにする．

える．そのため本研究においては，本章で述べたインタ
ラクションの当事者間の位置関係と動きの相関性や，相

3･2 実 験 の 概 要

互の身体や顔，視線の向きの変化などの非言語的な身体

実験では，タスクとして「家具・家電の購入および

表現が他者理解にもたらす認知的効果をモデル化するた

配置タスク」を用いた．実験参加者が新たに生活を始め

めの実験を中心に取り組んでいく予定である．

るにあたってワンルームの部屋を借りたという設定で，

3． 連続タスクにおける他者モデル保持の影響の
分析

エージェントと相談しながら，家具や家電のセットを購
入し，購入した家具や家電を 3D モデルで再現された部
屋に配置させるまでの流れを相談し決定するシミュレー
ションタスクであった．図 7 に本研究のタスクに用いた

3･1 背

景

家具・家電のアイテムと部屋への配置例を示す．

我々が意思決定するうえで多数の要因を考慮する必要

実験における相談では，商品を購入する購入フェーズ

がある場面の多くでは，他人の意見や対象物の状態など

A（家具など）および購入フェーズ B（家電など）を行っ

の外部要因の影響を受けるにつれて，自らの意思や行動

た後，購入した商品を部屋に設置する設置フェーズを

方針などを念頭に置きながら，対象に含まれる要因の中

行った．参加者は，エージェントと選択候補や部屋の配

で重視する点（ここでは「重視要因」と呼ぶ）を対話的

置が表示されるモニタの前に座り，エージェントと音声

に変化させて最終的な意思決定を行っている．例えば，

で対話した．エージェントとの対話は参加者が満足する

成人間インタラクションの認知科学的分析とモデル化
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図8
図7

相談回数の変化

購入候補となる家具・家電（左）と配置例

結論に達するまで行われた．参加者の意思決定における
重視要因の推定は，[Ohmoto 12] で提案されている手法
を用いた．言葉の意味などは実験者が解釈し，あらかじ
め定められたルールに従って手動で入力した．
実験は大学生計 21 人（19 〜 31 歳，
平均年齢 22.95 歳）
に対して実施した．21 人のうち 11 人（男性 8 名，女性
3 名）は，
重視要因保持して推定を行うエージェント（モ

図9

アンケートの結果

デルあり条件）とタスクを行った．残りの 10 人（男性
8 名，女性 2 名）は，フェーズごとに推定された重視要

したためだと考えられる．このように，人のタスクへの

因をリセットするエージェント（モデルなし条件）とタ

姿勢そのものに変化を与えるという示唆はとても興味深

スクを行った．実験終了後に，助言エージェントに対す

い．

る印象評価アンケートに 7 段階評定（1 全くそう思わな
い〜 7 非常にそう思う）で回答してもらった．

3･4 ま

と

め

本研究では，関係の深い連続的なタスク遂行中の相談
3･3 結 果 ・ 考 察

者の選好モデルを保持することによる，相談者の行動お

まず，参加者の相談行動の頻度の変化を分析した．そ

よび心的状態の変化について検討した．これまでの分析

の結果，設置フェーズと一つ前の購入フェーズとの間で，

から，モデルの保持によって，タスクの効率性だけでな

相談回数の傾向に差があることが認められた．図 8 に，

く，タスクに取り組む人の心的状態に影響を与えるとい

モデルあり条件とモデルなし条件の結果を示す．この図

う示唆が得られた．今後は，計測された生理指標の時系

から，モデルありの場合は一つ前の購入フェーズから設

列変化の分析を通して，さらに詳細な変化について検討

置フェーズに移行する際，相談回数が有意に減少してお

するとともに，異なるタスク間での重視要因の関連性か

り，モデルなしでは有意な差が出ていないことがわかる．

ら，1 段階上の抽象度の選好モデルを遂行する手法を開

この結果は，他者モデルがあると効率的に相談に乗るこ

発し，他者モデルの動的な学習・推定を行うことができ

とができるという直感とも一致する．

るエージェントの開発を目指す．

次に，実験後にとったアンケートについて分析を行っ
た．結果を図 9 に示す．それぞれの項目についてマンホ
イットニーの U 検定を行ったところ，エージェントの

4． 販売員と顧客間のインタラクション：
販売員による顧客の選好推定プロセスの分析

一生懸命さに有意傾向が見られ，エージェントの人らし
さ，エージェントの意見に合わせたかといった項目で有
意差が見られた．

4･1 背

景

人はコミュニケーションを通じて他者の価値観や選好

前二つの結果から，他者モデルをもつことで，相談者

を推定し，これを利用することで協働や提案などの協調

からポジティブな印象を得ることができることが示唆さ

的な振舞いが可能となる．選好や価値観は主に言語を介

れており，他者モデルはタスクの効率面のみならず，人

して伝達されるが，言語では明確に表出されない曖昧な

の情緒的な印象にも影響を与えると考えられる．その一

価値観や選好も存在し，その推定には非言語情報が重要

方，最後の結果は，相談回数が減少しているという結果

だと予想される．本研究では最終的に，このような非言

と併せて考えると，相談者の態度が，相手が提案する中

語情報を利用した他者の価値選好推定過程のモデル構築

から好みに合ったものを選ぶという態度から，自らの意

を目指す．

見を積極的に反映した提案を引き出すという態度に変化

非言語情報を利用した選好の推定に関して，[岩井 05]

16

人 工 知 能

31 巻 1 号（2016 年 1 月）

は参加者の視線と姿勢の観測に基づいた興味度推定手法
を提案している．また，[藤江 05] は韻律と頭部の動き
より発話者の態度（否定的か肯定的）を推定する手法を
提案し，ロボットへ実装することでその対話の自然さを
評価している．さらに，[Stoltzman 06] は，現実のビジ
ネスプランの売込みの場面において，話者の声のピッチ
や強調の度合いから説得力を推定する手法を提案してい
る．しかし実際の対面でのコミュニケーションにおいて，
会話相手の潜在的な選好を推定するために，非言語情報
を人がどのように利用しているのかを明らかにした研究
は我々が知る限り存在しない．そこで本研究では，自然

図 10

計測に使用した機材の配置図

図 11

旅行相談（実際の実験の様子）

なコミュニケーションにおいて表出された非言語情報
を，聞き手がどのように会話相手の選好推定に利用して
いるのかを解析することを目的とする．
この目的を達成するために，旅行代理店の販売員が顧
客の要望を聞き出し旅行プランを提案するなど，対面で
の販売および交渉を行うような旅行相談場面を実験的に
分析した．この状況では，当初，顧客自身も気付かなかっ
たような潜在的な欲求が対話を通して導き出されるよう
なプロセスが考えられる．例えば，顧客は当初沖縄への
旅行を希望していたが，ビーチでくつろぐことが潜在的
な欲求だったことを販売員が見抜き，最終的に海外のリ
ゾート地への旅行プランが選択されるという可能性が考

行相談がうまくいったと思うか
（1 全くうまくいかなかっ

えられる．そのような販売員と顧客の対話場面を計測し，

た〜 7 非常にうまくいった）などについて尋ねた．顧客

販売員が顧客の価値選好を推定しているプロセスを明ら

に対しては提案されたプランに対する魅力度（1 全く魅

かにする．

力的ではない〜 7 非常に魅力的である）
，また相談全体

以下では，実験の概要と現時点で明らかになった内容

に関する印象（1 全く満足していない〜 7 非常に満足し

について紹介する．

ている）などについて尋ねた．

4･2 実 験 の 概 要

4･3 結 果 ・ 考 察

旅行代理店の販売員（実際に店舗で顧客への応対を日

まず旅行相談に対する販売員と顧客の主観的印象の関

常業務として行っている販売員）として女性 10 名，顧

係について分析した．具体的には，販売員の主観的印象

客側として 15 名（男性 4 名，女性 11 名）が実験に参加

（ 旅行相談はうまくいったと思うか ）と顧客の主観的

した．実験は，30 分間に顧客が家族旅行で沖縄へ行き

印象（ 旅行相談をどのくらい満足しているか？ ）に対

たいと考えており，その際の相談に販売員が応じ，パン

して，どのような関係性が存在しているのかを分析した．

フレットなどの資料を用いて，大まかな旅行計画の相談

主観印象間の相関係数（スピアマンの順位相関係数）を

のみを行ってもらった．その際の販売員と顧客の対話場

求めたところ，有意とはならかったものの，正の相関関

面を計測した．具体的には，Kinect 2 台で顧客の体の動

係が観察された
（r ＝ .249，
p ＝ .18）
．つまり，
販売員が 旅

き，Web カメラ 1 台で顧客の表情変化，またディジタル

行相談はうまくいった

カメラ 2 台で顧客と販売員をそれぞれ撮影した．図 10

る顧客の満足度も実際に高くなる傾向にあることを示し

に機材の配置を，図 11 に実際の旅行相談の様子を示す．

ている．よって，販売員は旅行相談に関する顧客の全体

各販売員は 3 名の顧客への相談，また各顧客は 2 名の販

的な満足度についてある程度正確に予測できていたと考

売員との相談を行い，合計 30 ペアに対して実験は行わ

えることができる．

れた．

と考えた場合，旅行相談に対す

続いて，顧客の選好推定において販売員が顧客のどの

また旅行相談終了後，販売員と顧客それぞれに対して

ような非言語情報を用いていたのかを分析した＊1．具体

事後アンケートおよびインタビューが行われた．販売員

的には，販売員が具体的なプランを提案後，30 秒間に

に対しては，相談内で販売員が顧客に提案したと考えら
れるホテル，観光内容，フライトなどの具体的なプラン
3 〜 5 点に対して，顧客は魅力に感じていたと思うか（1
全く魅力的ではない〜 7 非常に魅力的である）
，また旅

＊1 以下では，3 ペアのデータに基づいた分析について報告する．
現状，有意性を分析するための十分なサンプルサイズ数が得ら
れていないために，算出された統計量から定性的な議論を行う．

成人間インタラクションの認知科学的分析とモデル化
表2

プラン提案後 30 秒間に出た動作の割
合と顧客のプランに対する魅力度に関
する販売員の予測との相関係数
動

作

相関係数

前のめり

.03

目を販売員に向ける

− .10

パンフレットを見る

− .31

手に顔を当てる

.34
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5．お わ り に
人同士のインタラクションには，お互いが相手に関心
をもっていない状態からインタラクションが生起して関
係が形成されるまでの段階と，他者から自分に対して向
けられる関心や欲求を察知し，振舞いから相手の意図や
態度を推定する段階の，大きく 2 段階があると考えられ
る．2 章で紹介した研究は前者に，3 章ならびに 4 章で

出現した動作の割合を算出し，出現した動作の割合とそ

紹介した研究は後者に該当する．いずれの研究において

のプランに対する顧客の魅力度に関する販売員の予測の

も，非言語情報に焦点を当てて分析を行っている．とい

間の相関関係について分析を行った．ここでは， 前の

うのも，他者との関係性の形成や他者の意図や欲求の推

めりになる ， 目を販売員に向ける ， パンフレットを

定には，言語情報以上に非言語情報が影響している可能

見る ， 手に顔を当てる ，以上四つの動作について注

性があるからである．

目した．表 2 に表出した動作の割合と販売員の予測値の

どの研究も進捗途上にあるため，明確なモデルの提案

間の相関係数を示す．表からわかるように，動作によっ

にまでには至っていないが，今後も研究を進めることで

て相関係数に差が見られ， パンフレットを見る と 手

他者モデルに基づく関係性の形成および他者の意図推定

に顔を当てる に相対的に強い相関関係が存在していた．

のためのモデルが構築できると期待している．そして，

これらの非言語的な情報が顧客のプランに対して感じて

計画研究班 C01 および C02 と協力して，得られた他者

いる魅力度を予測する際の手掛かりになっている可能性

モデルを実際の人工物の設計に応用することが最終的な

が考えられる． パンフレットを見る

目標である．

という行為は顧

客が目をそらした行為と解釈可能である．つまり，販売
員はこの行為から，プランに対して魅力を感じていない
と判断した可能性が考えられる．また 手に顔を当てる
という行為は顧客がプランに対して興味をもち，その詳
細について考えている行為と解釈可能である．結果とし
て販売員はこの行為が見られたら，顧客はプランを魅力
的に感じていると予測していた，という可能性が考えら
れる．
このように，販売員は顧客がプランに対して感じてい
た魅力度を特定の非言語的情報から読み取っている可能
性が示唆された．
4･4 ま

と

め

本研究では，対面での旅行相談場面における販売員と
顧客間のインタラクション分析を通じ，販売員が非言語
情報（顧客の動作）から顧客の選好を推定するプロセス
の解明を目指している．これまでの分析で，販売員は顧
客の特定の動作に注目して，顧客の選好を推定している
可能性が示されている．
今後は，非言語情報と販売員の顧客の選好推定の関係
について，統計モデルを構築したうえで，非言語情報が
販売員の選好推定に与える影響について定量的な視点を
踏まえてより精緻な分析を実施する予定である．また販
売員と顧客の会話内容について分析し，言語情報が販売
員の選好に与える影響についても同時に検証する．そし
て，言語情報と非言語情報の影響を統合的に考慮したう
えで，販売員がもつ他者の意図推定モデルの構築を目指
す．
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