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Abstract:
We propose to use anthropomorphic characters with limited cognitive ability as a milestone of
Artificial General Intelligence (AGI) research. We think Minidora , a character who appears
in the anime Doraemon is suitable as our current challenge. Though Minidora cannot speak
natural language, we assume Minidora share our mental model. Since its character requires human
assistance, researches based on its characteristics are desirable from both technical possibility
and social value. In this paper, we will illustrate several examples of cognitive ability Minidora
holds, then show the relationship between existing researches, respectively. Especially, we focus
on Minidora as a platform of new direction in Human-Agent Interaction and Pattern Recognition
researches.
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はじめに

ヒトレベルの汎用人工知能が実現した際の社会的・経
済的価値は大きく，ヒトレベルの汎用人工知能をゴー
ルに見据えたロードマップは重要である．ロードマッ
プを設計する上で生物の進化を参考にする場合 [1] があ
るが，常に有効とは限らない．例えば，生物学を参考
にしたロードマップではネズミレベルの知能の再現が
直近の課題として頻繁にあげられる．しかし，ネズミ
はあまり視覚に頼らない認知をしており，現在特に発
展している画像認識技術が有効に活用されない可能性
がある．知能の工学研究は人の認知を基準に展開され
る傾向があるため，生物の進化の過程とは必ずしも一
致しない．したがって，技術の進展を考慮してロード
マップや直近の課題を定める必要がある．
著者らは，フィクションに登場する認知機能が制限
された擬人化キャラクターがロードマップの基準に有
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効と考えている．擬人化キャラクターの認知機能は，人
間の認知機能を基準に多種多様な設定がされているた
め，現状の技術に応じて柔軟に問題設定ができる．さ
らに制約されている認知機能が明確化することができ，
個々のマイルストーンを達成した場合の次のステップ
が自然と明らかになる．
擬人化キャラクターの中でも，アニメ「ドラえもん」
に登場する「ミニドラ」は直近の課題設定として有効
と考えられる．ミニドラとは小さなサイズのドラえも
んであり，発話するのは「ドラドラ」といった非自然
言語のみといった認知的制約がある．しかしミニドラ
の認知的制約は，人にミニドラを助けたいと思わせる
こともできており，人の助けを前提としたデザインは，
技術的実現可能性を高めつつ社会的価値を創出できる
[2]．さらに認知的制約を解決することで，
「ドラえもん」
というヒトレベルの汎用人工知能に自然な拡張が可能
である．
本論文では，ミニドラを題材とした汎用人工知能開
発について考察する．第 2 章では，本稿の背景となる

諸研究について述べる．第 3 章では，ミニドラの学術
的位置づけについて説明し，第 4 章で，想定される具
体的な問題設定や課題について議論する．そして最後
に第 5 章をまとめとする.

3
3.1

ミニドラの学術的位置付け
非自然言語コミュニケーション

多くの知的システムが目指している自然言語による
人間とのコミュニケーションには，未だいくつかの障
壁がある．一方で，人間は人間以外の動物とコミュニ
2 関連研究
ケーションをとることができるが，動物は鳴き声など
の非自然言語情報やノンバーバル情報を用いて人間と
2.1 Human-Agent Interaction
コミュニケーションをとる．一方で人間は動物の鳴き
人間とのインタラクションを対象とする研究に Human声に合わせるよりも，自然言語を用いてコミュニケー
Agent Interaction (HAI) がある．HAI においてエー
ションをとる場合がしばしばある．
ジェントとは擬人化エージェント，ロボット，人間の
ミニドラと人間のコミュニケーションも同様である．
三つをさす．したがって HAI では人と上記の 3 種類の
「ドラドラ」という発話とノンバーバルな情報から人間
エージェントとのインタラクションを扱う [3]．HAI の
が「こういうことかい？」と予測をしながらコミュニ
目的は 3 つの異種インタラクションデザインについて， ケーションを取っている様子が描かれている．
共通する要因，異なる要因を実験的に検証することと
従来のチャットボット研究では，システムは入力され
いえる [3]．
た情報を解析して適切な回答を探索し，返答する，い
HAI は一般的な人工システムとは異なり，人間から
わゆるボトムアップ的なシステムであった．しかしな
システムへの適応，つまり相互適応を前提とする [4]．つ
がら，ミニドラのように非自然言語コミュニケーショ
まり Intelligence Amplification (IA)[5] の立場である．
ンのみを行う場合には，かならず発話の意味をお互い
に予測しながらコミュニケーションをとる，トップダ
ウン的なアプローチが重要になる．人間の認識はトッ
2.2 Artificial Subtle Expression
プダウン的な要素が強いことも広く知られており [14]，
ミニドラという題材でコミュニケーション研究を行う
Human-Agent Interaction(HAI) 分野では，インタ
ことは，トップダウン的なコミュニケーション研究を
ラクションが成立する最小限のデザインについて検討
反転する可能性が高い．
が行われている [6]．人間同士のコミュニケーションで
ASE の研究では，極めて単純な LED の点滅やビー
は，subtle expression (ささいな表出) と呼ばれる，顔
プ音が人工物の内部状態を表出することに貢献できる
の表情，視線，身振りなどの非言語情報の重要性が指
ことを示しているが，コンテキストに応じてノンバー
摘されている [7]．そこで人間と擬人化エージェントや
バルコミュニケーションの意味が変化する条件につい
ロボットのコミュニケーションでも，subtle expression
ては扱われていない．
「ドラドラ」という発話によって
を利用して人間に負担をかけずにコミュニケーション
コンテキストに応じてさまざまな内部状態を表出させ
の円滑化を図る研究 [8, 9] がある．さらに Funakoshi
るという意味で本研究は ASE 研究のさらなる発展系と
らは，あえて人のふるまいを再現せずにエージェント
も位置付けられる．
特有の subtle expression を用いても，人とのコミュニ
ケーションが円滑になることを報告している [10, 11]．
エージェント特有の人工的な subtle expression を特に
3.2 非タスク志向
ASE (Artificial Subtle Expressions) と呼ぶ．

2.3

アクティブビジョン

視覚を受動的な表象を形成するものとしてではなく，
能動的に欲しい情報を獲得する過程であるとみなすア
クティブビジョンと呼ばれる考え方がある．ノエ [12]
は視覚とは対象の情報を得るために行動することであ
るとするエナクション仮説を心理学的証拠を根拠に提
示している．また，アクティブビジョンの考え方を一
般の感覚データに拡張し，その数理モデルにまで押し
進めた仮説として，Active Inference[13] がある．

ミニドラは体が小さく，ひみつ道具も小さいため，人
間が求めた通りの期待に応えられない場合がしばしば
ある．つまりミニドラは，ひみつ道具によって問題を
解決するタスク志向型エージェントというよりは，役
に立たないひみつ道具で我々を楽しませてくれる非タ
スク志向型エージェントに位置付けられる．
これまで非タスク志向型エージェントとしてはアイ
ボやパロ，キーポンといったロボットが活躍してきた．
いずれも比較的単純なシステムながら，人の心をつか
むことで人に愛されてきたロボットである．また，人
間に対して過度な期待を抱かせないこともそれらのロ
ボットが高い評価を得てきた重要な要素である．

ミニドラは，これまでの非タスク志向型のコミュニ
ケーションロボットの発展と捉えることができる．

3.3

知能増幅 (Intelligence Amplification)

自然言語を話せないミニドラにとって，対話相手に
対して予測的な認知を引き出すことは重要であり，ど
のようなコミュニケーションの要素が相手からの予測
的な認知を引き出すかを明らかにする必要がある．

ミニドラは多くの場合人やまわりのロボットに助け
4.3 ミニドラ環世界における
られるシチュエーションが頻繁にある．助けてもらえる
能動的パターン認識
ロボットというのは，重要な設計アプローチであり，岡
田らが提唱する弱いロボットの理論にもよく合致する．
生物は客観的な世界ではなく、主観的に創り上げた
さらに，ミニドラは他者を前提とし，他者と協力関
『環世界』で生きている [18]. 擬人化キャラクターであ
係を結ぶことで知能増幅（Intelligence Amplification,
るミニドラは, ヒトとは明確に異なる性質の身体を持ち
IA）が起こることが重要である．
ながら, ヒトと同じ心のモデルや概念空間を持つことを
Human-Agent Interaction(HAI) においても，IA の
想定されている. すなわち, ミニドラの環世界は人と一
重要性はしばしば強調されており，ミニドラが実現す
部共有され、一部全く異なるものである.
れば HAI がめざす人とエージェントのインタラクショ
しかしながら， ミニドラは体が小さく，見廻すこと
ンの実現に大きな寄与ができる．
のできる範囲も人間と比べれば限られている．ヒトと
同じ概念空間を獲得するためには，ミニドラ自身がヒ
トの期待に応えるために動き回り，制限された知覚を
4 ミニドラ開発における課題
補う必要がある．
本研究では, ヒトと異なる身体を持ちヒトと同じ内部
4.1 認知的制約をもつ
状態を期待されるミニドラの環世界を形成するために,
コミュニケーションロボット [15]
能動的パターン認識という新しい問題設定の提起およ
び検証を行う. 能動的パターン認識においては, ロボッ
近年テーブルトップコミュニケーションロボットの
トの行動を知覚に対して受動的に応答するものではな
有効性が認められている [16]．しかし多くのテーブル
く, 自身の知覚を強化するために能動的に行われるプロ
トップコミュニケーションロボットは自然言語を用い
セスと解釈する．
たコミュニケーションを前提としており，非自然言語
今後は，能動的パターン認識の問題設定を具体化し，
のみを用いて十分な表現力を発揮することが難しい．
能動的な知覚がミニドラ環世界の構成に貢献すること
ミニドラを実現するためには，認知的制約をもつコ
を初歩的な実験を通じて示す予定である．
ミュニケーションロボットを設計・開発する必要があ
る．ミニドラの認知的制約の中で十分なコミュニケー
ションを行うために，より豊かなノンバーバルコミュ
ニケーション機能の実現が課題である．

4.2

予測的な認知を引き出す
非自然言語コミュニケーション [17]

人間は状況や文脈，事前知識をもとに，予測的な認
知を行っていると考えられている [14]．したがってコ
ミュニケーションを行う場合にも相手の発話に対する
予測が重要な役割を果たしている．著者らは，人間が
予測的な認知を利用すれば，自然言語を話せないロボッ
トも言語的なコミュニケーションを行えるという仮説
を立てている．つまり，人間の「おはよう」という発
話にミニドラが「ドラドラ」と反応した場合，人間は
ミニドラが「挨拶し返すだろう」という予測と，予測
から大きく外れない返答から，
「おはよう」と返事をさ
れたことを認識できると考えている．この場合ミニド
ラに求められることは人間の予測している範囲内の返
答をすることである．

5

おわりに

本論文では，汎用人工知能研究の新たなマイルストー
ンとしてミニドラが適切ではないかと考え，いくつかの
学術領域から見たミニドラの位置付けを整理するとと
もに，実際に課題となる技術や知見について考察した
今後，実際にミニドラを想定したシステム開発を行
く予定である．
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