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モノと者の間にあるもの 
－ロボット研究から「モノ学」へのアプローチ 

（岡田　美智男）  

2010年5月15日 
久保　晶子	
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「モノ学の冒険」でのモノと者と物	

モノ	

者	 物	
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者と物の間にあるもの	

者	 物	

人びとは 
コミュニケーションをとれる？	

人が使うもの？	
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　私たちはなぜ「モノ」を作るのか，なぜロボットを作るのか．
それは私たちの思考が向かう対象であり，私たちの思考を
制約し方向づけるもの，つまり思考の道具である．	

本節のまとめ	

p219 

「私たちにとって何か役に立つモノを作る」というより，
むしろ「その対象に対する憧れ」のような気持ちの中で，
その対象に迫ろうとする行為の一端が「モノ」を作るとい
うことにつながったのではないだろうか．	

p206 
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　「モノ」と「者」の違いは何であるのか．「者」は行為者として
の内なる視点を持ち，自己の身体に備わる不完結さを自覚で
きる．周囲との関わりの中で自分らしさを追い求める関係論
的な存在であり，他社との間で「場」を生み出すこともできる．
「モノ」は内なる視点を持てない．	

本節のまとめ	

p219 

者	 モノ	

n 　内なる視点から，私たちの身体に備わる 
　　「不完全さ」を自覚する．	

n 　系の中に閉じた，自己完結したもの． 
n 　内なる視点を持てない．	
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ロボットはモノの中にあって，行為者としての内なる視点を持
てる稀有な存在である．ロボットが「モノ」と「者」の間にあると
いえるのは，そのためだろうと思われる．	

本節のまとめ	

p219 

者	 モノ	

ロボットは，モノと者の間にある．	
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著者　岡田美智男氏について	

※岡田美智男氏HPプロフィールからの抜粋	

1960年　福島県生まれ 
東北大学大学院工学研究科情報工学専攻 博士後期課程 修了　工学博士 
2006年4月より　豊橋技術科学大学 知識情報工学系 教授  
 
【専門分野】 
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生態心理学など． 
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平成13年10月 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) メディア情報科学研究所 主任研究員  
平成14年10月 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 知能ロボティクス研究所 主任研究員  
平成15年 6月 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 人間情報科学研究所 主任研究員  
平成16年 4月 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) ネットワーク情報学研究所 生態学的
コミュニケーション研究室 室長  
平成10年4月～平成18年3月 京都大学大学院 情報学研究科 システム科学専攻 人間機

械共生系(連携)講座 客員助教授(兼務)  
平成18年 4月 豊橋技術科学大学 知識情報工学系 教授 (現在に至る)  
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社会的な存在	

電車の中で知り合いとおしゃべりを 
するとき，傍らにいるおばちゃんの 
視線が気になる．	

おばちゃんの存在により会話の 
内容が制約を受ける． 
（おばちゃんが，私たちの会話に 
傍観者として参与している）	

缶コーヒーの自動販売機の近くで 
立ち話をする．	

自動販売機の存在は，会話に 
影響を与えない．	

社会的な存在と見なしている 
あるときは 
社会的な存在として見なすことを 
あえて避ける	

社会的な存在と見なしていない	

「者」	 「モノ（キカイ） 」	
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モノと者の間にあるロボット	

者	 物	

ロボット	

おばちゃん	 自動販売機	

違い？	

違い？	 違い？	

ヒューマノイドロボットの出現により，者とモノの境界は少し揺らぎ始めている．	
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自動販売機からの「ありがとう」問題	

音声技術の進歩によって，音声合成のクオリティは格段によくなったが， 
モノと者との垣根はまだ残されたまま．	

ありがとう 
ございました！	

合成音に，お礼の気持ちは感じない・・・	

自動販売機の発話が「実世界」に対して意味を持ち， 
私たちに素直に受け入れられるには？	

その行為が状況そのものに協応している必要がある． 
コミュニケーションや「他者性」の問題．	
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「場」や「コト」を生み出しうるか否か	

コミュニケーションの二つの側面	

モノとしての側面	 コトとしての側面	

コミュニケーションを媒介する 
メッセージを，いかに正確に効率よく 
大量に伝えるか	

他者からの語りかけに対して 
応答責任を感じてしまうような 
「場」を生み出す	

モノとしての自動販売機やロボットは， 
「場」や「コト」を生み出すことはできない．	

者は，「場」や「コト」を生み出すことが 
できる．	

なぜ私たちは「場」を生み出すことができるのか？ 
「場」を生み出すメカニズムとは，どういうものか？	
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「観察者の視点」と「行為者の内なる視点」	

n 　観察者の視点 
ü 　私たちの「身体」は外から容易に観察できることから， 
　　その身体は「個」として完結しているような先入観を 
　　もたれやすい． 
ü 　人と人とのコミュニケーションを外から観察するとき， 
　　そこでやり取りされるメッセージは「個として完結したもの」 
　　と捉えられやすい．　　　　　　　　　　　　　　　　　	

「個として完結した身体」やそれを外から眺める観察者の視点からは， 
コミュニケーションにおける「場」という概念は説明しにくい．	
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「観察者の視点」と「行為者の内なる視点」	

n 　行為者の内なる視点：相手との関わりの中で事後的に 
　　たち現れるもの 

ü 　自分の顔は見えないように，自分という存在も，自分の中 
　　に閉じていては知りえない． 
ü 　相手に向けられた発話も，相手からの応答を得て，その 
　　意味や価値が事後的に構成される． 
ü 　自分の行為の意味を特定する情報を，環境や他者との 
　　関わりに探りながら，自分の行為の意味を調整していく．	

内なる視点からは，私たちの身体に備わる「不完結さ」が見えてくる． 
私たちの行為や発話が，それを支える環境や他者からの応答との拮抗した 
関係から，コミュニケーションの「場」を作り出している．	
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「モノ」と「者」とを分けるもの	

n 　自動販売機やロボットからの発話 
　　＝プログラムされたもの，作りこまれたもの 

ü 　系の中に閉じた自己完結したものであり，その発話は 
　　　　私たちを必要とせず，私たちの存在を予定していない．	

　　　　　　　　　　　　　　　　	

n 　相手に向かっての「おはよう」の投げかけ 
　　＝自分自身の行為の意味や価値を探し続ける知覚行為 

ü 　相手からの支えを予定しており，賭けを伴う 
ü 　自分の行為の意味を特定する情報を常に環境や他者と 
　　の関わりに探りながら，その行為の意味や役割を調整して 
　　いる．	

者	

モノ	
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「身体」とロボットのデザイン	

n 　観察者から見た身体 
　　＝モノとしての身体 
　　自己完結した個体能力主義的な身体	

　　　　　　　　　　　　　　　　	

n 　行為者の内なる視点で捉えた身体 
　　＝「コト」や「場」を生み出す身体 

不完全さを伴い，周囲の環境や他者との 
関わりの中で，意味を求め続けるような身体	

足し算としてのデザイン	

どんどん人に近づけて 
いく	

実態としての同型性の追求	

引き算としてのデザイン	

どんどん余分をそぎ落と 
していく	

関係としての同型性の追求	
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手のかかる子どもほどかわいいのはなぜか	

「弱さ」をチカラにしてしまうダイナミクス	

おばあちゃんの水やりによって，
生きながらえることができる． 
＝草木に備わる「弱さ」 

	

草木の命を支える存在と
して，草木によって価値
付けられている． 
＝おばあちゃんの不定さ	

相互構成的な関係が生み出される	

ロボットにおいても同様 
 
「手のかからない」自立的ロボットは，私たちとの間でつながりが感じられない． 
「手のかかる」ロボットは，相互性や関わりが生まれる．	
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関係論的な視点からみた「ヒトとモノの間にあるロボット」	

特定の機能（能力）を必ずしもロボット側に一方的に帰属させない． 
私たちとロボット，お互いの間に分かち持たれている．	

ü 　Muu：自由に移動する能力は持たないが，誰かが移動させてくれれば， 
　　移動するという能力がその関わりの中に結果として現れる． 
ü 　ゴミ箱ロボット：人にゴミを拾ってもらうことで，結果としてゴミを拾い 
　　集めてしまう．	

これらのロボットが持つ「弱さ」や「不完結さ」が，本来私たちの身体が 
備えている「弱さ」や「不完結さ」と同型である． 
この関係としての同型さにより，同調が引き出され，アシスト行動が 
引き起こされる．	
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Muu 

※岡田研究室HPより抜粋	

ü 　ぶるぶる動く 
ü 　関西弁をしゃべる(?!)　	
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Sociable Trash Box 

※岡田研究室HPより抜粋	
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口ごもるコンピュータ	

岡田　美智男　氏　著 
共立出版1995年	

1章　コンピュータと音声とのかかわり  
2章　なぜはがゆいのだろう  
3章　相互作用のなかから  
4章　過制御から不完全指定へ  
5章　強調から協応へ  
6章　聞き耳をたてながら  
7章　社会のなかで生き延びていくために  

著者がATR知能映像通信研究所在職中に執筆されたもの．音声言語処理， 
認知科学に関する内容が中心． 
自然な発話（spontaneous speech）と朗読発話（read speech）の違いから 
実社会と協応するロボット（の言語学）を考察している．	



21 

読んで感じたこと	

ロボットの研究を通じて「ロボットとは何か」と理解していくことは， 
ロボットを位置づけるための二つの概念，「モノ」と「者」を理解し
ていくことである． 
ロボットの研究者は，とても人に興味・関心があり，人が好きな
人たちなのであろう． 
 
「者」は，行為者としての内なる視点を持ち，自己の身体に備わ
る不完結さを自覚できる‥はずである．周囲との関わりの中で
自分らしさを追い求める関係論的な存在である‥はずである． 
うまく周囲との関わりが構築できない人たちが増えているのは，
内なる視点が足りないからか過剰だからか？それとも，もっと他
の理由からなのか？	


