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Abstract: A human user does not accept all suggestions by an interactive agent. In this research, firstly 
we focus on interaction between humans and we had an experiment observing interaction between 
humans in driving simulation environment to clarify mechanism which a driver accepts a navigator’s 
suggestion. As the results, we confirmed that evaluation of familiarity with navigator’s utterances and 
confidence of utterances correlate with rate of acceptance of suggestions.  

 
 

1. はじめに 

人間とコミュニケーションを行う人工物において、
役割によっては人工物から人間にはたらきかける場
面がある。その際、人間は必ずしも人工物からのは
たらきかけを全て受け入れるわけではない。人間に
はたらきかける人工物をデザインするにあたり、人
間がどのような要因によって相手のはたらきかけを
受け入れるかを明確にし、それを活かした行動制御
を行う必要がある。 
社会心理学の分野では、態度を変化させることを

目的としたコミュニケーションのことを説得といい、
人間が相手に説得されるメカニズムを明らかにしよ
うとする試みが行われてきた[1]。説得を効果的に行
うための要因として、メッセージの内容や長さ、論
点の数などの要因、送り手の専門性や信頼性などの
要因、受け手の状況などの要因があげられている[2]。 
我々は、自動車運転環境において人工物からの提

案を人間が受諾するメカニズムを明らかにすること
を目指し、まず人間同士のインタラクションについ
て、自動車内でナビゲーターが行った提案がドライ

バーの行為に影響を及ぼす要因を明らかにすべく、
自動車運転シミュレーション環境を構築してドライ
バーとナビゲーター間の行為を観察する実験を行う
ことにした。先行研究から、 
a. 説得の効果に影響を与える要因(対話戦略的要

素、社会関係的要素)をコントロール 
b. 相手に対する主観的親密感、行動的親密度を事

前に測定（後に人工物へのそれと比較） 
c. 相手についての理解度および親密度変化による

提案受諾率変化を調査 
d. 全く初対面でも声の調子などから相手の専門性

を推定してしまう。事前の統制が必要。 
といった点を考慮する。 
以下では、2 章に実験の方法を示し、3 章に実験結

果とともにそこから得た提案受諾メカニズムについ
ての考察を示す。 



2. 実験 

2.1 目的 

ヒトが相手の提案を受諾するメカニズムについて

示唆を得るために、人間同士の対話を複数組の話者

で収録する。自動車運転シミュレーション環境にお

いて走行タイムを向上することを対話タスクとし、

ナビゲーターからの提案をドライバーが受諾する状

況を用意する。提案受諾行為に影響すると考えられ

るいくつかの制御因子を設定して実験を行い、提案

受諾行為およびそれに関係すると考えられる観測因

子を分析することによって、提案受諾メカニズムの

予備的な検討を行う。具体的には、1) 提案受諾行為

に影響のある制御因子を明らかにすること、2) 提案

受諾行為と相関の強い内的・外的要因を明らかにす

ること、3) 制御因子と各要因の関係を明らかにする

こと、を目標とする。 
 

2.2 方法 

3 名の話者を固定し、それぞれが他の 3 名と 3 日

にわたって対話を行う。ドライバーには、事前に「自

動車を運転して早くゴールすること」が目的である

旨を伝える。ナビゲーターには、「ドライバーがなる

べく早くゴールできるようにアドバイスを行う」よ

うに指示する。そのうえで、両者は自由に対話を行

う。ドライバーとナビゲーターの一つの組み合わせ

において、制御因子を考慮した 2 回の対話を行う。 
提案受諾行為と相関の強い内的・外的要因を明ら

かにするために、事前に観測因子を検討し、それら

を観測するためのアンケートや計測・記録を行った。 
以下には、制御因子、観測因子について説明する。 

2.2.1 制御因子 

(1) ナビゲーターの違い 
 3 人のナビゲーターの違いを見る。主に、性別、

運転能力、声、話し方などが因子となり得るが、声、

話し方については分析が困難であるため対象から除

外する。 
  
(2) ドライバーとナビゲーターの関係性 
 ナビゲーターについての事前の知識を持つ場合と

持たない場合との違いを見る。知識の種類としては、

ナビゲーターの運転能力の程度を取り上げ、ナビゲ

ーターのデモンストレーション走行をドライバーに

見せることで知識を与える。高い運転能力を見せる

ことによって、領域についての信頼性を高めること

につながると考えられる。なお、対話参加者間の関

係性の他の観点については、特に親密度を中心に検

討を行ったが今回の実験では制御因子としないこと

とした。 
  
(3) ナビゲーターの存在 
 ナビゲーターがドライバーの隣に存在する状況と

存在しない状況との違いを見る。ドライバーの隣に

存在する状況（存在あり条件）では、ナビゲーター

はドライバーの斜め後方の位置に座り、肉声でドラ

イバーに発話を伝える。ドライバーの隣に存在しな

い状況（存在なし条件）では、ナビゲーターは同室

ではあるが間仕切りの向こうでドライビングの様子

がわかるモニタ画面を見ながら、マイクを通して発

声しドライバー前方のスピーカーを通して発話を伝

える。 

2.2.2 観測因子 

(a) 受諾行為 
 ナビゲーターの提案に対してドライバーが受諾し

たかどうかを観察して評価する。具体的には、実験

の様子を収録した映像と、後に述べる実験後の発話

プロトコル映像を参考にして、ドライバーの受諾行

為を評価する。 
 
(b) ストレス 
 タスク遂行によるドライバーのストレスの変化を

測定する。物理的な測定方法として、アミラーゼ活

性計測器および生体信号計測装置を用いる。また、

主観的な指標として運転タスクの自己評価について

のアンケートを行う。 
 
(c) タスクの心的負荷 
 ドライバーがタスクを遂行するうえで感じた心的

負荷の大きさを測定する。作業中の心的な負荷の大

きさを調べる方法として広く用いられている

NASA-TLX 法[3]を導入する。 
 
(d) 相手の印象 
 ドライバーがナビゲーターに対してどのような印

象を持ったかをアンケートによって調べる。 
 

なお、この他にも走行タイム、ドライバー自身の

対人心理特性、ドライバーの運転挙動、ナビゲータ

ーのフィードバックや繰り返しの有無、提案のタイ

ミング、提案における論拠の有無、発話量、メッセ

ージの質、抑揚などが、提案受諾行為に関係のある

因子として考えられるが、本稿では扱わない。 
 



 

2.3 実験環境 

 

図 2.2 実験の流れ 

 
1) 事前アンケート 

これは、ドライバーの被験者について、主に対人心

理の側面における特性を調べるためのアンケートで

ある。本稿では詳細を省略する。 

図 2.1 実験環境 

 
 実験環境を図 2.1に示す。ドライバーの被験者は、

車内環境を模擬した運転席に座り、大型モニタに映

し出されるレースゲーム（ソニー・コンピュータエ

ンタテインメント、GRAN TURISMO 4、プレイスレ

ーション2用）をプレイする。運転席の周囲には5.1ch
サラウンドスピーカ 5 台と、撮影用のビデオカメラ

3 台（ドライバー、ナビゲータ後方のカメラと、大

型モニタ下端）が設置されている。ビデオカメラは

それぞれ、運転シミュレーション環境全体と、ナビ

ゲーターとドライバーの表情と行動を撮影する。 

2) 実験説明 

実験の注意や、データの扱いなどについて記した実

験の説明書を用意し、実験開始前に待機室でドライ

バーの被験者に閲読させた。 
3) ナビゲーターによるデモ走行 

ナビゲーターのうち一人(NH)においては、実験前に

ドライバーの前でデモンストレーション走行（以下、

デモ走行）を行ってもらった。 
4) デモ走行アンケート 

3)のデモ走行の後に、ドライバーの被験者に、運転

を見た後の印象についてのアンケートに答えてもら

った。 
存在あり条件では、ナビゲーターはドライバーの

の左斜め後方の座席に座る。運転中のドライバーか

らは姿や顔が見えないようにした。 5) 走行練習 

ドライバーの被験者に、コースに慣れるために、3
周の周回をしてもらった。走行練習終了後にラップ

タイムを記録した。 

存在なし条件では、ナビゲーターは、運転席から

見えないように間仕切りで仕切られた位置にドライ

バーとは異なる方向を向いて座り、ドライビングの

様子がわかるモニタ画面を見ながら、マイクを通し

て発話を伝える。モニタに表示されるドライビング

の様子とは、具体的には、運転席を撮影する 3 台の

カメラからの出力と、プレイステーション 2 からの

ゲーム画面出力を 4 画面分割器によって結合した映

像である。 

6) 運転負荷計測 

5)の走行練習におけるタスクの心的負荷を計測する

ために、ドライバーの被験者に、コースを周った際

の心的負荷について NASA-TLX 法に基づく方法で

アンケート用紙に答えてもらった。 8)の実験の後に

も同じアンケート用紙に答えてもらった。 
ドライバーに対するプロトコル収録は、運転席と

同室の存在なし条件におけるナビゲーターの席で行

う。ナビゲーターに対するプロトコル収録は別室で

行う。 

7) ストレス計測 

5)の走行練習における運転負荷を計測するために、

ドライバーの被験者のアミラーゼ活性の値を専用の

機器によって測定した。測定の結果は専用の用紙に

記入した。8)の実験の後にも同様に測定した。 2.4 実験の流れ 
8) 提案受諾実験 

実験の流れを図 2.2 に示す。以下に詳述する。 ドライバーが自動車を運転して指定されたコースを

周回し、ナビゲーターが随時、レースタイムを速く

するための提案を行う。ナビゲーターはあらかじめ

設定されたポイントで適宜アドバイスを行う。ナビ

 

 



ゲーターの提案をドライバーが受諾したかどうかを、

実験者が随時提案受諾チェック表に記録した。実験

の様子は 4 画面分割映像にて記録し、10)の発話プロ

トコル収録にて用いた。 
9) 事後アンケート 

ドライバーの被験者に、8)の提案受諾実験の後にナ

ビゲーターに対する評価および運転におけるストレ

スについてアンケート用紙に答えてもらった。 
10) 発話プロトコル収録 

8)で記録した実験の 4 画面分割映像と提案受諾チェ

ック表を参照しながら、実験者がドライバー、ナビ

ゲーターにそれぞれ提案および運転に対する思考過

程を質問し、質問への応答をビデオ録画にて収録し

た。 

3. 実験結果 

3.1 実験で得られたデータ 

2.4 3)で述べたように、ナビゲーターのうち 1 名

(NH)については、事前にデモ走行を行った。まず、

2.4 4)で述べたデモ走行後のアンケートの結果を表

3.1 に示す。この結果から、ナビゲーター(NH)の専

門性の高さを評価する程度は、被験者によって異な

り、被験者 DS、DY、DK の順に高いことがわかっ

た。 
 

表 3.1 デモ走行アンケートの結果 
(質問項目は以下のとおり。 
No.1: 上手いと思った。 
No.2: 運転技量が実感できた。 
No.3: 目標にしようと思った。 
以下は、「非常によくあてはまる」を 6、「全くあてはまら

ない」を 1 とした 6 段階評価の点数) 
ドライバ

ー 
No.1 No.2 No.3 コメント 

DK 4 2 5 思ったより早くなかった。 

DY 5 4 5 

あまりハンドルを回さなく

ていいことがわかった。た

めになった。 

DS 6 6 6 

あまり上手で、動きもはや

かったので、ポイントとして

とらえるところが多く、自分

の運転に生かせるか不安

になりました。 

 
次に、2.2.2 で示した観測因子ごとに述べる。 

(a) 提案受諾結果 
2.4 8)および 10)で述べた発話プロトコルを解析し

て、あらためて提案受諾の程度を調査した。図 3.1
にその結果を示す。 

全体の平均受諾率は 72%で、ナビゲーターによっ

て 52%から 88%の開きがあった。なお、52%の受諾

率を示したナビゲーターNT は、運転経験が比較的浅

い女性である。また、ドライバーによっては 57%か

ら 90%の開きがあった。存在あり条件と存在なし条

件とでは、全てのナビゲーターにおいて存在あり条

件の方が受諾率は高く、平均するとそれぞれ 81%と

67%であった。なお、デモ走行を事前に行ったナビ

ゲーターNH における提案受諾率は、ナビゲーター

NO よりも低いことから、デモ走行の提案受諾率へ

の影響はないといえる。 
 

(b) ストレス 
存在あり条件では、被験者 DK、DY ともにアミラ

ーゼ値が増加傾向にあった（83%で増加）。存在なし

条件ではドライバーによる個人差がみられたが、ア

ミラーゼ値はやや減少傾向にあった（67%で減少）。 
被験者別の走行練習終了後と実験終了後のアミラ

ーゼ値の平均を図 3.2 に示す。ナビゲーターの存在

条件によるストレスへの影響について、存在なし条

件に関しては個人差がみられるものの、存在あり条

件に関しては常に増加傾向にあるといえる。 
 
(c) 運転負荷計測 
(i) ナビゲーターの違いによる影響 

図 3.3 はナビゲーターの違いによる心的負荷量の

違いを示したものである。これより、ナビゲーター

NH におけるドライバーの心的負荷量がやや高いこ

とがわかるが、走行練習時にはナビゲーターが登場

していないことから、ナビゲーターの違いによる影

響というよりもコースの難度の違いによる影響とい

える。なお、走行練習から実験にかけて、ナビゲー

ターNH、NO、NT におけるドライバーの心的負荷量

はほとんど変化が見られない。 
(ii) 事前デモ走行による影響 
ナビゲーターNHの実験では 2.4 3)に示したとおり

事前にデモ走行を行った。図 3.3 によれば、事前の

デモ走行を行った NH の場合、それ以外のナビゲー

ターよりも心的負荷量が高いが、(i)でも述べたとお

りコースの難度による影響といえる。 
(iii) ナビゲーターの存在による影響 

図 3.4は同じナビゲーターが隣に存在する場合（存

在あり条件）と存在しない場合（存在なし条件）と

での、心的負荷量の違いを示したものである。まず、

存在あり条件の方が心的負荷量が高いことに注目さ

れたい。これは、(b)のストレス反応の結果と似た傾

向を示しているといえる。走行練習から実験にかけ

て、存在あり条件ではやや心的負荷量が減少し、存

在なし条件ではやや上昇している。(i)と同様にコー



スの難度の違いによる影響である可能性は否定でき

ないが、発話プロトコル収録でドライバー被験者か

ら「存在あり条件は心理的な圧迫を感じる」旨が述

べられていることから、ナビゲーターの存在が心的

負荷量の増加に影響を与えている可能性は高い。 
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(d) 相手の印象 
実験中のナビゲーターに対する評価および自身の

運転に対する評価のアンケート結果については、3.2
で詳細に述べる。 
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図 3.3 ナビゲーターの違いによる心的負荷への影響 
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図 3.1 提案受諾結果 
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図 3.4 ナビゲーターの存在条件の心的負荷への影響 

3.2 提案受諾に関係する制御因子の候補 

3.1 の結果から、3 つあげた制御因子(2.2.1 参照)の
うち(1)ナビゲーターの違いと(3)ナビゲーターの存

在は提案受諾に大きく影響を与えているといえる。

一方で、事前デモ走行の影響は見られなかった。発

話プロトコル収録時のドライバー被験者へのインタ

ビューからは、存在あり条件の方が提案を受諾しや

すいことが意識にのぼっていることが確認された。 （ドライバー別） 

しかしながら、3.1 (b)(c)の結果から、存在あり条

件の方が心的負荷量が大きいといえ、提案受諾に際

して存在あり条件の環境が何かしらの心的な負荷を

与えていることが示唆される。このことはドライバ

ーの発話プロトコル収録においてもコメントとして

確認された。言い換えれば、提案受諾を促すにはナ

ビゲーターの存在を示すことが有効であり、その際

の心的負荷を軽減することが課題となる。 
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3.3 ナビゲーターに対する評価モデル 
（ナビゲーター別） 

 具体的にドライバーにとってのナビゲーターに対

する評価はどのようなものであったかを、2.4 9)およ

び 3.1 (d)で述べた事後アンケートの結果を用いて分

析した。アンケート項目は表 3.2 に示すものを用い

図 3.2 ナビゲーターの存在条件によるストレス(アミラ

ーゼ活性値)への影響 

 



表 3.1 のデモ走行アンケート結果から、ナビゲー

ター(NH)の専門性の高さを評価する程度は被験者

によって異なり、被験者 DS、DY、DK の順に高い。

NHの提案に対する提案受諾率は3.1(a)で示したとお

り、これと同じ順序になっている。これらの観測デ

ータから、ナビゲーターに対する「発話内容の信頼

度」の評価が、提案受諾行動に影響を与えることが

示唆される。 

た。アンケート結果について主成分分析を行った結

果を図 3.5 に示す。 
主成分得点をみると、存在あり条件と存在なし条

件では差がみられた。存在あり条件の方が、「発話の

親密性」「発話の受け入れやすさ」「発話内容の信頼

性」因子群との相関が強く、これらに対してポジテ

ィブな特性を持つといえる。一方、存在なし条件は、

「強気な」「あっさりした」といった独立した因子と

の相関が強い。 親密度については、事後アンケートにおける「親

しみやすい」「うちとけた」「あたたかい」の項目の

いずれも、NH、NT、NO の順に高い評価となってい

る。提案受諾率とこれらの評価は必ずしも相関が強

くない。 

 ナビゲーター別にみると、「発話の親密性」因子群

との相関が強いナビゲーター、「発話内容の信頼性」

因子群との相関が強いナビゲーターなど、個人差が

大きいといえる。 
 表 3.2 事後アンケート 

＜数値変更後の事後アンケート（ナビゲータに対する評価）＞
1 親しみやすい 7　6　5　4　3　2　1 親しみにくい
2 感じのよい 7　6　5　4　3　2　1 感じのわるい
3 興味深い 7　6　5　4　3　2　1 退屈な(興味深くない）
4 うちとけた 7　6　5　4　3　2　1 堅苦しい
5 きちんとした 7　6　5　4　3　2　1 いいかげんな
6 積極的な 7　6　5　4　3　2　1 消極的な
7 明るい 7　6　5　4　3　2　1 暗い
8 あたたかい 7　6　5　4　3　2　1 冷たい
9 安心な 7　6　5　4　3　2　1 不安な

10 役に立つ 7　6　5　4　3　2　1 役に立たない
11 わかりやすい 7　6　5　4　3　2　1 わかりにくい
12 受け入れられる 7　6　5　4　3　2　1 受け入れられない
13 強気な 7　6　5　4　3　2　1 弱気な
14 あっさりした 7　6　5　4　3　2　1 しつこい
15 熱心な 7　6　5　4　3　2　1 さっぱりした
16 優しい 7　6　5　4　3　2　1 厳しい
17 賢い 7　6　5　4　3　2　1 愚かな
18 好ましい 7　6　5　4　3　2　1 好ましくない
19 信頼できる 7　6　5　4　3　2　1 信頼できない
20 納得できる 7　6　5　4　3　2　1 納得できない  

4. おわりに 
本研究では、自動車運転環境において人工物から

の提案を人間が受諾するメカニズムを明らかにする

ことを目指し、まず人間同士のインタラクションに

ついて、自動車内でナビゲータが行った提案がドラ

イバーの行為に影響を及ぼす要因を明らかにすべく、

自動車運転シミュレーション環境を構築してドライ

バーとナビゲータ間の行為を観察する実験を行っ

た。 
実験は分析の焦点を絞って小規模に行ったが、前

章に述べたように、人間が人工物からの提案を受諾

するメカニズムのモデル化において有意義な見通し

がいくつか得られた。 
今後の課題として以下の項目をあげる。 

 １）観察された傾向について、ヒト-ロボットコミュ

ニケーションにおける実証 

 

２）収集した対話の言語的・音響的分析 
３）心的負荷を低減する要因および対話戦略の検討 
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