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論文概要 
 

 

本論文では，生活環境内で動作するロボットシステムを想定し，人とのインタラクションのための

音声対話インタフェースにおける，ロボットに存在する曖昧性，特に視覚情報処理の失敗や不確

実な部分を支援するシステムを提案する．視覚情報処理の問題はコンピュータビジョンの技術を改

良するだけでは簡単に解決することはできない． 

そこで本論文では，ロボットの視覚情報処理のみでは対応しきれない部分を人間が自然な音声

により誘導することで補完する．しかし、人からの音声情報のみでは実世界に関する情報を完全に

得られない場合もある。まず，視覚情報処理から得た，認識結果を人に示し，それに対して人が音

声により認識結果についての判断や修正支援情報を与える．それに対してはロボットが持っている

知識データベースから得られる実世界情報に基づき判断することとする。そして，足りない実世界

情報を求めるために人に質問を行う．質問作成するためにはロボットのシステムには今何が分かっ

ていて何が分かっていないのかを把握しておくための内部状態を確保している． 

人に代わってものを取ってくれるロボットを例に取り，対話認識実験を行い、対話システムの有効

性を示す．  

 

Abstract 
 

 

 This paper proposes a system which removes the ambiguities in a robot task by the spoken dialogue 

interface. Such ambiguities often arise from failures of the robot vision system and natural language 

processing. However, it is not easy to solve this problem only by improving computer vision and 

natural language processing techniques. 

 Thus, we propose to use image processing to make up for the information lacking in the language 

processing that makes it insufficient to carry out the action. And when image processing fails or 

insufficient to carry out the process, the robot will ask the user directly and use the user answer to 

help it in achieving its task. We present a robot system that can search for the object ordered by a 

human by verbal behaviors. 
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第1章 はじめに 
 

 

本章では序論として，研究の背景や，そこに存在する問題点，本研究の目的を述べる． 

 

 

1.1 背景 
 

 近年，実際に人の生活空間で活動することを想定したロボットの研究・開発が数多くなされている．

HONDA社が開発した最新型Humanoid Robot “ASIMO”[12]をはじめ，スムーズな動きが可能とな

り，人に合わせて協調作業を行い，障害物を人のような回避することができるようになった．また，人

とのコミュニケーションにおいては，約 50 種類程度のよびかけ，挨拶，質問に対して音声認識し，

返事（発話）をする事ができる．さらに，約 30 種類の動作コマンドを認識して身振り，手振りで応え

ることができる．これにより，対話が，人とロボットの自然なコミュニケーション手段として有用であるこ

とが確かめられた． 

 このように，現在研究・開発されているロボットの多くは，人の生活空間で活動することを想定して

おり，人社会の生活をより豊かにするものと考えられる． 

 

1.2 問題点 
 

 現在，人の生活空間で活動する，そして自然なコミュニケーションで人と共存できるロボットは少

なく，人の手助けをする「実用的なロボット」はない．前述の ASIMO も人間に近づいたといえるがま

だまだ実用的とは言えない．そういったロボットはペットロボットとして存在するものであり，人とでき

る対話は予め決められたシーンに限られている． 

 本論文では「生活空間で，体が不自由な人のために指示されたものを取ってくる移動ロボット（以

下生活支援ロボット）」を想定し，そのシステムに存在する問題点，特に視覚情報処理の問題点を

挙げる． 

生活支援のロボットシステムにおいてはシステムが複雑になればなるほど，そして人から伝えら

れる情報が詳細なものになればなるほど，人側の負担が増加し，システムの利便性が失われてしま

う．この問題は，人工知野の分野の学習機能を用いて問題を解決することも考えられるがまだ研究
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的解決策は見つかっておらず，最も信頼のおける解決法は人が助言を与えることであると思われる．

しかし，人からの助言は人が負担にならない範囲内に収めるようにしなければ，本来人を助けはず

のシステムが逆に人に対して重荷になってしまう． 

さて，人の指示というものはたいてい，“どこで”，“何を”，“どうする”の３種類の要素で構成され

ている．人と人との対話時にはこれらのキーワードは曖昧に表現され，又省略される場合もある．し

かし人はこの曖昧な部分や省略されている部分を推定し，指示されたことを実行することができる．

また推定できない場合には，指示を出した人に現在分かっていない状況を示し，適切な指示また

は問題解決のための情報を得る．人はこのような対話を繰り返し，指示の曖昧性を取り除く操作を

知らず知らずのうちに行っている．この考えを，人とロボットとの間の会話にも応用できないかと考え

た．人はロボットに対して曖昧な又は省略された指示を送り，ロボットはこの指示の曖昧さを読み取

って，指示の曖昧な部分，不足部分を人に聞き返す．  

それから，カメラからの画像情報を視覚情報として受け取るロボットにおいては，ロボットの画像

処理能力と，人の視覚の差を埋める必要がある．人は，自分の知っているものを見た場合なら，あ

る程度の向きの違い，大きさの違い，遠近などに関係なくその物体を認識することが可能である．ま

た，別の物体によって一部が隠された状態においても，見えない部分をイメージで補って認識する

ことができる．こういった人にとって当たり前のことでも，ロボットにとっては大きな問題となる．ロボッ

トの視覚というと，カメラから得られる画像に様々な処理を加えて特徴量を取り出し，自らの記憶し

た情報と照らし合わせて認識することになる．これは簡単な形状，例えば丸い，四角などの物体認

識は可能であるが，「テーブル」「本棚」「冷蔵庫」などといった，単純に表現できないものや，向き

によって見え方が大きく変わってしまうものを認識するのは非常に困難である．また，画像データの

みから全てを認識しようとすると，他の物体に一部が隠された状態や遠近のある場合に弱く，誤認

識も多い．これらを取り除く解決策が必要となる．図 1-1 は視覚情報処理の問題例を示す． 

その問題を解決するためには，複雑なモデルをロボットに記憶させておいて得られた画像とのマ

ッチッグを取る手法や，まず単純，あるいは大まかな形状から推測し，そこから細かい部分の認識

を行って推測を確かなものにするなどの方法が取られている．しかし，どの手法をとっていても，画

像情報から得られる物体の向きや大きさの変化，一部が隠れた状態の認識は困難で，多くの時間

を要することに変わりはなく，画像認識のみでは難しい問題といえる． 

そこで本論文では，画像処理のみで対応しきれない部分を音声対話で補完する方法を提案す

る．そして，画像認識の結果から何が分かって何が分からないかを把握し，そこから人に何を教え

てもらえばよいかを考えるとともに，人からその助言を自然に引き出すことのできる対話文を生成す

る．  
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図 1-1 視覚情報処理の問題例（左：処理前，右：処理後） 

 

1.3 本研究の目的 
 

 本研究では，前節までで挙げた様々な問題点および解決方法を踏まえ，視覚情報処理を支援

する柔軟な音声対話インタフェースを提案し，その構成法および有用性を示すことを目的とする． 

 

 

 

 

本論文は本章と以下に続く２，３，４章から成っている．まず第２章では本論文が提案する，音声対

話インタフェースとシステムについて，要点とその効果，および主要モジュールの役割・機能につ

いて述べる．第３章では実際にシステムを動作させて行った実験の内容を示し，得られた結果に対

する考察を行う．第４章は本研究の問題点と今後の課題そして本研究のまとめを述べる． 
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第2章 音声対話システム 
 

 

 本章では，本研究で提案する視覚情報処理を支援する音声対話インタフェースについて，その

要点，利点を述べるとともに，具体的なシステムの構成や動作について説明する． 

 

 

2.1 システムの概要 
 

 本システムは，人に代わってものを取ってきてくれるロボットに実装することを想定している．  

 人は音声によってロボットに対して指示を送る．ロボットは人の音声を認識し，指示された作業を

行うのに適したプロセスを起動する．このプロセスが終わる度に処理が成功したかどうか確かめる．

もし，処理が失敗してしまった場合は人から適切な助言が得られるような対話文を作成し，また画

像処理を起動して認識を行い現状を人に示し，それを音声合成して人に伝える．物体探索プロセ

スにおいて目標物体を見つけることができなかった場合は，ロボットはカメラを左右に振る．そして

その動作は，ロボットが目標物体を見つけられず，困っているというメッセージを人に連想させる． 

本システム，サーバコンピュータとクライアントコンピュータは LAN(Local Area Network)で接続さ

れ，ソケット通信を用いて通信することで物体を探索するために必要な情報と画像処理の結果に関

する送受信を実現する．サーバコンピュータは画像処理，ロボットの操作に関する処理などを行い，

クライアントコンピュータは音声認識，自然言語処理，操作プランニング，対話文作成を行う．シス

テムの全体を図 2-1 に示す．本研究では，音声モジュールと中心モジュールを中心にして研究を

行う． 

 

本システムの具体的な動作や構成については，次節以降で述べる． 
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図 2-1 システム概要図 

 

2.2 音声モジュール 
 

本システムの音声モジュールは音声認識部と音声合成部から成り立っている． 
 

2.2.1 音声認識部 
 

 音声認識はコンピュータに接続されたマイクロフォンから入力された音声を解析し，音情報から発

話した内容を文字列として取り出す処理である．本処理には，IBM Via Voice SDK for Windows
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（以下 Via Voice SDK）が，Visual Basic 上で音声入出力を利用するために提供している Active X

コントロールを用いて作成した．この Active X コントロールを利用することにより，ハードウェア的な

音声入出力をブラックボックスとして取り扱うことができる． 

Via Voice SDK から提供される VVRichEdit コントロールおよび VVEngine コントロールを Visual 

Basic プログラム中で利用することによって，マイクを通して入力された音声は，文字列に変換され

てフォーム上のテキストボックスに表示される． 

 

 

図 2-2 音声認識フォーム 

 

2.2.2 音声合成部 
 

 音声合成は，対話文作成部（2.3.5章，図2-1)から送られてきた合成音声発話用テキスト文字列を

処理して，合成音声としてスピーカから出力するものである．本システムでは，Microsoft 社から提

供される Microsoft Direct Speech Synthesis コントロールを Visual Basic プログラム中で利用するこ

とによって，テキスト文字列を合成音声としてスピーカから出力することができる． 
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2.3 中心モジュール 
 
 本システムの中心モジュールはいくつな部分に分けている．それは，システムの状態を求める部，

自然言語処理部，システムの情報を求める部，操作プランニング部，対話文作成部とデータベー

ス部から成り立っている． 
 

2.3.1 システムの状態を取得部 
 

 

図 2-3 システムの状態 

 

現在のシステムの状態（図 2-3）を確認することにより，自然言語処理を行う必要があるかどうかを

調べることができる．そうすることで新しい自然言語処理を行わなくてもロボットが行うべき行動を実

行することができる．本システムのシステム状態の持っているキーワードは表 2-1 に示す．システム

は表 2-1 で示すような状態である場合，音声認識からのテキスト文字列に対してキーワード（表 2-1）

マッチングを行い，一致した場合はロボットが行うべき行動を実行する．具体的な動作の流れは図

2-3 に示す． 

その他に，本システムの可能なシステム状態は情報追加状態，情報修正状態などが存在する．

しかし，その状態はキーワードを持っていないので，自然言語処理を行わなければならない． 具

体的の動作の流れは次節に述べる． 
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表 2-1 キーワードに関するロボットの行動と状態 

キーワード例 ロボットの行動 状態 

はい，お願いします，そうよ 行うべき行動を実行 確認 

左，右，ズームイン 行うべき行動を実行 カメラ制御 

ありがとう，もういい，やめて 初期状態に戻る 依頼待機 

見て，見てごらん，何が見えます 画像処理を起動 会話 

 

2.3.2 自然言語処理部 
 

自然言語処理の部分では，文を解析するために形態素解析，構文解析，意味解析の処理を行

う．自然言語処理部は，音声認識の結果から図 2-4 に示すような処理を行い，その結果はシステム

の情報部（2.3.3 章，図 2-1）に送る．本モジュールの処理結果は図 2-5 に示す． 

 

 

図 2-4 文解析の動作流れ 
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図 2-5 文解析の処理結果 

 

１．形態素解析処理 
 

形態素解析の部分には，茶筌[13]というソフトウィアを用いる．茶筌は奈良先端科学技術大学院

大学情報科学研究科松本研究室で開発された日本語形態素解析システムでテキスト文字列の文

を単語毎に区切り，単語の基本形，品詞，詳しい品詞を知ることができる(図2-6)． 

形態素解析の結果は構文解析の部分に送り，処理を行う．本システムが使う形態素解析の概観

を図2-6に示す． 
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図 2-6 形態素解析フォーム 

 

２．構文解析処理 
 

 形態素解析の処理結果を構文解析が受け取って処理を行う．本システムには，構文解析の部分

に決められたパターン文法を作り，依頼者の発話はただの会話か命令かを理解することができる．

入力された発話は命令であることを確定するために（例えば「本を取って」），形態素解析結果は必

ず品詞の「動詞」が含まなければならない．品詞の「動詞」がない場合，会話解析に送り，依頼者の

意図を推定し，データベースから話題を検索し，返事をする．また，命令あるいは会話ではない依

頼文と判明したら，キーワードマッチングも行う．キーワードと一致したら，次に行うべき行動をする．

それぞれの動作は以下に述べる． 

 

i.  命令解析 
 

 本研究は，生活支援ロボットに実装することを想定しているので，一般的には「ものを取ってきて」

という命令を受け取り，必要な情報を抜き出す．必要な情報というのは「対象物体」，「物体の特徴」，

「物体の位置」，「確定命令」である．命令解析の動作流れと構文解析の概観をそれぞれ図 2-7，図

2-8 に示す． 
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図 2-7 命令解析の動作流れ 

 

図 2-8 構文解析フォーム 
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表 2-2 物体を探索するための単語例と品詞 

物体探索条件 品詞 単語例 

確定命令 動詞 取って，取ってきて，持ってきて 

物体の場所 名詞 本棚，●さんのテーブル，茶色テーブル 

対象物体 名詞 本，リモコン，リンゴ，飲み物 

物体の特徴 形容詞，名詞 赤い，丸い，黄色っぽい，紫色 

  

人はロボットに命令をする時，依頼テキスト文の中には品詞の「動詞」が含まなければならないが，

その他の品詞(表 2-2)には制限はない．そのときのシステムの状態は情報追加状態になり，操作プ

ランニングに送り，足りない情報を求めるための処理を判断する．それに条件を満たしても（情報が

完全），その後ロボットが依頼の確認を求める時に，人は情報を修正したい場合，音声で修正情報

を送ることができる．そのときのシステムの状態は情報修正状態になる．その具体的な動作は次節

で述べる． 

本システムを提案した文法のパターンを以下のように示す．このパターンは物体を探索するため

に必要な情報が完全かどうかを証明する．それに，本パターンは，足りない情報は何か（例えば：

特徴，場所）を判明することができる．本パターンを用いて，構文解析結果の例を図 2-9 に示す． 

 

記号の説明はこの以下のようになる． 

文　　 :             SentenceS →  

動詞　　 :                   VerbV →  

名詞　　 :                 NounN →  
形容詞　　 :           AdjectiveAdj →  

名詞句　　:  PhraseNounNP →  

 

• 

]
• 

• 

特徴 
[ ]自立‐形容詞→Adj  

[ ] [ 接尾‐形容詞一般‐名詞 +→2Adj  

対象物体 

[ ]一般‐名詞→N  

場所 

[ ]一般‐名詞→2N  

[ ] [ ]一般‐名詞姓‐人名‐固有名詞‐名詞 +→2 Nelse  

確定命令 • 

[ ]自立‐動詞→V  

[ ] [ ]接続助詞‐助詞自立‐動詞 +→Velse  
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[ ] [ ] [ ]非自立‐動詞接続助詞‐助詞自立‐動詞 ++→Velse  

物体の特徴 • 

• 

• 

NAdjNP   →  

NAdjNPelse   2 →  

物体の場所 

2  2 NAdjNP →  

2  22 NAdjNPelse →  

22 NNPelse →  

依頼者の命令 

VNPNPS     21 →    （物体探索条件を満たす：情報が完全） 

例：本棚にある赤い本を取ってきて 

VNPSelse   2 →     (物体探索条件を満たさない：足りない情報は場所) 

例：赤っぽい本を持ってきて 

VNPSelse   N  23 →   (物体探索条件を満たさない：足りない情報は特徴) 

例：●さんのテーブルの上に本を取ってきて 

VNSelse   4 →    (物体探索条件を満たさない：足りない情報は特徴と場所) 

例：本を取って 

 

 

図 2-9 構文解析結果フォーム 
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ii.  会話解析 
 

 本システムでは，人はロボットと会話できる音声対話システムを構成した．命令の解析の条件（品

詞の「動詞」）を満たさなくとも，そのテキスト文を会話解析に送り，システムと会話できるかどうかを

判断する．ただし，お互いに会話できる話題（図 2-10）が限られているので，挨拶と，物に関する話

題に対してのみ返事をする．会話の例は次節に述べる．会話解析の動作の流れは図 2-11 に示

す．  

 

 

図 2-10 会話の例 

 

図 2-11 会話の動作流れ 
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iii.  キーワード解析 
 

 キーワード解析は３つの部分から成り立っているとする．その部分は，カメラを制御するためのキ

ーワード，画像処理を起動するキーワード，物体を探索するために必要な情報を修正するキーワ

ードである．各キーワードの動作は以下に述べる． 

 

カメラの制御 • 

 

カメラを左，右などの方向に振らせるために表 2-3 のようなキーワードを対応させ，行うべき

処理をする．そのキーワードは物を取ってきてくれるロボットに対応させる。 

 

表 2-3 各指令のキーワードとそれに対するロボットの動作 

カメラの制御 キーワード例 

操作を停止 止めて，ストップ，やめて 

右に振り 右を見て，もっと右を見て，右の方，右 

左に振り 左を見て，もっと左を見て，左の方，左 

ズームイン 前を見て，ズームイン，ちゃんと見て 

ズームアウト ズームアウト，後ろを見て，後ろ 

右の上に振り 右の上を見て，右の上 

右の下に振り 右の下を見て，右の下 

左の上に振り 左の上を見て，左の上 

左の下に振り 右の下を見て，右の下 

上に振り 上を見て，上 

下に振り 下を見て，下 

ホームに戻る もっと方向に戻る 

 

画像処理を起動 • 

 

画像処理を起動するためのキーワードの例は「何が見えますか」，「あそこを見て」，「見て」

のようになる．人の発話から画像処理を起動された場合，ロボットの状態は依頼を待っている

状態になる．起動された画像処理の結果を人に示し，そして物体を検出できた場合，次の人

の依頼が曖昧であっても，システムは人が依頼してきた内容を理解できる．従って，物体を探

索するための情報を必要としなくなる．会話の例は以下のようになる．動作の流れは図 2-12 に

示す． 
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依頼者 ：「あそこを見て，何が見えるの」 

{画像処理を起動して，現状の結果を依頼者に示し} 

ロボット：「丸くて黄色いものが１個見つかります」 

 

依頼者 ：「じゃ，その物を取って」 

ロボット：「黄色いものを取ってですね」 

{依頼者の依頼が曖昧だが，今の場合はロボットが命令を理解をできる．ただし物体が２

個以上見つかる場合また色が複数場合，特徴の情報が必要になる} 

 

 

図 2-12 画像処理を起動するキーワードの動作の流れ 

 

情報の修正 • 

 

人が依頼した命令の情報を修正したい時のキーワードの例は「いいえ」である．会話の例は

以下のように示す．そして，動作の流れは図 2-13 に示す． 

 

 23



依頼者：「テーブルの上にあるリンゴを取って」 

ロボット：「テーブルで赤いリンゴを取ってですね」 

{ロボットは依頼者が依頼した命令を確認する．リンゴは「赤い」色であることがロボットの

知識データベースから知らせる} 

 

依頼者：「いいえ，黄色いリンゴだよ」 

{依頼者からの確認返事は「いいえ」という単語を含まれるから，構文解析の命令解析を

行い，対象物体の特徴は「赤い」から「黄色い」に変便する} 

 

 

図 2-13 情報を修正する動作 

 

対象物体のキーワード • 

 

構文解析の命令解析の結果から「もの」という単語が含まれた場合は，「もの」の意味は対

象物体として理解をする．会話の例は以下のように示す． 

 

依頼者：「本棚にある赤いものを取って」 

{依頼者がロボットに依頼する} 

ロボット：「本棚の赤いものを取ってですね」 

{ロボットは「赤い」というのは本棚の色ではなく，「もの」（対象物体）の特徴として理解をする} 
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３．意味解析 
 

構文解析で処理した結果をロボットに理解させるためには，意味解析の処理を行わなければな

らない．意味解析の部分は命令の意味解析と会話の意図解析という２つの部分から成り立ってい

る．  

 

 

i.  命令の意味解析 
 

 構文解析の結果から各単語をデータベースに記録した単語とマッチングを行え，システムの情報

部分に送る．システムの情報部分から操作プランニング部分に送り，行うべき操作をする．具体的

な操作プランニング部分は次節に述べる．構文解析の結果例は図 2-14 に示す．単語マッチングの

結果例は図 2-15 に示す． 

 

 

図 2-14 構文解析の処理結果（情報完全） 
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図 2-15 単語マッチングの結果 

 

ii.  会話の意図解析 
 

会話の意図解析では，構文解析の会話解析の結果から，人の発話はどのような意図を伝えるの

かを解析し，処理を行う．会話の例は以下のように示す．表 2-4 は人からの発話例とその発話の意

図，そしてロボットにとって次に行うべき行動と対象物体の情報を示す． 

 

依頼者 ：「おなかがすいた」 

{構文解析の結果から，この文字列はただの会話を理解する} 

ロボット：「何か食べますか?」 

{依頼者の発話はどのような意図を伝えるのか解析を行い，会話に対して返事をする．その後，

依頼者からの確認返事は「はい」である場合，ロボットの状態は依頼を待機状態になり，そのと

きロボットが次に行うべき行動と対象物体の情報の知識を持っている} 

表 2-4 意図の推定 

人の発話例 意図推定 ロボットの行動 対象物体 

例：”おなかがすいた” 食べたい 食べ物を取る 食べ物 

例：”のどが乾いた” 飲みたい 飲み物を取る 飲み物 

例：”うるさいな” 音量が高い 音量を下げる，電源を切る テレビ，ラジオ，時計， 

例：”寒いな” 温度が低い 温度を下げる，電源を切る エイコン 

例：”暑いな” 温度が高い 温度を上げる エイコン 
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2.3.3 システムの情報を取得部 
  

システムの情報を取得部は自然言語処理の情報と画像処理が検出された物体の情報の２つか

ら成り立っている．本部は，各処理の情報を収集し，操作プランニング部（2.3.4 章，図 2-1）に送る． 

 

i.  画像処理の情報 
 

画像認識の結果は画像処理モジュールからシステムの情報モジュールに送り，対話文作成に

説明文を作った．画像認識の現状説明文は前節で述べた．画像認識の結果例は図 2-17 に示す． 

 

 

図 2-16 画像認識の結果 

 

ii.  自然言語処理の結果 
 

自然言語処理の命令解析の結果は図 2-18 に示す． 

 

 

図 2-17 自然言語処理の結果フォーム 
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2.3.4 操作プランニング部 
 

本部分では，物体を探索するために必要な情報が足りない場合，その情報を求めるために行う

べき処理のプランニングである．必要な情報を取得するために行うべき処理は，画像処理，人への

質問，データベースからの情報検索の３つから成り立っているとする．その動作の流れは図 2-16 に

示す． 

 

 

図 2-18 操作プランニングの動作 
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2.3.5 対話文作成部 
 

対話文作成は，ロボットが検出した物体に関する情報を人に示して現在のロボットの状態を人に

理解させるための状況説明文と，次に行うべき処理を人に確認してもらうのための確認文，必要な

情報を求めるための質問文の３つから成り立っている． 

 

i. 情報の取得質問文作成 
 

情報の取得質問文作成は，物体探索を開始するために必要な情報を取得するための処理であ

る．操作プランニング部の結果から，必要な情報を求めるためにもっとも適した方法が人に質問す

る状態である場合，以下のような質問文を作成する．システムがどの情報が分かっていないのかを，

前節で述べたように構文解析の命令解析の結果から調べる． 

 

特徴を求める場合 • 

• 

• 

ロボット：「対象物体の色を教えてください」 

 

場所が必要になる場合 

ロボット：「対象物体の場所を教えてください」 

 

特徴と場所が必要になる場合 

ロボット：「対象物体の特徴と場所を教えてください」 

 

ii. 画像情報に関する文作成 
 

画像処理モジュールで検出した物体の情報を人に理解してもらうための状況説明文は表 2-5 の

ようになる．探索条件と結果の間で生じる差異として考えているものは，色，形と個数の３種類であ

る．表 2-5 に基づく人に対しての質問文は以下のように作られる．表 2-5 に示す×は物体認識が失

敗していることを示す． 

表 2-5 質問文作成の例 

  物体名 色 形 数 

検索物体 リンゴ 赤い 丸い 1 

探索結果 × × ○ 1 

 

1 

検証結果 × × ○ ○ 
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検索物体 リンゴ 赤い 丸い 1 

探索結果 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

2 

 

 

2 

検証結果 ○ ○ ○ × 

検索物体 リンゴ 赤い 丸い 1 

探索結果 × × × 0 

 

3 

検証結果 × × × × 

検索物体 リンゴ 赤い 丸い 1 

探索結果 ○ ○ ○ 1 

 

4 

検証結果 ○ ○ ○ ○ 

 

依頼例：「リンゴを取って」 

{システムではリンゴは赤いものであるという知識を持っている} 

 

case 1 • 

• 

• 

• 

物体の色情報による認識は失敗であることを示す．そして，色情報から認識できなかったこ

とを，色に関する部分を否定した文を生成することにより人に伝える．「丸くて赤い色でないも

のを１個が見つかりました」と返答する． 

 

case 2 

検索条件に合うものが２個以上見つかったので，「丸くて赤い色ものが２個見つかりました」

「どれを選びますか」と，人に対して見つけた物体のうちどれを取りに行けば良いか質問をす

る． 

 

case 3 

検索条件に合うものが見つからないので，「どうしますか」と人に対して質問する．これは，ロ

ボットが見つかった物体が本当に人が望んでいるものかどうか確かめる事もしたいため，この

ような質問を行う． 

 

case 4 

検索条件に合うものが１個だけ見つかったので，「丸くて赤い色ものは１個見つかりました」「こ

れですか」と人に対して確認する． 
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iii. 操作の確認文作成 
 

次に行うべき処理を人に確認してもらうのための確認，そしてロボットが得られた情報が正しいか

どうかを人に示す．確認例は， 

 

依頼者 ：「鈴木さんのテーブルの上にある赤い本を取って」 

{ロボットの確認返事は以下のようになる} 

ロボット：「鈴木さんのテーブルで赤い本を取ってですね」 

{「対象物体の場所の特徴」「対象物体の場所」で「対象物体の特徴」「対象物体の名」を「確

定命令」から成り立っている} 

 

2.3.6 データベース部 
 

 本部は，Microsoft 社製 Microsoft Access 2000 が Visual Basic 上でデータベースを利用するため

に提供している ActiveX コントロールを用いて作成した．データベースの構成は図 2-19 に示す．そ

して，単語の追加，編集，除去するためのフォームは図 2-20 に示す． 

 

 

図 2-19 データベースの構成 

 

図 2-20 データベースの単語の追加，編集フォーム 
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2.4 画像処理モジュール 
  

画像処理モジュールでは，カメラから得られる画像に処理をほどこして必要な色領域または形領

域を探す． 

本モジュールでは画像取り込み用のカメラとして，SONY 社の EDI-D30（図 2-21）を用いた．シリ

アルポートを介してコマンドを送ることで，PC 上からカメラを操作することができる．画像処理の部

分には，本研究では吉崎[９]の行っている研究を利用した． 

ロボットの視覚部分はサーバコンピュータの画像処理モジュールで構成され，クライアントコンピ

ュータ側はソケット通信を用いて，画像情報を得る．そのため，今ロボットが何を見えるか，依頼者

の音声モジュール（クライアントコンピュータ）から知ることが出来る．クライアントの画像情報は 320

×240 ピクセルである． 

画像処理の概観とクライアントの画像情報の概観を図 2-22，図 2-23 に示す． 

 

 

図 2-21 使用カメラ（EVI-D30） 

 
図 2-22 画像処理フォーム 
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図 2-23 画像情報フォーム 
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第3章 実験 
 

 

システム動作を確認，およびシステムの有用性を確認するために行った実験を以下に示す． 

 

 

3.1 音声解析実験 
 

人がロボットに音声で依頼した内容が，正しく理解できるかどうかを行う処理について実験を行っ

た． 

 

3.1.1 内容 
 

 ロボットに対する依頼は，「白いテーブルの上に本を取って」というものである．ロボットが人と対話

によって依頼内容を知ることができるかを確認する実験である．実験の流れは以下のようになる（図

3-1）． 
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図 3-1 音声解析実験の流れ 

3.1.2 結果 
 

 以下，音声解析実験で行われた人-システム間のやり取り，およびロボットの動作を順を追ってま

とめる．構文解析の結果と音声解析の実験インタフェースは図 3-2,図 3-3 に示す． 

 

依頼者 ：「その本を取って」 

{システムは色情報と場所情報が欠けていることを知り，色情報と場所情報を問う質問を返す} 

 

ロボット：「本の特徴と場所を教えてください」 

依頼者 ：「白いテーブルにある」 

{先ほどの依頼文を，「白いテーブルで本を取って」に修正する．しかし，システムは色情報が

欠けていることを知り，色情報を問う質問を返す} 
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ロボット：「本の特徴を教えてください」 

依頼者 ：「赤い本」 

{先ほどの依頼文を，「白いテーブルで赤い本を取って」に修正する．システムは依頼文が完

成したことを知り，確認の質問をする} 

 

ロボット：「白いテーブルで赤い本を取ってですね」 

 

 

図 3-2 構文解析の結果 

 

この実験により，人がロボットに音声で依頼した内容が理解されることが示された．同一属性の特

徴が２個含まれていても，音声解析の結果から，正しく対象物体の特徴と対象物体の場所を区別

できる．それに特徴の順番が変わっても正しい結果が得られる．例として，システムは対象物体の

特徴と場所の情報を求めるときの依頼者の答えは「青くて白いテーブルにある」と言っても，構文解

析の命令解析（2.3.2 章）から正しい結果が得られる． 

 36



 

図 3-3 音声解析実験 
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3.2  画像情報を用いた物体探索実験 
 

 画像認識から得られる色情報と形情報を用いて，物体探索を行う処理について実験をする． 

 

3.2.1 内容 
 

 ロボットに対する依頼は，「あそこを見て，何が見えるの」というものである．この依頼に対するキ

ーワード解析の結果により，画像処理を起動，物体認識を行う．ロボットが画像認識の結果から理

解できるものを確認するための実験である．それに，その画像情報を用いて，人の依頼により物体

探索を行う．それに情報の修正と会話を用いて実験をする．実験の流れは以下ような図 3-4 に示

す． 
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図 3-4 実験の流れ 

 

3.2.2 結果 
 
 本実験における，人-システム間のやり取り，システムの動作の一例を順を追ってまとめる．実験の

インタフェースは図 3-5 に示す． 

 

依頼者 ：「あそこを見て，何が見えるの」 

{依頼者の発話を理解し，その結果画像処理を起動し，図 3-6 に示すように丸い形と色に基づ

く，画像認識を行う．画像認識の結果を依頼者に示す} 
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ロボット：「丸くて黄色いものは 1 個，丸くて赤いものは 1 個」 

{ロボットの状態は依頼を待つ状態になる} 

 

依頼者：「おいしいそうですね」 

ロボット：「食べますか?」 

依頼者：「昨日，食べたよ」 

ロボット：「そうですか」 

{システムの知識データベースに記録した会話により，依頼者と対話をする} 

 

依頼者：「じゃ，あのリンゴを取って」 

{システムは既知の情報から「赤い」「リンゴ」を「取って」動作をすべきと認識 } 

ロボット：「赤いリンゴを取ってですね」 

 

依頼者：「いいえ，黄色いリンゴだよ」 

{システムは「いいえ」という単語を認識し，先ほどの依頼文を，「黄色い」「リンゴ」を「取って」に

修正する } 

ロボット：「黄色いリンゴを取ってですね」 

 

依頼者：「はい」 

 

{検索した結果，黄色いリンゴは重なっていたため，幾何学形状を特定することができなかっ

た} 

ロボット：「1 個の黄色いリンゴが見つかりました．これですか」 

依頼者：「左を見て」 

 

{カメラを左に振り，画像処理が再観測を行う} 

ロボット：「１個の黄色いリンゴが見つかりました．これですか」 

依頼者：「はい」 

依頼者：「ありがとう」  

＜＜終了＞＞ 
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図 3-5 物体探索実験 
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図 3-6 実験のインタフェース 

 

この実験により，音声から情報を受け取って取るべき行動を確定する処理，画像処理によって対

象領域を検出する処理，および検出した物体が正しく認識できなかった場合はカメラを制御する処

理が正確に行われていることが示された． 

 

3.3 会話の意図理解に基づく物体探索実験 
 

 人の発話から意図を推定して，ロボットが取るべき行動を知り，物体探索を行う処理について実験

をする． 
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3.3.1 内容 
 

ロボットに対する依頼は，「あの飲み物を取って」というものである．ロボットが人と依頼者の前の

会話により「のどか乾いちゃった」という発話からロボットは意図を解析し，物体を探索する実験であ

る． 

 

3.3.2 結果 
 

 本実験における，人-システム間のやり取り，システムの動作の一例を順を追ってまとめる．実験の

インタフェースは図 3-7 に示す．そして物体探索実験の結果は図 3-8 に示す． 

 

依頼者 ：「おはよう」 

ロボット：「おはようございます，お元気ですか」 

依頼者 ：「元気だよ」 

ロボット：「よかった」 

{依頼者と挨拶をする} 

 

依頼者 ：「のどが乾いちゃった」 

ロボット：「何か飲みませんか」 

{依頼者の発話から意図を推定し，返事をする．そのとき，システムは次に行うべき行動は「飲

み物を取って」という行動の知識を持っている} 

 

依頼者 ：「じゃ，あの飲み物を取って」 

ロボット：「飲み物の特徴と場所を教えて」 

{情報が不完全であることを知り，対象物体の特徴と場所を問う質問を返す} 

 

依頼者 ：「青くて白いテーブルにある」 

ロボット：「白いテーブルで青い飲み物を取ってですね」 

{ロボットは依頼者が完成したことを知り，確認質問をする} 

  

依頼者 ：「はい」 

{ロボットの依頼文の条件から「青い色」領域を取り出し，画像処理を行う．物体認識の結果は

図 3-8 に示す} 

ロボット：「青いものは１個見つかりました．これですか」 
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図 3-7 依頼者の発話の意図により物体探索実験 

 

図 3-8 画像処理の結果 
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 この実験により，システムは人の発話の意図を推定し，次に行うべき行動を理解することが示され

た．また，人と簡単な挨拶もできるし，そして正確に物体を認識できることを示した．ただし，人の発

話の意図を推定できるものはキーワードに記録されているものだけに限定されている． 
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第4章 おわりに 
 

 

 本論文では，視覚情報処理を支援する音声対話インタフェースシステムの有効性を示すために，

実験的に「ものを取ってくる」ロボットシステムを作成した．それに人の発話の意図を推定し操作プ

ランニングを行った．第 2 章では視覚情報処理を支援する音声対話システムの構成について述べ

た．第 3 章では提案したシステムの実験とその結果，それに対する考察をおこなった． 

 

 

4.1 問題点と今後の課題 
 

 現行のシステムではまだまた修正・解決すべき点が多いことも明らかになった．第 3 章の実験から，

次の 4 点が現在のシステムの問題点として挙げられる． 

 

依頼するとき品詞の「動詞」が含まれていない場合の処理 • 

• 

• 

本システムでは，ロボットに依頼するとき，品詞の「動詞」を含まなければならない．品詞の「動

詞」を含まれていない場合，その依頼は命令として認識できなかった．そこで，物を取ってきてくれ

るロボットに命令を理解させるために，音声認識単語の追加と意味理解が必要である． 

 

特徴が形態素解析の結果から品詞の「形容詞」が含まれていない場合の処理 

例：「あの緑色の箱をとって」 

 緑色は形態素解析の結果から品詞の「名詞」になってしまうので対象物体の特徴として得られな

かった．そこで，物を取ってきてくれるロボットに理解させるために，音声認識単語の追加と意味理

解が必要である． 

  

認識できる単語が限定された 

例：「黄色いリンゴが赤い本の上にある，取って」 

このテキストは文法的には間違っているですが，人同士ではそれぐらいの会話は理解できる．し

かし，本システムではこのような依頼が受け取った場合，ロボットの知識から「リンゴ」と「本」は対象

物体として理解してしまうので，「赤い本を取ってきて」という依頼になってしまう．そのため文法の

パターンの検討が必要である． 
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対話プランニングにおける問題 • 

 本システムでは，人はシステムと会話できるようなシステムになっているが，今は決められた会話

のみに限定されている．今後は対話プランニングの検討が必要である．  

 

4.2 まとめ 
 

 本研究では，依頼者との対話機能によって，画像認識で生じる不確定な部分を補うことができた．

これを実証するために，人に代わって物を取ってきてくれるロボットシステムを提案し，視覚認識か

ら正しい結果が得られなくても人からの指示によって作業の最後までやり遂げることを確認した．し

かし，単純な手法を用いた実験的なものであり，まだ十分に柔軟な音声対話とはいえない．人と会

話においては様々な表現，言い直し，人の指示曖昧性が存在し，さらに画像認識では認識の問題

もある． また，今回作成したシステムの仮定は大変限定されているため，今後の展望としてはその

仮定を広げるために，音声解析法の改良や音声認識単語の追加などをしていく予定である．そし

て，ロボットに柔軟な音声対話インタフェースを持たせ，生活環境内で動く実用ロボットの実現を目

指していきたいと考えている． 
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