
ICS-04M-237 
 
 
 
 

視覚によるサービスロボットのための 
簡略化発話の理解 

 
Understanding Inexplicit Utterances for 

Helper Robot Using Vision 
 
 
 
 
 

指導教官  久野 義徳 教授 
 
 
 

平成 16 年 2 月 10 日 

 

理工学研究科情報システム工学専攻 02KI037 

 

ザリヤナ モハマド・ハナフィア 
 
 
 

埼玉大学工学部情報システム工学科 久野研究室 

埼玉県さいたま市桜区下大久保 255



 
 

目次 
 
 
論文概要 ............................................................................................................................ 7 
ABSTRACT ....................................................................................................................... 8 
第 1 章 序論.................................................................................................................. 9 

1.1 研究の背景 .................................................................................................................9 
1.2 従来研究と問題点.....................................................................................................10 
1.3 解決方法 ...................................................................................................................12 
1.4 本論文の目的 ............................................................................................................13 
1.5 本論文の構成 ............................................................................................................13 

第 2 章 簡略化発話のパターンと補完法.......................................................................14 
2.1 視覚による簡略化発話のパターン............................................................................14 

2.1.1 省略（Ellipsis） ................................................................................................14 
2.1.2 直示（Deixis） ..................................................................................................15 

2.2 発話の分類 ...............................................................................................................17 
2.3 視覚による情報の獲得..............................................................................................19 

2.3.1 存在（Proximity） ............................................................................................20 
2.3.2 視線（Gaze） ....................................................................................................20 
2.3.3 指さし（Pointing）...........................................................................................21 
2.3.4 操作行動（Manipulating）...............................................................................21 

2.4 補完対象の分類 ........................................................................................................22 
第３章 音声対話システム ...............................................................................................25 

3.1 システムの概要 ........................................................................................................25 
3.2 音声モジュール ........................................................................................................27 

3.2.1 音声認識 ............................................................................................................27 
3.2.2 音声合成 ............................................................................................................28 

3.3 中央モジュール ........................................................................................................29 
3.3.1 対話の処理・理解 ..............................................................................................29 
3.3.2 データベース .....................................................................................................41 
3.3.3 操作プランニング ..............................................................................................42 
3.3.4 対話文作成 .........................................................................................................42 

3.4 画像処理 ...................................................................................................................45 

 2



3.5 視線と指さしの検出 .................................................................................................49 
第４章 実験 ....................................................................................................................51 

4.1 依頼発話の変化とジェスチャーとの関係の検証 ......................................................51 
4.1.1 目的....................................................................................................................51 
4.1.2 方法と条件 .........................................................................................................51 
4.1.3 結果と考察 .........................................................................................................53 

4.2 簡略化発話の理解の検証 ..........................................................................................58 
4.2.1 目的....................................................................................................................58 
4.2.2 方法と条件 .........................................................................................................59 
4.2.3 結果と考察 .........................................................................................................61 

4.3 提案した手法の効率の検証 ......................................................................................70 
4.3.1 目的....................................................................................................................70 
4.3.2 方法と条件 .........................................................................................................70 
4.3.3 結果と考察 .........................................................................................................72 

第５章 終わりに .............................................................................................................77 
5.1 結論 ..........................................................................................................................77 
5.2 今後の課題・展望.....................................................................................................78 

謝辞 ..................................................................................................................................79 
参考文献 ...........................................................................................................................80 

 3



 
 

図目次 
 

 

図 1：省略の状況例 ....................................................................................................15 
図 2：直示の状況例 ....................................................................................................17 
図 3：システムの概要図 .............................................................................................26 
図 4：音声対話フォーム .............................................................................................26 
図 5：システム動作全体の流れ ..................................................................................27 
図 6：音声認識と音声合成フォーム ...........................................................................28 
図 7：対話の処理・理解部の構成...............................................................................29 
図 8：対話理解の処理の流れ......................................................................................30 
図 9：形態素解析フォーム .........................................................................................31 
図 10：対話分類の処理の流れ....................................................................................34 
図 11：構文解析フォーム ...........................................................................................35 
図 12：発話分類の結果フォーム ................................................................................36 
図 13：補完手順 .........................................................................................................40 
図 14：対話処理の結果 ..............................................................................................42 
図 15：対話処理と画像処理の結果.............................................................................43 
図 16：物体の確認......................................................................................................43 
図 17：対話処理結果 ..................................................................................................44 
図 18：依頼確認 .........................................................................................................45 
図 19：画像処理フォーム ...........................................................................................46 
図 20：画像処理前の画像 ...........................................................................................47 
図 21：色相値ヒストグラム .......................................................................................47 
図 22：カラーセグメンテーション結果 .....................................................................47 
図 23：四角形の検出結果 ...........................................................................................47 
図 24：画像処理前の画像 ...........................................................................................47 
図 25：色相値ヒストグラム .......................................................................................47 
図 26：カラーセグメンテーション結果 .....................................................................48 
図 27：円形の検出結果 ..............................................................................................48 
図 28：検出色領域......................................................................................................48 
図 29：色領域と形状の検出結果 ................................................................................48 
図 30：ロボット概観 ..................................................................................................49 

 4



図 31：視線検出システムの概要 ................................................................................50 
図 32：視線方向にある物体の検出.............................................................................50 
図 33：省略実験の外観 ..............................................................................................52 
図 34：直示実験の外観 ..............................................................................................53 
図 35：画像処理フォーム ...........................................................................................60 
図 36：音声対話フォーム ...........................................................................................60 
図 37：発話１の分類結果（ケース 1：「おはようございます．」） .............................61 
図 38：発話 3 の分類結果（ケース 2：「あれ．」） ......................................................62 
図 39：発話 4 の分類結果（ケース 3：「そこのリンゴ．」）........................................62 
図 40：発話 5 の分類結果（ケース 4：「4 にして．」） ...............................................63 
図 41：発話 6 の分類結果（ケース 5：「あれをやって．」）........................................63 
図 42：発話 6 の分類結果（ケース 6：「赤いのにして．」）........................................64 
図 43：発話 7 の分類結果（ケース 7：「持ってきて．」） ...........................................64 
図 44：発話 8 の分類結果（ケース 8：「あれを取って．」）........................................65 
図 45：発話 9 の分類結果（ケース 9：「あの赤い本を取って．」） .............................65 
図 46：発話 2 に与える画像 .......................................................................................66 
図 47：発話 2 の音声対話フォーム（ケース 1：「あのリンゴ美味しそうですね．」） 66 
図 48：対話処理結果 ..................................................................................................67 
図 49：カラーセグメンテーション結果 .....................................................................67 
図 50：形状検出結果 ..................................................................................................67 
図 51：画像処理結果 ..................................................................................................68 
図 52：ユーザに確認（対話文作成） .........................................................................68 
図 53：視線による解決方法の会話.............................................................................70 
図 54：人に問い返しによる方法の会話 .....................................................................71 
図 55：扱う画像（対象物体：赤いファイル）...........................................................71 
図 56：問い返すによる補完方法実験 .........................................................................72 
図 57：問い返しと視線の処理時間.............................................................................73 
図 58：対話回数 .........................................................................................................74 
図 59：依頼発話 .........................................................................................................74 
図 60：カラーセグメンテーション結果 .....................................................................75 
図 61：形状検出結果 ..................................................................................................75 
図 62：画像処理の結果 ..............................................................................................75 

 

 5



 6

 
 

表目次 
 

 

表 1：直示表現のタイプ .............................................................................................16 
表 2：依頼発話の分類 ................................................................................................17 
表 3：簡略化発話の分類と補完法...............................................................................23 
表 4：直示詞とジェスチャーの関連 ...........................................................................24 
表 5：依頼発話の分類（表 2 の再掲） .......................................................................32 
表 6：依頼情報の品詞 ................................................................................................34 
表 7：意味解析の結果（完全な依頼文｛<対象><動詞>｝） .........................................35 
表 8：カテゴリと登録単語の例 ..................................................................................41 
表 9：対応付けの単語例 .............................................................................................41 
表 10：色を指定する語句によって抽出される色領域 ................................................48 
表 11：省略発話実験の結果........................................................................................54 
表 12：直示発話実験の結果 .......................................................................................56 
表 13：依頼発話の変化とジェスチャーとの関係実験の結果 .....................................58 
表 14：本実験を用いた各ケースの依頼発話 ..............................................................59 
表 15：簡略化発話の理解実験の結果 .........................................................................69 
表 16：処理時間の結果 ..............................................................................................73 

 



 

論文概要 

生活環境内で動作するサービスロボットのヒューマンインタフェースとしては，音声対

話によるものが有望である．しかし，自然で人間に負担のない音声対話システムを実現す

るためには，音声理解の技術だけでは十分ではない．これまで，言語処理の技術，音声処

理・認識技術の発展に伴い，簡略化発話（照応表現，省略）に関する研究が盛んに行われ

ている．対話における簡略についての補完方法は自然言語処理関連の分野で考えられてい

るもの以外に，対面対話では相方の共通な五感による認識に基づく省略・直示がある．例

えば，人間同士の自然な対話では，双方の眼前にあるものについては，それに関すること

を言葉の上では簡略化することが多い．互いに視覚で情報を得ていることが確かな場合，

それを簡略化して発話するのが自然である．それに，ロボットを相手にした場合も，人間

は無意識のうちにこのような行為（省略・直示）を行うことが考えられる．また，それが

許されないようでは，使いやすいインタフェースにはならない． 
本研究では身体の不自由な人のためにものを取ってくるようなサービスロボットを目的

とする．サービスロボットに依頼をすることを考えるので，ロボットに伝えたい情報は依

頼の内容となる行為を示す動詞とその動詞に関する対象物になる．まず，システムは人が

どのような依頼発話をしているかを解析する．そして，依頼文が完全か否かを判断する．

不完全・曖昧な文の場合は，その文が直示文か省略文かを分類する．そして，そのような

簡略化が行われるのは，会話の当事者に関連が深いことが行動によってわかっているから

だと考え，以下の４つの行動に関わる物体を視覚情報処理で求め，補完に利用する．それ

は，存在（ロボットまた人が物体の近くにいる場合），視線（視線で物体を指示しながら発

話する場合），指さし（指さししながら発話する場合）と操作行動（物体を持っている・触

っているときに発話する場合）の情報による補完方法である．上記４つの補完方法を踏ま

えたシステムを構築して実験を行い，その有効性を示した．そして，サービスロボットの

ヒューマンインタフェースのために人間の負担を軽減し，より柔軟な音声対話システムの

実現が可能になることを示した． 
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ABSTRACT 

Speech interfaces should have a capability of dealing with inexplicit utterances 
including such as ellipsis and deixis since they are common phenomena in our daily 
conversation. Their resolution using context and a priori knowledge has been 
investigated in the fields of natural language and speech understanding. However, 
there are utterances that cannot be understood by such symbol processing alone. In 
this paper, we consider inexplicit utterances caused from the fact that humans have 
vision.  If we are certain that the listeners share some visual information, we often 
omit or mention ambiguously things about it in our utterances.   

We are developed a robot to assist users in everyday tasks such as to fetch and 
deliver object in human environment. We propose a method of understanding speech 
with such ambiguities using computer vision.  It tracks the human’s gaze direction, 
detecting objects in the direction.  It also recognizes the human’s actions.  Based on 
these bits of visual information, it understands the human’s inexplicit utterances. 
Experimental results show that the method helps to realize human-friendly speech 
interfaces. 
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第1章 序論 

本章では，序論として研究の背景および従来の研究と問題点などを整理し，その解決方

法を示し，目的を述べる． 
 
 

1.1 研究の背景 

 

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ヒューマノイドロボット“ASIMO”[1]をはじめ，

それらは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

に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，返事をすることができる．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． 

さらに，SONY 社は家庭において想定される環境や場面に適応して行動する小型二足歩

行エンターテインメントロボット“SDR-4X「QRIO」”[2] を開発した． 各種センサーシ

ステムと記憶や学習に基づく行動制御ソフトウエアを開発することにより，高度な運動性

能とともに，人とのより豊かなコミュニケーションを実現した．画像・音声認識技術や音

声生成技術に加えて，記憶に基づく対話や行動の制御技術を採用し，人とのより豊かなコ

ミュニケーションを実現した． 

 また，NEC 社は聴覚や視覚を有し，家庭で人と過ごしながら，人のパートナーになるこ

とのできるパーソナルロボット “PAPERO”[3] を開発した．このロボットは，言葉を理

解することができる音声認識技術を持っており，テレビやエアコン，電気スタンドの

ON/OFF を頼むすることができる．さらに，ロボットに家族宛の伝言を託すことができ，

その相手に出会ったときに伝言を伝えるなどの機能を持っている． 
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，やさしいインタフェ
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ースを持った未来のロボットの実現が近づいている．本研究では，上記で挙げた研究・開

発に加えて，サービスロボットのためのヒューマンインタフェースの音声対話システムを

開発し，人の自由発話に対応できる，やさしいヒューマンインタフェースのシステムの実

現を目指す． 

 
 

1.2 従来研究と問題点 

 
ここでは，音声対話インタフェースを用いて人の生活空間で動作するロボットの問題点

について述べる． 
現在，人の生活空間で活動し，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，また人の手助けをする実用的なロボットはない．前項で述べたロボットはパート

ナーロボットまたエンターテインメントロボットとして存在するものであり，人の手助け

をすることができないと考えられる．また，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ものを取ってくる」サービスロボッ

トを想定する．そして，サービスロボットのための音声対話インタフェースに存在する依

頼文の簡略化発話の問題，その補完法について述べる．さらに，本節では自然言語処理の

分野で簡略化発話（照応・省略・直示など）の解決手法を挙げる．照応（anaphora）とは，

代名詞，指示詞などの代用表現（照応形）とその指し示す対象（先行詞）との組によって

表わされる言語現象である．省略とは文中の主語や述語が省かれる現象であり，また直示

とは行動（ジェスチャー）で実世界の対象を指示することである（2.1 節を参照）． 
これまで，省略・照応に関する研究は様々な観点からなされている．従来の照応・省略

解決の研究では，書き言葉を対象としたものが多く，主に代名詞などが出現した際に，そ

れと先行文脈中の名詞句を結び付けることがを目的としている．Grosz らの Centering 理

論[4]が代表的な手法であり，この理論をもとに多くの研究がなされている．亀山[5]は
Centering 理論を日本語の省略解決に適用した．これらの手法は，文法情報など文の表層に

現れる情報を解析して先行詞を同定している． 
しかし，音声処理技術の向上に伴い，「話し言葉」における省略も研究対象となることが

多くなってきている．山本[6]は決定木学習による省略の人称と数の補完や，文脈省略の認

知について述べている．さらに，田村[7]では，センター理論によって省略補完を行う手法

が紹介されている．渡邉[8]は，述語の省略といった文未が不完全な発話の補完を行う手法

を提案した．また，志賀[9]は，プランニングの知識を用いた新しい照応・省略解決手法を

 10



提案した． 
藤崎[10]は，対話における省略の補完処理の観点から次のパターンに分類している． 
 
 対話当事者に関する省略： 

(a) 叙述表現や尊敬語，謙譲語の使用に伴う省略 
(b) 「思います」の主語は“私”であるように，特定の動詞の特性による省略 
(c) ある動詞を「お願いします．」で置き換える，代表表現による省略 

 
 文脈省略：補完されるべきものが，対話中の別の箇所で言及されている省略 

 
 共有知識による省略： 

(a) 対話当事者間のみでしかわからない共有知識に基づく省略 
(b) 一般的な常識から容易に推測できる事項の省略 

 
しかし，このような言語情報処理関連の分野で考えられるもの以外に，対面対話では相方

の共通な五感による認識に基づく省略が考えられる．例えば，人間同士の自然な対話では，

双方の眼前にあるものについては，それに関することを言葉の上では省略することが多い．

互いに視覚で情報を得ていることが確かである場合，それを省略また直示して発話するの

が自然である． 
一方，周辺の状況やジェスチャーといった非言語情報を元に言語情報を取り扱う取り組

みは，コンピュータ上の対話システムとして以前から研究されている[11]．代表的な研究と

しては，「積木の世界の対話システム」で知らせる Winograd の SHRDLU が代表的なシス

テムである．SHRDLU が動作する世界は，積木と，積木を移動させることができるアーム

ロボットで構成されている（積木もロボットも CG で描かれている）．さらに，新山[12]は
音声による指令を理解するシステム傀儡を開発し，自然言語処理による手法で対話システ

ムにおける照応・省略解決法を提案した． 
上記で挙げた研究は音声対話を用いて仮想世界空間内で物体を動かせることができるが，

実際に実世界の状況では大きく違っている．なぜなら，仮想世界空間では，物体の位置関

係や形状や色などがすでにコンピュータ内部に蓄えられているからである．また，これら

の研究は簡略化発話の解決手法が自然言語処理の方法だけで提案した．そう言った解決手

法だけでは完全に簡略化発話を補完することができない．本研究では，物を取ってくるサ

ービスロボットを想定しているため，実世界に関する情報が必要であり，発話時の人の非

言語情報（視線，指さし，操作行動と物体の存在場所）を利用して人の簡略化発話を補完

する． 
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1.3 解決方法 

ここでは，本論文の提案する問題解決方法について述べる． 
三上[13]は，省略の法則として「わかっていることは何でも省いてよい．」と述べている．

自然言語処理の研究ではこの「わかっていること」として文脈や常識的な知識などが検討

されているが，ここでは視覚・ビジョンを有することによる省略を考える．人間の発話で

は対話の両者が視覚をもっており，それで当然互いにわかっていると思われることは，省

略・直示されることがある． 
グライス[14]は，会話は話し手と聞き手が協調して行うものであり，両者は関連する必要

で十分な情報を簡潔明瞭に提供しているはずという会話の公理を提案している．そして，

もし表面上この公理に違反するような発話がなされたとすると，含意が別に存在している

として，真の意味を理解する方法を提案している．本論文では，このような言語内での含

意の理解を考えることはしないが，グライスの会話の公理のうちの量の公理「必要とされ

る情報をすべて与える．必要以上の情報は与えない．」を言語と視覚の間にも当てはめて考

える．すなわち，人間の発話を解析して依頼の実行を試みる場合に不足する情報がある場

合，それは視覚情報処理で獲得することを考える．  
本研究では，身体の不自由な人のためにものを取ってくるようなサービスロボットを想

定しているので，ロボットに伝えたい情報は依頼の内容となる行為を示す動詞とその動詞

に関する対象物になる．まず，システムは発話中に人はどのような依頼発話をしているか，

人の発話を解析する．そして，依頼文が完全か否かを判断する．不完全・曖昧な文の場合

は，その文が直示文か省略文かを分類する．依頼文中で対象物名が指定されていれば，物

体の情報からその物体の属性を調べ，それを検出する画像処理を起動する．また，物体に

関する形容詞・属性が与えられていれば，それも画像処理の中に設定し，依頼された対象

物体を検出するための画像処理を行う．人の発話の中で不足する情報がある場合，つまり

依頼文が簡略化発話（省略・直示）の場合，まず視覚情報処理で補えないか処理を行い，

それができない場合は不足情報の提供を人に求めるという構成を取る． 
そのような簡略化が行われるのは，会話の当事者に関連が深いことが行動によってわか

っているからだと考え，本論文では以下の４つの行動に関わる物体を視覚情報処理で求め，

補完に利用する．それは，存在（ロボットまた人が物体の近くにいる場合），視線（視線で

物体を指示しながら発話する場合），指さし（物体を指さししながら発話する場合）と操作

行動（物体を持っている・触っているときに発話する場合）の情報による補完方法である． 
そうした問題の解決に向けて我々はこれまで，指定された物体を取ってくることで人を

支援し，マルチモーダルインタフェース音声対話と視覚情報処理を組み合わせることによ

って実現してきた[15][16]．そのため，依頼者の負担を軽減し，柔軟な音声対話システムの

実現が可能になる． 
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1.4 本論文の目的 

 
 本論文では，生活環境内で動作するサービスロボットのヒューマンインタフェース，音

声対話システムを作成する．そして，人の依頼を受けて物を取ってきてくれるサービスロ

ボットの音声対話インタフェースに存在する簡略化発話の問題，省略や直示などの解決す

る手法を提案する．さらに，音声対話対話システムの構成・動作と補完手順を示すと共に，

様々な実験を行ったうえで，提案した解決手法の有用性を証明することを目的とする． 
 
 

1.5 本論文の構成 

 
本論文の構成を以下に述べる．第２章では，依頼文の簡略化発話のパターン・分類とそ

の補完手法について述べる．次に第３章では，本論文の提案する音声対話システムの構成・

動作と簡略化発話の補完手順について説明する．第４章では提案したシステムの有用性を

実験結果から明らかにし，第５章で結論と今後の課題について述べる． 
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第2章 簡略化発話のパターンと補完法 

本章では，本論文で分類する視覚による簡略化発話のパターンと提案する補完法につい

いて具体的に述べる． 
 
 

2.1 視覚による簡略化発話のパターン 

 
本システムで扱う視覚による簡略化発話のパタンは省略と直示の 2 つに分けられる．本

節では，それぞれの詳細と例について述べる． 
 
 

2.1.1 省略（Ellipsis） 

 
省略とは，文中の主語や述語が省かれる現象をいう．つまり，言語を運用するにあたり，

ある部分を必要としなくとも言語の本来の機能である情報の伝達を行うことができること

である．話し手の意図することが表現形式としては完璧ではないのにも関わらず聞き手は

なんらかの理由，過程を経て理解することができるときに「省略」と言う現象が現れてく

る．視覚による省略は２つに分類できる． 
 

 一般的な常識から容易に推測できる事項の省略 
例：リンゴの色，形状など 

 
 共同注意（お互いに物体を意識しているまたは見ている）による省略 

例：双方の眼前にあるものを記述するときなど 
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自然言語処理の研究では，文脈や常識的な知識などによる省略が検討されているが，本

研究では視覚・ビジョンを有することによる省略を考える．人間の発話では対話の両者が

視覚をもっており，それで当然互いにわかっていると思われることは，省略されることが

ある．省略された依頼発話の状況例は図 1 に示す． 
 
ユーザ：「（テレビのチャンネルを）４にして．」 
 
｛（ ）は省略された単語．｝この文だけから何を意味するのかわからない．しかし，これ

がテレビの方を見ながら発話されたとすると，テレビのチャンネルを４にしてという意味

を推測することができる． 
 
ロボット：「テレビのチャンネルを４に変えるでいいですか？」というように行うべき行動

を音声合成でユーザに確認する． 
 

  

図 1：省略の状況例 

 
 

2.1.2 直示（Deixis） 

 
直示とは一般にジェスチャー（指，視線など）で現実（実世界）の対象を指示すること

である．つまり，言葉と世界とつなぐ働きをする．そのために，人は直示的な発話をする

とき，発話を簡略化することが考えられる． 
日本語の直示詞（代名詞）は 3 種類（コ系・ソ系・ア系）に分けられ，佐久間[17]がコ系

を一人称領域，ソ系を二人称領域，ア系を三人称領域と，人称の概念と相関させて説明し，
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三上[13]はコ系・ソ系・ア系は三者が対立するのではなく，話し手と聞き手が視点で共有す

るコ系・ア系と，視点が対立するソ系・コ系の二項対立であると説明した．三上[13]は直示

詞の用法としては「直接指示：deictic」と「文脈承前：anaphoric」を，久野[18]は「眼前

指示：demonstrative」と「文脈指示：anaphoric」を，黒田[19]は「独立的用法」と「照

応的用法」を区別している．さらに，東郷[20]は直示詞の用法を「現場指示：situational 
reference」，「文脈指示：contextual reference」と「共有知識指示：share knowledge 
reference」，3 種類に区別する． 
 本論文では，「代名詞直示：deictic pronouns」と「空間的直示：Spatial deictic」の直示

表現を考慮して研究を行っている．本論文を使用する直示表現を表 1 に示す．この２つの

直示は実世界で存在するものを指示する言語照応である．例えば，指さししながら“あれ

を取って．”の発話の場合は，“あれ”というのは代名詞的直示であり，実世界に存在する

ものを指示するときを使用する．空間的直示の場合は，“テーブルの上にあるものを取って．

赤い本の上．”，空間的な位置の発話をして，対象物体の位置を照応する直示である． 
 

表 1：直示表現のタイプ 

タイプ 直示表現 
１）代名詞直示 
（Deictic pronouns） 

直示的な代名詞を使用した発話，“あれ”，“それ”，など 

２）空間的直示 
（Spatial Deictic） 

空間的な位置を使用した発話，“その上”，“下の方”，“隣

の”，など 
 
直示で対象物体を示す場合の依頼発話の状況の例は図 2 に示す．本システムで直示詞の

コ系・ソ系・ア系が使われる状況は次のように分類する． 
 
 コ系：ユーザの視界・近くにある物体をコ系の直示で指示する． 

例：「このリンゴを取って．」 
 

 ソ系：ロボットの視界・近くにある物体は人がその物体をソ系の直示で指示する． 
例：「その本を持ってきて．」 
 

 ア系：ユーザとロボットの視界から離れている物体をア系の直示で指示する． 
例：「あれを取って．」 
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図 2：直示の状況例 

 
 

2.2 発話の分類 

 
サービスロボットに対する人の発話を考えると，依頼することが主目的である．基本的

にはロボットに伝えたい情報は依頼の内容となる行為を示す動詞とその動詞に関する対象

物（目的語）になる．しかし，前項で説明したように全ての発話において動詞と目的語が

明確にあるとは限らない．依頼発話は省略し，また直示的な行動をしながら発話する場合

がある． 
そこで，発話中に，人がどのような表現をされているか，3 つの場合に分けて表したのが

表 2 である．動詞と対象のそれぞれについて，依頼を言葉だけから明確に理解できる場合，

省略して不明な場合，さらに，ある程度言及（直示）されているが，それだけでは明確に

は分からない曖昧な場合がある． 
 

表 2：依頼発話の分類 

動詞 
対象 

不明・省略 
（×） 

曖昧・直示 
（△) 

明確 
（○) 

不明・省略 
（×） 

1．｛×，×｝ 4．｛×，△｝ 7．｛×，○｝ 

曖昧・直示 
（△） 

2．｛△，×｝ 5．｛△，△｝ 8．｛△，○｝ 

明確 
（○） 

3．｛○，×｝ 6．｛○，△｝ 9．｛○，○｝ 
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表 2 のそれぞれの場合に対して，以下のような発話例と補完法を挙げられる． 
（対象，動詞）→（○：明確，△：直示，×：省略） 
 
１．対象不明，動詞不明（×，×） 
例 ：① 挨拶→「おはようございます．」 
  ② 平叙文・願望→「あのリンゴ美味しそうですね．」 
補完法 ：動詞と対象の両者とも不明なので，システムはこの発話は挨拶か平叙文・願望

文か判断をする． 
 
２．対象曖昧，動詞不明（△，×） 
例 ：「あれ．」，「これ．」，「それ．」 
補完法 ：ユーザの行動・ジェスチャーにより発話行為を理解する． 
 
３．対象明確，動詞不明（○，×） 
例 ：「そこのリンゴ．」 
  「あのリモコン．」 
補完法 ：対象物体は明確であるため，画像処理を行う．次のステップはユーザに聞く． 
 
４．対象不明，動詞曖昧（×，△） 
例 ：「４にして．」 

「やって．」 
補完法 ：ユーザの行動・ジェスチャーにより発話行為を理解する． 
 
５．対象曖昧，動詞曖昧（△，△） 
例 ：「あれをやって．」 
  「あの風にして．」 
補完法 ：ユーザの行動・ジェスチャーにより発話行為を理解する． 
 
６．対象明確，動詞曖昧（○，△） 
例 ：「赤いのにして．」 
補完法 ：対象物体を検出して，その結果に応じて次の行動を進む． 
 
７．対象不明，動詞明確（×，○） 
例 ：「持ってきて．」 

「左に回して．」 
補完法 ：ロボットの近くにある物体また持っている物体を認識して，ユーザに確認する． 
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８．対象曖昧，動詞明確（△，○） 
例 ：「これ捨てて．」 

「あれを取って．」 
補完法 ：ユーザの行動・ジェスチャーにより発話行為を理解する． 
 
９．対象明確，動詞明確（○，○） 
例 ：「あの赤い本を取って．」 
  「このダンボールを持ってって．」 
補完法 ：依頼文が完全なので，命令を実行する．依頼対象物体を検出するための画像処

理を行う． 
 
 

2.3 視覚による情報の獲得 

 
人は周りの環境を見て，認識しながら発話をする．また，発話の相手（聞き手）は何を

しているのかを認識することができる．本論文では，簡略化発話を理解するためにそのよ

うな視覚情報を使用する．本論文では，簡略化発話中の対象物体を推測するためにどのよ

うな視覚情報を使用することができるかを示す． 
依頼発話の対象物体（目的語）を省略したり直示をしたり，あるいは曖昧な表現に言及

する行為は，依頼者が相手に主目的がわかると思ったからと考えられる．また，互いに視

覚で情報を得ていることが確かな場合も，そのような発話表現を行うと考えられる．した

がって，対象物体は両者（ユーザとロボット）の行動・行為と関係のあるものであると考

えられる．本論文では，以下のように４つの補完方法で人の簡略化発話を補う． 
 

 存在：ロボットまたはユーザが物体の近くにいる． 
 

 見ている（視線）：ユーザが物体を見ているまたはお互いに物体を見ている． 
 

 指さし：ユーザは対象物体を手で指さしている． 
 

 操作行動：ユーザまたはロボットは対象物体を触っている．または持っている． 
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2.3.1 存在（Proximity） 

 
対象物体が依頼者，あるいはロボットの近くにある場合は省略・直示される可能性があ

る．例えば，「これを持ってきて．」というような依頼を言われた場合，この文だけでは何

も実世界に関する情報はない．このような状況の場合，ロボットは，ユーザの近くに存在

するものを検出して，そして「この四角形のものですか？」というように検出結果を述べ，

ユーザに確認してもらう． 
本論文では，指示詞（コ系・ソ系）が含まれる依頼文は，以下のような状況に分類する． 

 
 コ系「例：これ，この」：ユーザの近くにある物体を示す． 

例：「これを取って．」 
 

 ソ系「例：それ，その」：ロボットの近くにある物体を示す． 
例：「それを持ってきて．」 

 
 

2.3.2 視線（Gaze） 

 
 人間同士の場合，双方の眼前にあるものについては，それに関することを言葉の上では

省略したり直示をしたり曖昧な表現などで発話することが多い．互いに視覚で情報を得て

いることが確かな場合，そのような発話表現で使うことが自然である．また，物体はユー

ザの視界にある場合でも，省略や直示を行っていると考えられる． 
 例えば，単に「あれを取って．」と言われたすると，このように直示的な発話をしていた

ということは，依頼者が相手（聞き手）にわかると思ったからと考えられる．そこで，“あ

れ”というのは両者の眼前にある顕著なものであると考えて，依頼者の視線方向を求め，

そこにある対象を検出する． 
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2.3.3 指さし（Pointing） 

 
本システムでは，ユーザの指さすところの情報を利用して，簡略化発話を補完する．例

えば，複数のファイルのあるところを指さししながら，「そこのファイルを取って．」と言

われた場合を考える．その時，「何色のファイルですか？」とユーザに聞くよりも，指さし

ているにある物体を認識して「この赤いファイルですか？」と確認の質問をした方がユー

ザの負担を軽減することができる．本論文で，直示詞（ソ系・ア系）が含まれる依頼文の

場合，次のような指さし行動を行っていると仮定する． 
 

 ソ系「例：それ，その」：ロボットの近くにある物体を指さしている． 
例：「それ取って．」 

 
 ア系「例：これ，この」：ロボットとユーザの視界にあるものを指さしている． 

例：「あれを持ってきて．」 
 
 

2.3.4 操作行動（Manipulating） 

 
人の行動からロボットは省略された発話また直示で指示された依頼を理解しなければな

らない．例えば，「これ，ダンボールに入れて．」と言われた場合，この文だけからでは対

象物体が分からない．しかし，“これ”という直示詞により，ユーザは何かを手に持ってい

ると判断して，そしてその物体をダンボールに入れて欲しいという依頼を理解することが

できる．本論文では，直示詞（コ系・ソ系）が含まれる依頼文は，次のような操作行動を

行っていると仮定する． 
 
 コ系「例：これ，この」：ユーザを持っている・触っているものを示す． 

例：「これ，冷蔵庫に入れて．」 
 

 ソ系「例：それ，その」：ロボットを持っている・触っているものを示す． 
例：「それをこっちに持ってきて．」 
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2.4 補完対象の分類 

 
 人の発話可能性に基づき（表 2 を参照），対話の分類と補完法を表 3 に示す．動詞が明確

な場合は，人が何かを命令・依頼したということを仮定する． 
 

 ケース 1 の場合： 
動詞と対象は不明なので，システムはこの発話の中でキーワードを検出して，データベー

スの中からのデータと比較する．そして，挨拶の返事か対応付けかを判断する．会話中に

は，平叙文の形をとりながら命令・願望を意味している場合があるため，単語を対応付け

ることによって，動詞が不明な発話でも命令文か否かを判断することができる．例えば，

「あのリンゴおいしそうですね．」と言った場合，ロボットは食べたいという意図を推定し

て，「リンゴを取りますか？」というような返事をすると気が利いているということになる．

本論文では，例えば「おいしい」と食べ物・飲み物，「寒い」と窓・クーラーを対応付ける

ことによって上記のシステムを実現する．また，挨拶の場合，例えば「おはようございま

す．」など，データベースからの挨拶の返事を探索して，音声合成で返事をする． 
 

 ケース 3，6，9 の場合： 
対象物体が明確であるため，まずその物体の情報のもとに画像処理を行い，その結果をユ

ーザに示し，次の行動をユーザに確認する．ケース 3「そこのリンゴ．」の発話の場合は，

システムはリンゴが赤い丸いものという知識を持っているので，そのような物体を探索す

ることができる．しかし，動詞が不明であるため，「このリンゴを持ってくるのですね．」

というような確認行動を行う．またケース 6「赤いのにして．」の場合，「赤い」という形容

詞で指定された属性があるので，赤い領域を検出する画像処理を起動する．そして，もし

そのシーンに赤いスイッチがあれば，それを操作するという指示と理解する．ケース 9 の

依頼文が完全な命令文なので，命令を実行することができる．そのため，依頼された対象

物体を検出するための画像処理を行う． 
 

 ケース 2，5，8 の場合： 
このケースの依頼文には直示詞（コ系・ソ系・ア系）を含むと想定されている．発話中の

ユーザの最優先行動・ジェスチャーを表 4 に示す．ケース 2 の発話例「それ．」としか言っ

ていないが，何かを注目しているという発話なので，ユーザの指さした先にあるものを検

出し，結果をユーザに示す．指さしたところにある物体のその部分の画像に対してカラー
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と形状情報に基づくセグメンテーションを行い，まとまった領域が検出されたら，それを

指しているものと仮定する．そして，「この赤いものを取りますか？」というような確認行

動を行う．ケース 5「あれをやって．」の場合は，ケース 2 と同様にユーザの行動・ジェス

チャーによって実世界に関する情報を利用する．また，行うべき行動の動詞は曖昧である

ため，音声合成でユーザに聞き返す．ケース 8 はケース 2 と 5 と同じ対象物体が曖昧であ

るが，例えばケース 8 の例「あれを取って．」の場合，対象物体を見つかれば，動詞が明確

であるため，「この赤い丸いものですか？」というような確認行動をする． 
 

 ケース 4 の場合： 
対象物体は省略されて，動詞は曖昧であるため，本論文ではこのような発話は何らかにユ

ーザまたはロボットの行動に関係があると考える．例えば，「やって．」，「４にして．」とい

うような発話は，まずユーザがものを持っている・触っているかどうかを認識する．持っ

ていないまた触っていないとしたら，ユーザの視線方向にある物体を認識する．例えば，

テレビを見ながら発話すると，ユーザはテレビをチャンネルを変えたいという意図を推定

することができる． 
 

 ケース７の場合： 
動詞は明確であるが，対象物体が指定されていない．依頼文にはっきり行うべき行動が指

示されているため，対象物体はユーザまたはロボットの近くにあると考えられる．また，

ユーザあるいはロボットがその物体を持っているあるいは触っていると考えられる．例え

ば，「持ってきて．」の発話の場合，ユーザとロボットの近くにある物体を探索して，その

部分の画像に対してカラー情報に基づくセグメンテーションを行い，まとまった領域の結

果を「これですか？」のような文でユーザに確認する． 
 

表 3：簡略化発話の分類と補完法 

分類（表 2 中の番号） 補完法（優先） 
A）１ 
（対象物：不明） 

データベース 

B）3，6，9 
（対象物：明確） 

画像処理 

C）2，5，8 
（対象物：直示） 

1)  近くにある物体 
2)  視線 
3)  指さし 
4)  操作行動 

D）4 
（対象物：省略） 

1) 操作行動 
2) 視線 

E）7 
（対象物：省略） 

1) 操作行動 
2) 近くにある物体 
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表 4：直示詞とジェスチャーの関連 

分類 ジェスチャー 
ア系：あれ 1) 指さし 

2) 視線 
ソ系：それ 指さし 
コ系：これ 1) 視線 

2) 操作行動 

 24



第３章 音声対話システム 

 本章では，本論文の提案する簡略化発話の補完手法と補完手順について，具体的なシス

テムの構成や動作について説明する． 
 
 

3.1 システムの概要 

 
本システムでは，人に代わってものを取ってくるサービスロボットに実装することを想

定している．そのために，ロボットに伝えたい情報は依頼の内容となる行為を示す動詞と

その動詞に関する対象物体になる． 
ロボットはものを取ってくるという依頼を受けると，ユーザの音声発話を認識し，指示

された作業を行うのに適したプロセスを起動する．依頼文に対象物体名称が指定されてい

れば，データベースからその物体の属性を調べ，それを検出する画像処理を起動する．例

えば，本の属性は四角形，またリンゴは赤くて円形の物体の知識を用いる．物体に関して

形容詞（属性）が与えれていれば，それも画像処理の中に設定し，依頼された対象物体を

検出するための画像処理を行う．そして，物体認識を行って現状をユーザに示し，それが

目的の物体かどうかをユーザに確認する． 
ユーザの発話が簡略化された場合，つまり依頼文の中に不足する情報がある場合，前章

で述べた本論文の提案する視覚情報処理（物体の存在場所，視線，指さしと操作行動）の

情報を利用し，省略・直示された発話を補完する．それができない場合はユーザから適切

な助言が得られるような対話文を作成し，それを音声合成してユーザに伝えるという構成

を取る． 
本論文で作成したシステムの構成図を図 3 に，システムの音声対話インタフェースを図 4

に示す．また，システムの全体の流れを図 5 に示す．動作の流れは大きく分けると依頼を

受け取って認識し，対話の分類を行う．分類の結果により発話が簡略化された場合，省略

また直示の解決を行い，画像処理を起動し，物体の検出を行う．処理の結果の確認を音声

合成で行う．本研究では，音声モジュールと中央モジュールを中心にして研究を行う．以

下では，システム内の各モジュールと部分における動作の詳細について述べる． 
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ジェスチャーモジュール

中央モジュール

音声モジュール

音声入力

画像処理モジュール
・物体の検出
・人の検出

ロボット操作モジュール
・カメラ
・ロボット

対話処理

音声認識 音声合成

音声出力

システム情報
・画像処理の結果
・対話処理の結果
・ジェスチャー処理の結果
・行動認識の結果
・操作状況

操作プランニング
・物体の検出
・ランドマーク検出
・ユーザに質問
・ユーザの行動認識
・ロボット操作

対話文作成

データベース
・発話の前後関係
・実世界の情報
(ユーザ，物体など）
・対話の履歴
・画像処理の履歴

行動認識モジュール
・行動認識
(物体を触っている・持っている)

ジェスチャー認識

視線
・視線方向の検出

指さし
・指さし方向の検出

行動認識

 

図 3：システムの概要図 

 

 

図 4：音声対話フォーム 
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音声認識

発話の分類

省略・直示の解決

簡略化発話 物体の検出
No

No

Yes

成功 ユーザに聞く

ユーザに確認

Yes

 

図 5：システム動作全体の流れ 

 
 

3.2 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．音声モジ

ュールは，人からの音声による依頼を受け付けるとともに，システム側からの人に対する

質問や確認などのための文字列を合成音声に変換し，出力する役割を持つ．次節では各部

の詳細について述べる． 
 
 

3.2.1 音声認識 

 
 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

声情報から発話内容を文字列として取り出す処理である．本処理には，IBM 社の ViaVoice 
SDK for Windows（以下 ViaVoice 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出力をブラックボックスとして取り扱うことが

できる． 



また，ViaVoice SDK から提供された 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て以降の処理に利

用される．音声認識のフォームを図 6 に示す． 
 
 

3.2.2 音声合成 

 
音声合成とは与えられたテキスト文字列から音声を生成・変換する機能であり，対話文

作成（図 3 を参照）から送られてきた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．本処理では，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ーから出力することができる．音声合成のフォームを図 6
に示す． 

 

 

音声入力を文字列に変換するボックス 

ロボットからのメッセージボックス 
（音声合成のテキスト文字列） 

図 6：音声認識と音声合成フォーム 
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3.3 中央モジュール 

 
 本システムの中央モジュールは７つの部分に分けられる．それは，対話処理・理解部，

ジェスチャー認識部，行動認識部，対話文作成部，システム情報部，操作プランニング部

とデータベース部から成り立っている． 
 ここでは，対話処理・理解部，対話文作成部，操作プランニング部と，データベース部

を研究の中心としている． 
 
 

3.3.1 対話の処理・理解 

 
 対話の処理・理解部では，依頼文を解析するために形態素解析，構文解析，意味解析と

フレーム生成の処理を行い，処理の結果をシステム情報部に送る．対話処理・理解のシス

テムの構成を図 7 に，そのシステムの流れを図 8 に示す．次は各処理について述べる． 
 

対話処理・理解

完全フレーム(ケース9）
Verb(Object,[Color,Shape])

Ex:Take that book
Take(book[X, square])

不完全フレーム

データベース
・発話の前後関係
・実世界の情報
・対話の履歴

形態素解析 構文解析 意味解析

フレーム生成

操作プランニング
・画像処理（物体検出）
・操作行動
・ユーザに質問

省略・直示の解決

発話の分類

操作プランニング
・画像処理（物体検出）

システム情報
・視線の情報
・指さしの情報
・操作行動の情報
・物体の存在場所

 

図 7：対話の処理・理解部の構成 

 



音声認識の結果

形態素解析

構文解析

意味解析

フレーム生成

発話の分類

簡略化発話

1) ロボット・ユーザの近く
にある物体の検出
2) ユーザの視線・指さし
先にある物体の検出
3) ロボット・ユーザを触っ
ている・持っている物体の
検出

対象
明確

ケース
2～8

キーワードの抜き出す
データベースから情

報探索

操作プランニング部

画像処理部

システムの情報部

画像処理部
No

No

No

Yes
Yes

Yes

省略・直示の解決

 

図 8：対話理解の処理の流れ 

 
1. 形態素解析 
形態素解析とは，意味を持つ最小の単位（形態素）に，文字列を形態素の列に分割する

ことである．本システムの形態素解析の部分には，茶荃[21]というソフトウェアを用いる．

茶荃は奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科自然言語処理学講座(松本研究室)で開

発されたフリーの日本語形態素解析器であり，テキスト文字列の文字を単語ごとに区切り，

単語の基本形，品詞，詳しい品詞を知ることができる． 
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 形態素解析の結果は構文解析部に送り，処理を行う．本システムで使っている形態素解

析の概観と解析結果の例を図 9 に示す． 
 

 

入力発話 

形態素解析 
の結果 

図 9：形態素解析フォーム 

 
2. 構文解析 
構文解析とは文の構文的な構造を解析する処理である．形態素解析の処理の結果を受け

取って処理を行う．2.2 章(表 5 を参照)で述べた 9 ケースの依頼発話の分類に基づき依頼文

の構造を判断する．処理の結果から人の発話はただの会話か命令かを理解する．また，依

頼文が完全な命令文か不完全な命令文かも判明する． 

本処理では,ケース 1 以外の発話は依頼文であると仮定する．しかし，ケース１には挨拶

以外は平叙文の形をしている命令・願望も含まれているので，キーワードマッチングとい

う方法で構文解析を行う．各ケースに分類することによって，依頼文は簡略化発話（対象

物体に関する情報の不足や動詞の曖昧）の場合でもシステムは動作す．また，対話の分類

により，依頼文はどのような簡略化文をしているかを判断でき，提案した視覚情報処理の

補完方法で足りない情報を補う．簡略化発話文の補完手順は次節に述べる． 
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表 5：依頼発話の分類（表 2 の再掲） 

動詞 
対象 

不明・省略 
（×） 

曖昧・直示 
（△) 

明確 
（○) 

不明・省略 
（×） 

1．｛×，×｝ 4．｛×，△｝ 7．｛×，○｝ 

曖昧・直示 
（△） 

2．｛△，×｝ 5．｛△，△｝ 8．｛△，○｝ 

明確 
（○） 

3．｛○，×｝ 6．｛○，△｝ 9．｛○，○｝ 

 
本論文の提案した簡略化発話の分類法は以下に示す．この分類処理により，人の発話が

依頼かどうか，また簡略化されているかを判断する． 
記号の説明はこの以下のようになる． 

 
S → Sentence  ：文 

V → Ve b  ：動詞 r

e
N → Noun  ：名詞‐一般 
Adj  → Adj ctive ：形容詞 
P → Pronoun  ：名詞‐代名詞 
O → Others  ：その他の品詞（感動詞，名詞‐数）など 
NP → Noun Phrase ：名詞句 

 

• 属性 

Adj → [形容詞‐自立] 
Adj2 → [名詞‐一般] + [形容詞‐接尾] 
 

• 対象物体名 

N → [名詞‐一般] 
 

• 指示 

V → [動詞‐自立] 
else V → [動詞‐自立] + [助詞‐接続助詞] 
else V → [動詞‐自立] + [助詞‐接続助詞] + [動詞‐非自立] 
 

• 物体の属性 

NP → Adj N 
else NP → Adj2 N 
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• 依頼文 

完全な依頼文｛<対象><動詞>｝ 

 

ケース 1：おはよう．｛×，×｝ 

S1 → O  
ケース 2：あれ．｛△，×｝ 

S2 → P 
ケース 3：そこのリンゴ．｛○，×｝ 

S3 → P N 

ケース 4：４にして．｛×，△｝ 
S4 → O V 

ケース 5：あれをやって．｛△，△｝ 

S5 →P V 
ケース 6：赤いのにして．｛○，△｝ 

S6 → Adj V 
ケース 7：持ってきて．｛×，○｝ 

S7 → V 
ケース 8：あれ取って．｛△，○｝ 

S8 → P V 
ケース 9：赤い本を取ってきて．｛○，○｝ 

S9 → NP V 
 
分類法で完全な依頼文は｛＜対象（○），動詞（○）＞｝と表されている．例えば，上記

のケース４の「４にして」の場合，構文解析の結果は｛＜その他の品詞‐名詞‐数＞＜動

詞＞｝になっているが，「して」という動詞がデータベースで曖昧な動詞として登録されて

いるので，省略の分類は｛＜対象曖昧（×）＞，＜動詞曖昧（△）＞｝になる．また，ケ

ース 5 とケース 8 の依頼文の分類処理の結果は「S1 → P V 」と同じであるが，意味解析

の結果によりケース 5 とケース 8 を区別することができる．ケース 5 の発話例の「あれを

やって．」の構文解析の結果は｛＜対象曖昧（△）＞，＜動詞曖昧（△）＞｝，そしてケー

ス 8 の「あれを取って．」の構文解析の結果は｛＜対象曖昧（△）＞，＜動詞明確（○）＞｝

になる．「やって．」という動詞がデータベースで曖昧な動詞として登録されているため，

意味解析によりそれぞれの文を理解することができる． 
対話分類の処理の流れと構文解析の処理結果のフォームをぞれぞれ図 10 と図 11 に示す．

そして，依頼文の内容・情報と単語品詞の関連を表 6 に示す． 
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表 6：依頼情報の品詞 

依頼の情報 品詞 

確定命令 動詞 

対象物体 名詞 

固定物体 名詞 

対象物体の属性 形容詞 

直示 代名詞 

 
 

初期化状態

対話の履歴

キーワード
マッチング

挨拶・平叙文

ケースの分類

形態素解析の
結果

動詞
名詞又
形容詞

ケース１

ケース３

名詞又
形容詞

明確

ケース２

No

No

Yes

Yes

No

Yes

明確

Yes

No

ケース８

名詞又
形容詞

明確

ケース９

Yes

Yes

No

明確

ケース６

ケース４

ケース５ ケース７

No

No

No

Yes

Yes

No

Yes

 

図 10：対話分類の処理の流れ 
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入力発話 

構文解析 
の結果 

図 11：構文解析フォーム 

 
3. 意味解析 
依頼文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．構

文解析の結果から，必要とされる情報の単語が抽出され，記録した単語とマッチングされ

てフレーム生成部に送られる．本システムで使っているそれぞれの単語の意味はデータベ

ースに登録されている． 
前項の構文解析で述べた通り，意味解析の結果によって簡略化発話を分類して理解でき

る．意味解析の結果を表 7 に，発話分類の結果フォームを図 12 に示す． 
 

表 7：意味解析の結果（完全な依頼文｛<対象><動詞>｝） 

ケース {分類の結果}発話例 

ケース 1 ｛×，×｝：おはよう． 

ケース 2 ｛△，×｝：あれ． 

ケース 3 ｛○，×｝：そこのリンゴ． 

ケース 4 ｛×，△｝：４にして． 

ケース 5 ｛△，△｝：あれをやって． 

ケース 6 ｛○，△｝：赤いのにして． 

ケース 7 ｛×，○｝：持ってきて． 

ケース 8 ｛△，○｝：あれ取って． 

ケース 9 ｛○，○｝：赤い本を取ってきて 
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入力発話 

発話分類 
の結果 

図 12：発話分類の結果フォーム 

 
4. フレーム生成 
本システムでは，フレームを完全フレームと不完全フレームの 2 つに分けて，簡略化発

話の解決をフレーム生成部で行う．意味解析の結果（表 7 を参照）をフレーム生成部に送

られ，抜き出された単語を完全フレームあるいは不完全フレームに蓄積する．フレームと

は，いくつかのスロットも持つ構造である．各ケースの補完手順を図 13 に示す． 
  

 完全フレーム 
前章で説明したように，本システムではものを取ってくるサービスロボットを目的として

いるので，ユーザの発話を考えると，依頼することが主目的．そして，その依頼の内容は

「｛対象物：名詞｝を｛行動：動詞｝」を仮定する．本システムで仮定した完全なフレーム

は以下に示す． 
 
 
 

VERB (OBJECT { [COLOR] or [SHAPE]}) 

 
例えば，ケース９の「赤い本を取って．」は以下のようなフレームに変換される．そしてそ

の結果を操作プランニング部に渡されて，“赤い本”を検出するために，画像処理を起動す

る． 
 
 
 
 
 

FRAME “赤い本を取って” 

取る（本 [赤い][四角形]） 
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 不完全フレーム 
既存の簡略化発話の解決に関する研究のほとんどは，与えられたテキストから照応の先行

詞を探索するものだった．しかし，本研究のような実世界で移動するロボットが省略と直

示的な発話を使われている可能性がある．そこで，本システムでは依頼文が不完全な文で

ある場合，その文が省略文か直示文かを判断し，解決処理を行う．本システムで仮定した

不完全なフレームは以下に示す． 
 
 
 
 

VERB (<OBJECT { [COLOR] or [SHAPE]}> ，<PRONOUNS>，<ETC>) 

 
 
 
 
 
 
 

完全な依頼文：｛＜対象（○）＞，＜動詞（○）＞｝（表 5 を参照） 
○：明確 
△：曖昧（直示） 
×：不明（省略） 
※ VERB★：曖昧な動詞 

1） 直示発話の解決（ケース 2，5，8） 
日本語では，直示的な代名詞は 3 種類（コ系，ソ系，ア系）に分けられている（2.1.2 章を

参照）．本システムで提案する直示に基づいた補完手法は以下になる． 
 
A) コ系の代名詞がある場合の補完手順（優先法の順番）： 

1. ユーザが持っている・触っている物体を検出する． 
2. ユーザの近くにある物体を検出する． 
3. ユーザの視線先にある物体を検出する． 
 

B) ソ系の代名詞がある場合の補完手順（優先法の順番）： 
1. ロボットが持っている・触っている物体を検出する． 
2. ロボットの近くにある物体を検出する． 
3. ユーザの指さし方向にある物体を検出する． 
4. ユーザの視線先にある物体を検出する． 

 
C) ア系の代名詞がある場合の補完手順（優先法の順番）： 

1. ユーザの指さし方向にある物体を検出する． 
2. ユーザの視線先にある物体を検出する． 
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そして，検出の結果が対象物体であるかどうかをユーザに確認する．各フレームケースの

構造を以下に示す．フレーム構造の結果を操作プランニング部に送り，上で説明した解決

方法を行い，そして「EMPTY」（「空」）のところに提案した手法で検出した情報を蓄積し，

ユーザに確認する． 
 
・ フレームケース 2｛△，×｝ 

EMPTY (<EMPTY>，<PRONOUN>)   
例：あれ → 空（<空>，<あれ>） 
 

・ フレームケース 5｛△，△｝ 
VERB★ (<EMPTY>，<PRONOUN>)   
例：あれをやって → やって（<空>，<あれ>） 
 

・ フレームケース 8｛△，○｝ 
VERB (<EMPTY>，<PRONOUN>)   
例：あれを取って → 取って (<空>，<あれ>) 

 
２）省略発話の解決（ケース 3，4，6，7） 
ケース 3 と 6 の場合は，対象物体が明確であるため，画像処理を行うことができる．そし

て，依頼文中には代名詞のコ系，ソ系あるいはア系が存在であれば，前項の直示発話の解

決で説明した補完方法を行う．代名詞がなければ，まずシステム情報部からユーザが発話

したときの行動を確認し，視線先にある物体を検出して，結果をユーザに確認する．また，

指さしながら発話する場合，ユーザの指示先にある物体を検出する．各フレームケースの

構造は以下に示す． 
 
・ フレームケース 3｛○，×｝ 
仮定したフレームケース 3 の構造は以下に示す． 

1. EMPTY (<OBJECT {[COLOR] or [SHAPE]}>) 
2. EMPTY (<OBJECT {[EMPTY] or [EMPTY]}>) 
3. EMPTY (<EMPTY {[COLOR] or [EMPTY]}>) 
4. EMPTY (<EMPTY {[EMPTY] or [SHAPE]}>) 
5. EMPTY (<OBJECT>)，<PRONOUN>） 
（<OBJECT>）：(<OBJECT {[COLOR] or [SHAPE]}>) 

例：そこのリンゴ → 空 (<リンゴ {[赤い], [丸い] }>，<そこ> ) 
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・ フレームケース 6｛○，△｝ 
仮定したフレームケース 6 の構造は以下に示す． 

1. VERB★ (<OBJECT {[COLOR] or [SHAPE]}>) 
2. VERB★ (<OBJECT {[EMPTY] or [EMPTY]}>) 
3. VERB★ (<EMPTY {[COLOR] or [EMPTY]}>) 
4. VERB★ (<EMPTY {[EMPTY] or [SHAPE]}>) 

例：赤いのにして → して (<空 {[赤い]，[空] }> ) 
 
・ フレームケース 4｛×，△｝ 
仮定したフレームケース 4 の構造は以下に示す． 

VERB★ (<EMPTY>) 
例：４にして → して (<空> ) 
 
・ フレームケース７｛×，○｝ 
仮定したフレームケース 7 の構造は以下に示す． 

VERB (<EMPTY>) 
例：持ってきて → 持ってきて（<空>） 
 
各フレーム生成の結果を操作プランニング部を送り，補完処理を行う．そして，補完した

情報をフレーム構造の「空」のところに蓄積し，確認のために対話文作成部に渡す． 
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対話の分類

キーワードの抜き出す

ケース
３，６，９

物体の検出

ユーザに聞く 成功

ケース
２，５，８

ユーザに確認

指示詞
コ系

指示詞
ソ系

指示詞
ア系

ケース
４

ケース
７

データベースから情報の
探索

対話の返事

①ユーザの近くにある物
体の検出
②ユーザを操作している
物体の検出
③ユーザの視線先にあ
る物体の検出

①ロボットの近くにある物
体の検出
②ユーザの指さし先にあ
る物体の検出

①ユーザの指さし先にあ
る物体の検出
②ユーザの視線先にあ
る物体の検出

①ユーザを操作している
物体の検出
②ユーザの視線先にあ
る物体の検出
③ユーザの指さし先にあ
る物体の検出

①ユーザ又ロボットの近
くにある物体の検出
②ユーザ又ロボットを操
作している物体の検出
③ユーザの視線先にあ
る物体の検出
④ユーザの指さし先にあ
る物体の検出

成功ユーザに確認

ユーザに聞く

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

 

図 13：補完手順 

 
 



3.3.2 データベース 

 
データベースでは，Microsoft 社が Microsoft Access 2000 を Visual Basic 上で利用でき

るよう提供している Active X コントロールを用いて作成した．本システムで使用する単語

をカテゴリに分け，表 8 に示す単語を登録した．2.2 章で説明した発話分類のケース１（表

5 を参照）を判断するために，対応付けた単語を使用する．対応付けの単語の例を表 9 に示

す． 
 

表 8：カテゴリと登録単語の例 

カテゴリ 単語例 
動詞 明確：取る（取って，取ってください など），

持ってきて など 
曖昧：して，やって，食べたい，飲みたい 

対象物体 リンゴ，本，腕時計，リモコン，手袋 など 
固定物体 本棚，机，テーブル，テレビ など 
属性 赤い，黄色い，丸い，四角い など 
回答 はい，いいえ，違う など 
位置関係 上，下，右，左 など 
副詞 ちょっと，もっと など 
その他 直示（代名詞）：あれ，それ，これ など 

挨拶（感動詞）：おはよう，ありがとう など 
数字（名詞‐数）：１，２ など 

キーワード 対応付け（表 9 に参照） 
 

表 9：対応付けの単語例 

キーワード 対象物 行動 
おいしそう 食べ物：リンゴ，パン  

飲み物：缶ジュース，ペットボトル 
取る 

のど渇いた 飲み物：缶ジュース，ペットボトル 取る 
寒い 窓，クーラー 止める 
うるさい テレビ，ラジオ，パソコン 止める・音量を下げる 
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3.3.3 操作プランニング 

 
 システム情報部からの対話処理の結果を操作プランニングに送り，依頼発話の分類によ

って，適切な行動を行う．例えば，図 14 に示すようなケース 3 の場合，「青い」という物

体の色情報があるために，操作プランニング部の判断により画像処理を行うことができる．

そして，検出した物体の結果をシステム情報部に送り，保存する． 
 

 

物体情報 

命令情報 

図 14：対話処理の結果 

 
 

3.3.4 対話文作成 

 
 対話文作成は，ロボットが検出した物体が指示された物体か否かを確認するための，物

体検出結果の文作成と，物体が見つからない場合，または必要な情報を求めるための質問

文作成と，操作の確認文作成から成り立っている． 
 
1) 物体検出の結果の文作成 
画像処理モジュールで検出した物体をユーザに理解してもらうために，画像情報を用いて

文章を作成し，音声合成でユーザに知らせる．例えば，図 15 に示した画像処理の情報によ
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り，「青い色の四角形のものを 1 個見つけました．」と「これを取りますか．」というような

説明文と質問文を作成し（図 16），ユーザに確認する． 
 

 

対話処理 
の結果 

画像処理 
の結果 

図 15：対話処理と画像処理の結果 

 

 

説明文と質問文 
作成 

図 16：物体の確認 
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2) 質問文作成（情報の獲得） 
操作プランニングの結果から，必要な情報を得るために最も適した方法がユーザに質問す

る状態である場合，以下のような質問文を作成する． 
ユーザ：「そこにある赤いものを取って．」 
ロボット：「赤いものが見つけません．どこにあるのですか？」 
 
3) 操作の確認文作成 
次に行うべき処理・行動と，ロボットが得られた情報（対話理解処理の結果）が正しいか

どうかをユーザに確認する．例えば，ユーザの依頼「テーブルの上で赤い本を取って．」に

対して，「テーブルで赤い本を取ってですね．」というような確認をする．図 18 は対話処理

の結果の図 17 を用いた，作成した文を示す．具体的には，ロボットの確認文作成の構造は

以下のようになる． 
 
 
 
 

｛「対象物体の存在場所」＋「で」＋「対象物体の属性」＋「対象物体の名称」を「命令」｝ 

 

 

対話処理の結果 

図 17：対話処理結果 
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依頼確認文作成 

図 18：依頼確認 

 
 

3.4 画像処理 

 
本研究の画像処理モジュールでは，吉崎[22][23][24][25][26]が開発した画像処理システム

を利用した．画像処理は，カメラから得られる画像から，特定の色領域を検出する処理を

行う．色情報として用いるのは色相（Hue），彩度（Saturation），明度（Intensity）を基

本とする HIS 表色系である．画像から RGB 表色系で得られたデータを HIS 表色系に変換

し，色相の値がある一定の値である領域を抽出することで特定色領域の検出を行う．例え

ば，依頼文の中で“赤い本”のように色情報が明示的に示されている場合，あるいは“リ

ンゴ”などのように，物体そのものの色情報が含まれている場合はそれを元に，与えられ

た色相値近辺の画素を持つ部分を抜き出す． 
依頼文中で色に関する情報が与えられていない場合は，検出する色相の値を複数定め，

その各々について，画像中の全ての画素についての色相値のヒストグラムを取り，最も頻

度の高い値を中心としてある程度の範囲を待たせた範囲を検出色相値の 1 つとして定める．

2 つ目以降の検出色相値の決定については，それ以前に検出された領域を除外した上でヒス
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トグラムを取り直し，同様の操作で決定する．多くの場合，最も頻度の高い値の領域は背

景領域であるため，これを複数回行うことによって画面中の背景以外の物体領域を複数検

出することが可能となる． 
そして，認識された領域をそれぞれに円形，および四角形を当てはめることで検査する．

本モジュールで使っている画像処理インタフェースを図 19 に示す．また，画像処理の結果

の例，図 21 と図 25 は現画像の図 20 と図 24 から得られた色相値のヒストグラム，そして

ヒストグラムを利用した色領域の検出結果を図 22 と図 26 に示す．画像に四角形当てはめ

を行っている様子を図 23 に，円形検出の様子を図 27 に示す． 
対話文作成の画像処理の結果の文作成ためにの表 10の色領域を用いて作成した．例えば，

図 28 に示した色領域（138＜H＜148）の場合，表 10 によりこの範囲は青い色であると分

かる．その色領域に円形処理と四角形処理を行い，形状を調べる．その結果，図 29 で示し

た画像処理の結果文を作成できる． 
 

 

画像表示ボックス 

色相値ヒストグラムボックス 

画像処理の結果表示ボックス 

図 19：画像処理フォーム 
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図 20：画像処理前の画像 

 
図 21：色相値ヒストグラム 

 

 
図 22：カラーセグメンテーション結果 図 23：四角形の検出結果 

 
 
 

 
 

図 24：画像処理前の画像 
 

図 25：色相値ヒストグラム 
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図 26：カラーセグメンテーション結果 図 27：円形の検出結果 

 

表 10：色を指定する語句によって抽出される色領域 

語句 抜き出す領域 
（H：色相），（I：明度） 

赤い 240<H<255，I>99 
0<H<15，I>149 

茶色 240<H<255，I<100  
0<H<15，I<150  

オレンジ 10<H<35 
黄色い 30<H<75 
緑色 40<H<110 
水色 95<H<155 
青い 120<H<180 
紫色 170<H<245 
ピンク 200<H<250 
白い I>219 
黒い I<40 

 

 

図 28：検出色領域 

 

図 29：色領域と形状の検出結果 
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3.5 視線と指さしの検出 

 

現段階では，行動認識モジュールとロボット操作モジュールはまだ完成していない．視

線と指さしの検出のためのジェスチャーモジュールは，同じ研究室の山崎［27］と森［28］
の研究成果を用いて将来実装できると仮定している．図 30 は本研究で利用している移動ロ

ボット ActivMEDIA 社の Pioneer2 を示す． 

視線検出システムの実現に際して，九州大学の三次元ユーザインターフェース“Mario”
[29]を利用した．Mario システムは，2 台のカメラから得られた画像を元に，顔と手を認識

し，その位置により関節の位置を予想してアバターとして表示する．視線検出システムの

概要図を図 31 に，視線方向にある物体の検出手法を図 32 に示す．図 31 に示した下段の 2
つのカメラ（Sony の DFW-V500）がユーザの顔を追い，上段の 2 つのカメラ（Sony の
EVI-D100）が視線方向を追いて，視線先にある物体を認識する． 

 

 

図 30：ロボット概観 
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図 31：視線検出システムの概要 

 

 

図 32：視線方向にある物体の検出 
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第４章 実験 

 本論文で提案する手法を用いて，システムの動作の妥当性と簡略化発話の補完の効率化

を示すために実験を行った． 
 
 

4.1 依頼発話の変化とジェスチャーとの関係の検証 

4.1.1 目的 

 
物体の位置と発話時の状況，それから人またはロボットがいる場所と状況によって，人

の依頼発話の変化とジェスチャーの関係を調べる実験を行った．この実験により，人が状

況（対象物体の位置や数や距離など）によってどのような発話をするか，また発話時のジ

ェスチャーも調べることができる． 
 
 

4.1.2 方法と条件 

  
コンピュータディスプレイに示される画像と設定状況を見せて，被験者にその画像実験

に設定された状況によって依頼発話を入力してもらう．また，発話時の被験者のジェスチ

ャー（指さしと視線）も入力してもらう．この実験は省略発話と直示発話に関する実験の

２つに分ける．省略発話の実験を用いた画像と設定された対象物体が表 11 に，直示発話の

実験を用いた画像と実験の状況が表 12 に示す． 
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実験の条件が以下になる． 
 
 被験者数：5 
 総試行回数：50 回 
 実験画像：10 

 
この実験に以下の仮定をおく．（図 33 と図 34 を参照） 

 
 各実験が設定された画像を用いて，実験フォームに表示し，実験を行う（図 33 と図 34）． 
 各実験画像に状況または対象物体を設定した（図 33 と図 34）． 
 雑音による誤認識の問題を防ぐため，キーボードで発話を入力する(図 33)．しかし，

直示実験では入力する依頼発話が実験フォームに示す直示の選択から選ぶ（図 34）． 
 発話時の被験者が行うジェスチャーは実験フォームに示すジェスチャーの選択から選

ぶ（図 33 と図 34）． 
 
実験に用いたプログラムの外観を図 33 と図 34 に示す． 

 

 

図 33：省略実験の外観 

設定画像 

設定状況 

ジェスチャーの
選択 

入力発話 



 

 

設定画像 

設定状況 

直示の選択 ジェスチャー

の選択 

図 34：直示実験の外観 

 
 

4.1.3 結果と考察 

 
 実験で用いた画像と状況の設定（対象物体），また得られた依頼発話文とジェスチャーの

結果を表 11 に示す．そして，人またはロボットのいる場所（取りたい物体との距離）によ

って使う直示詞（代名詞）とジェスチャーの結果を表 12 に示す．省略発話実験の結果が依

頼発話とその回答％や，発話時のジェスチャーと回答％を示した．直示発話実験の結果が

依頼時に使う代名詞とその回答％や，ジェスチャーと回答％を示した．回答％は被験者数

に対するパーセントである． 
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表 11：省略発話実験の結果 

実験 画像と対象物体の設定 結果 

 

A) 依頼発話（回答％） 

1) 赤いファイルを取って（ 90％） 

2) そこのファイル（10％） 

 
1 
 

 

 
対象物体：赤いファイル 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

1) 視線（90％） 

2) 指さし（10％） 

 

A) 依頼発話（回答％） 

1) 雑誌を取って（60％） 

2) あれを取って（40％） 

 
2 

 

 
対象物体：雑誌 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

視線（40％） 

 

 

A) 依頼発話（回答％） 

1) ティッシュを取って（60％） 

2) 黄色いものを取って（40％） 

 
3 

 

 
対象物体：ティッシュ 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

1) 視線（60％） 

2) 指さし（40％） 
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A) 依頼発話（回答％） 

1) ファイルを取って（40％） 

2) ２つのファイルを取って（60％） 

 
4 

 

 
対象物体：２つともの青いファイル 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

1) 視線（40％） 

2) 指さし（60％） 

 

A) 依頼発話（回答％） 

赤いファイルを取って（100％） 

 
5 

 

 
対象物体：赤いファイル 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

視線（100％） 

 

A) 依頼発話（回答％） 

真中のファイルを取って（100％） 

 
6 

 

 
対象物体：真中の青いファイル 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

1) 視線（40％） 

2) 指さし（60％） 
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表 12：直示発話実験の結果 

実験 画像と状況の設定 結果 

 

A) 直示（回答％） 

1) 物体名称（60％） 
2) あれ（40％） 

 
7 

 

 
状況：対象物体がユーザとロボットから遠い 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

指さし（100％） 

 

A) 直示（回答％） 

それ（100％） 

 
8 

 

 
状況：対象物体がユーザから遠い，ロボット

から近い 

 

B) ジェスチャー（100％） 

指さし（100％） 

 

A) 直示（回答％） 

これ（100％） 

 
9 

 

 
状況：対象物体がユーザから近い， 

ロボットから遠い 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

視線（100％） 
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A) 直示（回答％） 

1) それ（40％） 
2) 物体名称（40％） 
3) これ（10％） 

 
10 

 

 
状況：対象物体がユーザとロボットから近い 

 

B) ジェスチャー（回答％） 

1) 視線（90％） 
2) なし（10％） 

 
この実験により，人が依頼するときの発話が状況と行動によって言い方が変化すること

が示された．また，依頼発話を簡略化したり（省略）曖昧な表現（直示）で言ったりする

ことも証明できた．表 11 の画像実験 2 と画像実験 4 は簡単なシーン（物体が少ない）であ

り，取りたい物体しかなかったので，被験者の依頼発話では物体の色情報を省略されてい

た．しかし，複雑なシーン（複数の物体が存在）の画像実験 1 と画像実験 5 の場合，依頼

発話が省略されていないが，実世界の情報（色情報や物体名称など）を発話に加えてジェ

スチャーを行った．実験 3 では，物体の位置を指示するために，ジェスチャーの視線と指

さしを行った．画像実験 6 の場合，取りたい物体の位置が複雑であるが，色情報は省略さ

れて被験者が発話をしながら指さしまたは視線で物体の位置を示した． 
結論として発話を省略した場合，物体を指示するためにジェスチャーを行う．表 12 によ

り人の直示が物体との距離と関係があることも分かった．また，各直示詞（コ系，ソ系，

ア系）とジェスチャーの視線と指さしの関連も証明できた．詳細の結果を表 13 に示す． 
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表 13依頼発話の変化とジェスチャーとの関係実験の結果 

状況 ユーザの発話結果 ジェスチャー結果 
1 物体が少ない 省略 1) 指さし 

2) 視線 
2 複数な物体 詳細な命令 1) 視線 

2) 指さし 
3 同じ色の物体が複数 色情報の省略 1) 視線 

2) 指さし 
4 取りたい物体の位置が複雑 詳細な命令 視線 
5 対象物体がユーザとロボットから遠い 直示 

・ あれ 
・ 物体名称 

指さし 

6 対象物体がユーザから遠い，ロボット

から近い 
直示 
・それ 

指さし 

7 対象物体がユーザから近い，ロボット

から遠い 
直示 
・これ 

視線 

8 対象物体がユーザとロボットから近い 直示 
・ それ 
・ 物体名称 
・ これ 

1) 視線 
2) なし 

 
 

4.2 簡略化発話の理解の検証 

4.2.1 目的 

 
本研究で作成した発話の分類と音声理解システムが正しく動作するか確認するために，

以下の実験を行った．この実験により，人の発話が完全文か不完全文かを理解することで

できる．そして，各発話が正しく分類できるかを調べる． 
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4.2.2 方法と条件 

 
各ケースの依頼発話を表 13 に示す（表 5 を参照）．人の依頼内容または簡略化発話をロ

ボットが理解して，不足情報を適切に補完できるか確認する．ケース 1 の場合は，挨拶と

平叙文あるいは願望文をシステムに与える．ケース 2 からケース 8 の場合は，与える画像

（ユーザが見る・指さす画像）は画像処理システムに設定した．ケース 9 は完全な命令あ

るいは実世界に関する情報が揃っていると仮定した． 
 

表 14：本実験を用いた各ケースの依頼発話 

ケース 
（対象，動詞） 

｛○：明確，△：曖昧（直示），×：不明（×）｝ 

発話 

1) ケース 1：対象不明，動詞不明（×，×） 1)「おはようございます．」 
2)「あのリンゴ美味しそうですね．」 

2) ケース 2：対象曖昧，動詞不明（△，×） 3)「あれ．」 
3) ケース 3：対象明確，動詞不明（○，×） 4)「そこのリンゴ．」 
4) ケース 4：対象不明，動詞曖昧（×，△） 5)「４にして．」 
5) ケース 5：対象曖昧，動詞曖昧（△，△） 6)「あれをやって．」 
6) ケース 6：対象明確，動詞曖昧（○，△） 7)「赤いのにして．」 
7) ケース 7：対象不明，動詞明確（×，○） 8)「持ってきて．」 
8) ケース 8：対象曖昧，動詞明確（△，○） 9)「あれを取って．」 
9) ケース 9：対象明確，動詞明確（○，○） 10)「あの赤い本を取って．」 

 
正しい，本実験を用いた画像が音声認識処理を行う前に画像処理フォームに設定した．

画像処理フォームに設定した画像の例を図 35 に示す．また，音声対話フォームにユーザの

行動を設定した．設定した行動の例を図 36 に示す．ここでは，ユーザの行動は 4 つに分け

る．それは，物体を見ている，物体を指さしている，物体を触っている・持っていると物

体の存在場所が近くにある． 
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設定した画像 

図 35：画像処理フォーム 

 

 

設定した行動 

図 36：音声対話フォーム 
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4.2.3 結果と考察 

 
表 14 で示すケース 1 からケース 9 の各発話を，作成した音声対話システムに与える．そ

して，各ケースの発話の音声対話処理の結果をぞれぞれ図 37 から図 45 のグラフに示す．

また，ケース１の発話 2（表 14 を参照）の「あのリンゴ美味しそうですね．」の音声対話処

理と画像処理の結果を図 46 から図 52 に示す．各発話の対話処理の結果を「Information」
フォーム（図 37）の物体情報，命令情報と発話パターンのボックスに表示される． 
 
 

図

 

ーム 
Information フォ
61

 

 37：発話１の分類結果（ケース 1：「おはようございます．」） 



 

図 38：発話 3 の分類結果（ケース 2：「あれ．」） 

 

 

図 39：発話 4 の分類結果（ケース 3：「そこのリンゴ．」） 
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図 40：発話 5 の分類結果（ケース 4：「4 にして．」） 

 

 

図 41：発話 6 の分類結果（ケース 5：「あれをやって．」） 
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図 42：発話 6 の分類結果（ケース 6：「赤いのにして．」） 

 

 

図 43：発話 7 の分類結果（ケース 7：「持ってきて．」） 
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図 44：発話 8 の分類結果（ケース 8：「あれを取って．」） 

 

 

図 45：発話 9 の分類結果（ケース 9：「あの赤い本を取って．」） 
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図 46：発話 2 に与える画像 

 

 

図 47：発話 2 の音声対話フォーム（ケース 1：「あのリンゴ美味しそうですね．」） 
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図 48：対話処理結果 

 

 
図 49：カラーセグメンテーション結果 

 
図 50：形状検出結果 
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図 51：画像処理結果 

 

 
図 52：ユーザに確認（対話文作成） 
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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．また，各発話の分

類のケースを判断でき，不足の情報も検出できた．そして，省略と直示の発話も正しく処

理・理解された．ケース 1 の願望文の場合も本システムの提案した対応付けによる処理で，

人の発話意図を推定することができると示された．詳細の結果を表 15 に示す． 
 

表 15：簡略化発話の理解実験の結果 

依頼発話 
（ユーザ行動） 

音声対話処理の結果 分類の結果 
（対象物，動詞） 

1 おはようございます 挨拶の返事をできた． ケース１（×，×） 
2 あのリンゴ美味しそうですね．

（対象物に見ている） 
ユーザがリンゴを食べたいとい

う意図を理解できた． 
ケース 1（×，×） 

3 あれ． 
（対象物に指さしている） 

ユーさが指さした先にある物体

を検出できた． 
ケース 2（△，×） 

4 そこのリンゴ． 
（対象物に見ている） 

リンゴに関する一般常識の色と

形状を正しく理解できる．また，

リンゴを検出できた． 

ケース 3（○，×） 

5 ４にして． 
（対象物に見ている） 

“4”あるいは数に関係がある物

体（リモコン）を検出できた． 
ケース 4（×，△） 

6 あれをやって． 
（対象物に見ている） 

“あれ”に関する物体の検出をで

きた． 
ケース 5（△，△） 

7 赤いのにして． 
（ロボットが触っているもの） 

赤い領域の物体の検出をできた． ケース 6（○，△） 

8 持ってきて． 
（ロボットの近くにあるもの） 

指定された物体の検出をできた． ケース 7（×，○） 

9 あれ取って． 
（対象物に指さしている） 

指さした先にある物体を検出で

きた． 
ケース 8（△，○） 

10 あの赤い本を取って． 完全な命令なので依頼を実行す

ることができた． 
ケース 9（○，○） 
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4.3 提案した手法の効率の検証 

4.3.1 目的 

 
 本システムで提案した省略と直示発話の補完手法により実際に人の負担が軽減を果たし

ているかを確かめるために，以下の実験を行った． 
 
 

4.3.2 方法と条件 

 
 人の負担が軽減されているか否かを対話の処理時間と実際に人の発話の主目的あるいは

意図を理解できるまでの時間により判断する．対話の処理時間は人に問い返す方法と視線

情報による方法の 2 つに分ける．２つとも発話意図・主目的は同じで，さらに実世界に関

する情報が不足として設定されている．視線による解決手法の場合の会話の例を図 53 に，

人に聞いて実世界の情報を獲得する方法の会話の例を図 54 に示す．この実験に用いた画像

を図 55 に示す．問い返すによる補完方法の実験様子の音声対話インタフェースを図 56 に

示す．視線による補完方法の実験様子を図 59 から図 62 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象物体を見ながら，発話をしていると仮定する（図 59）． 
ユーザ ：あれを取って． 
ユーザの視線方向にある物体を検出して，その処理の結果をユーザに知らせている．検

出された物体は対象物体かどうかをユーザに確認する． 
ロボット：赤い色の四角形のものを 1 個見つけました．これを取りますか？ 
ユーザ ：はい． 
ロボット：了解しました． 

図 53：視線による解決方法の会話 
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ユーザ ：あれを取って． 
ロボット：物体を教えてください． 
ユーザ ：そこのファイル． 
ロボット：ファイルの場所と特徴を教えてください． 
ユーザ ：テーブルの上にある． 
ロボット：ファイルの特徴を教えてください． 
ユーザ ：一番上にある赤いファイル． 
ロボット：テーブルで赤いファイルを取って，ですね． 
ユーザ ：はい． 
ロボット：了解しました． 
画像処理を起動し，色情報の元に物体検出を行う．物体検出の結果をユーザに述べ，対

象物かどうかをユーザに確認する． 
ロボット ：赤い色のファイルを見つかりました．これですか？ 
ユーザ ：はい． 
ロボット：了解しました． 

図 54：人に問い返しによる方法の会話 

 

 

図 55：扱う画像（対象物体：赤いファイル） 
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図 56：問い返すによる補完方法実験 

 
 

4.3.3 結果と考察 

 
人への問い返しの場合の処理時間と人の視線処理により情報獲得を行う処理時間をした

対話シミュレーションはそれぞれ 10 回行った．各方法の時間を表 16 に，平均時間のグラ

フを図 54 に示す．また，人の発話の主目的を理解できるまでの対話回数を図 55 に示す．

そして，視覚情報処理による補完方法の処理を図 56 から図 59 に示す． 
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表 16：処理時間の結果 

補完方法  
実験

回数 
問い返し 

（処理時間：秒) 
視線 

（処理時間：秒） 

1 51 18 
2 47 18 
3 49 17 
4 42 19 
5 44 19 
6 43 15 
7 43 18 
8 44 16 
9 42 17 
10 41 16 
平均 44.6 17.3 
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図 57：問い返しと視線の処理時間 
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図 58：対話回数 

 

 

図 59：依頼発話 
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図 60：カラーセグメンテーション結果 

 
図 61：形状検出結果 

 

 

図 62：画像処理の結果 
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 76

 
 平均処理時間により，簡略化発話をロボット（システム）に理解させるまでの処理時

間と物体を見つけるまでの処理時間がここでの提案した視線による情報を獲得する補完方

法の方が短いことが示された．また，人の発話意図あるいは依頼した物体を理解するまで

の対話回数が人に問い返すよりも視線による情報を獲得する方が少ないことが示される．

つまり，人への負担が少なくなっていると考えられる．詳細の結果が以下になる． 
 

 視線による補完方法の対話処理時間は問い返すより短い． 
 視線による補完方法の対話回数は問い返すより少ない． 

 
 
 
 



第５章 終わりに 

 本章では，本論文の結論と，本研究の今後の課題について述べる． 
 
 

5.1 結論 

 
本研究では，依頼を受けてものを取ってきてくれる，生活環境内で移動するサービスロ

ボットのためのヒューマンインタフェース，音声対話システムの開発を目的とする． 
ものを取ってくる依頼の際には人の発話が行動によって発話を簡略化（省略・直示）さ

れる場合があるので，本研究では，視覚情報処理を用いて補完に利用することを提案した．

人の行動に関係がある簡略化発話状況は以下の 4 つに分類し，すなわち，ロボットまた人

が物体の近くにある場合，視線で物体を指示しながら発話する場合，指さしながら発話す

る場合と物体を持っているまたは触っている場合である．その結果，依頼発話文中に実世

界に関する情報が不足している場合，つまり依頼発話が簡略化された場合に対応可能であ

った． 
また，それらの考えを実装した音声対話システムを作成した．人の依頼発話を受けると

音声認識・解析を行う．そして，依頼文が完全か不完全（簡略化）かを判断し，発話の分

類を行う．本システムで仮定した依頼発話の分類は 9 ケース（第 2 章を参照）であり，そ

の中からさらに省略文と直示文に２つに分ける．各分類した発話においてそれぞれの足り

ない情報を補うための優先方法を仮定した．以上により，人の負担を軽減し，より使いや

すい音声対話のインタフェースの実現が可能となる． 
開発したシステムによって簡略化発話の理解と補完実験を行い，その考えの妥当性と，

システムの有用性について検証を行った．その結果，詳細な指示から省略と直示のある指

示まで，様々な依頼に対応することができると示した． 
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5.2 今後の課題・展望 

 
 本研究では，音声対話システムの基礎部分を提案・開発して人の簡略化依頼発話を理解

することができること示した．現段階では，仮定した画像と補完方法で実験を行ったので，

実際に人の発話時の行動の認識とその情報を利用してない．そのため，実際に提案した視

覚情報処理の部分の視線の検出や指さしの検出や操作行動の認識などの開発が急務であり，

そのうえでサービスロボットのヒューマンインタフェースのためにより柔軟な音声対話シ

ステムの実現に目指す． 
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