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論文概要 

生活上のコミュニケーションにおいて、“顔の向き情報”は重要な位置を占めている。 
本論文では、実時間上で動作するロボットを想定し、ユーザとの円滑なコミュニケーショ

ンのために“顔の向き情報”の利用について研究した成果を記述する。 
“顔の向き”の利用について、“受け手”と“話し手”という二つの立場にわけて分析し、

実現するシステムをそれぞれ開発した。なお、“受け手”とは、受動的に対話者の視線を類

推する者のことである。対して、“話し手”とは、対話者の視線を誘導する者のことである。 
“受け手”としてのロボットとして、本研究では“指示語による命令を受け、指示され

た物体をとってくるロボット”を想定した。指示語の理解のためには、“共同注視（Joint 
Attention）”の概念を取り入れた。共同注視とは、“相手の視線を辿ることにより、相手が
注意を払っている物体に注意を払う”ことを指す。システム実現のための分析、及びシス

テムの構成は第二章に記した。 
 一方、“話し手”としてのロボットとして、“博物館でガイドをするロボット”を想定し

た。まず人間同士の場合による実験を行った。そして、実験の分析結果から得られた行動

パターンを実現するシステムを開発した。このシステムについては第三章に記した。 
なお、第一章では、序論として背景、研究の目的、及び現状の問題点と採択した解決方

法について述べた。第四章は締めくくりとして、研究の結果と今後の課題を記した。 
 

Abstract 
“Direction of the face” is important in our daily conversation. This dissertation 

investigates how “Direction of the face” is used in human - robot communication. 
“Conversation” needs a receiver and a talker. We have analyzed face directions of 

each person. 
Then, we have developed a robot receiver and a robot talker based on the analysis 

results. 
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第1章 序論 

 人とコミュニケーションするロボットを考える際に、大きな課題となるのはそのぎこち

なさである。何故ぎこちないかというと、ロボット自身の行動を決定するための情報の獲

得手段が人間に比べ極端に少ないためである。 
本章では、まず、背景として現在研究されている“情報の獲得手段”について述べる。

その後に、本研究の目的、及びその課題と解決策について述べる。 

1.1 背景背景背景背景 

 “情報の獲得手段”として、第一に挙げられるのが“言葉”、つまり、対話によるコミュ

ニケーションである。対話によるコミュニケーションには、“疑問に答える”・“間違いを正

せる”・“詳細な補足説明ができる”といった利点がある。その反面、対話のみで全ての情

報を獲得しようとすると、膨大な説明をユーザに強いることになり、煩雑だという印象を

与えることになる。また、単語の意味するものをいかに蓄積・理解・連想させるかという

データベースとしての問題に直面することになる。[1-2] 
そこで、他の“情報の獲得手段”を講じることにより欠点を補うことが考えられた。 
まず考えられたのが、それまでの会話の流れを記憶・参照することである。しかし、これ

も先に述べたデータベースとしての問題にあたることにはかわりがない。また、人間同士

の会話においては、しばしば前後の会話と関連の無いものが唐突にのぼることがある。 
このような状況に対応するため、少しでも状況や前後の会話に関係のない独立した情報が

必要である。その一つとしてジェスチャーの利用が考えられた。[3-4] 
 ジェスチャーとは身体で表現される“言葉（音声）ではない言語”（ノンバーバルコミュ

ニケーション）である。本論文における“ジェスチャー”という言葉は、“大きく手を振っ

て『さようなら』の合図”などの高度な動きはもちろん、“前傾姿勢で話を聞く（＝興味が

ある）”などの本人が意図せずに行った動きも含む。また、ジェスチャーである定義は、“本

人の意識・無意識に関わらず他人が意図を推測できる動き”であるとする。 
高度なジェスチャーになると、その解釈は育った文化の影響を大きくうけるが、基本的

なジェスチャーの解釈はその限りではない。これまで、指差しによる物体の位置情報の取

得などが多く研究されている。 
 本研究では、“顔の動き”をジェスチャーとしてとらえ、人間と対話するロボットへの応

用を考える。 
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1.2 問題点と解決方法問題点と解決方法問題点と解決方法問題点と解決方法 

“顔を動かすこと”は、ジェスチャーであると同時に、物体を視認するために必要不可

欠な動作である。そのため、“顔を動かすこと”は頻繁に行われ、その行動パターンを複雑

にしている。この複雑さこそが、“顔の動き”を利用する上での、一番の問題点となってい

る。そこで目的とするインタラクションを、“受け手”と“話し手”の二つに分ける。“受

け手”とは、会話を聞く者、命令を受ける者、つまりは、受動的に対話者の視線を類推す

る者のことである。対して、“話し手”とは、会話のイニシアチブ（主導権）を持つ者、つ

まりは、対話者の視線を誘導する者のことである。 
 本研究では、“受け手”として、“指示語による命令を受け、指示された物体をとって

くるロボット”を想定した。このとき、“どのように指示された物体を理解するか”が問題

となる。その解決策として、“共同注視（Joint Attention）”の概念を取り入れた。共同注
視とは、“相手の視線を辿ることにより、相手が注意を払っている物体に注意を払う”こと

を指す。 
 一方、“話し手”としては、“博物館でガイドをするロボット”を想定した。この場合、“ど

のように振舞うべきか”が問題となる。ロボットが無駄な動きをすれば、観賞者の邪魔を

し、不快感を与える。解決策として、人間同士の場合を調査・分析し、そのパターンを模

倣する。 
 

1.3 目的目的目的目的 

実時間で動作するロボットを想定し、ユーザとの円滑なコミュニケーションのために“顔

の向き情報”を利用したインタラクションの開発を目的とする。このインタラクションは、

“受け手”と“話し手”の二つの要素に分けられる。 
“受け手”としての“指示語による命令を受け、指示された物体をとってくるロボット”

を、“話し手”として の“博物館でガイドをするロボット”をそれぞれ提案・開発するこ
とを目指す。 
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第2章 受け手としてのロボット 

受け手として、『物を取ってくるロボット』を想定する。 
人間同士の対話においては、それまで会話で触れていない物体に対しても「あれとって」

で通じることがある。こうした指示語による省略型の命令に対応するために、『共同注視

（joint attention）』の概念を取り入れることを考える。 

2.1 共同注視の概念共同注視の概念共同注視の概念共同注視の概念 

 

図図図図    1111．共同注視のメカニズム．共同注視のメカニズム．共同注視のメカニズム．共同注視のメカニズム    

前提として、事前情報も指差しなどの身振りの情報も一切ないものとする。図 1に示す
ように、人物Ａが「あれとって」と依頼した段階では、人物Ｂには“あれ”が示すものは

不明である。しかし、実際には、図 1の３に示すようにＢはＡの視線を辿ることにより、“あ
れ”がリンゴであるという仮説を立てることができる。 
この“相手の視線を辿ることによって、相手が注意を払っている物体に注意を払う”こ

とを共同注視と呼ぶ。共同注視は主に幼児の成長と発達に関する心理学の分野で多く研究

されている。[5-6] 
共同注視のメカニズムを取り入れることにより、より一般的な話し言葉に近い形で簡略

化された命令への対応ができると考える。 
その裏づけとして二つの予備実験を簡単に行った。 
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2.1.1 共同注視に関する予備実験１：人間の推理能力調査共同注視に関する予備実験１：人間の推理能力調査共同注視に関する予備実験１：人間の推理能力調査共同注視に関する予備実験１：人間の推理能力調査 

共同注視が実際に有効であるかどうか検証するために、まず人間の推測能力に関して調

査実験を行った。 

実験の目的 
人間が他人の注視物体をどれだけ正確に推測しているのか調査することを目的とする。 

実験環境 
被験者Ａ、被験者Ｂの二名がテーブルをはさみ向かい合って座る。 

テーブルの上及び室内には雑多に物が置かれている。 

 

図図図図    2222．実験環境．実験環境．実験環境．実験環境    

 

図図図図    3333．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    
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実験方法 
一定区域にある物体の中から被験者Ａが心の中だけで任意のひとつを選ぶ。 

ここで言う一定区域とは、“手が届く範囲”、“被験者Ｂの向こう側”、“部屋全体”のことで

ある。被験者Ａにはあらかじめどの区域から物体を選ぶかを実験者から指示する。 
被験者Ｂには被験者Ａが選んだ物体を当ててもらう。 
不正解の場合、被験者Ａに選んだ物体を 1 秒未満の間だけ見つめてもらい、被験者Ｂに
当ててもらう。この場合にも不正解であった場合、被験者Ａに選んだ物体をずっと見つめ

ていてもらい、被験者Ｂにあててもらう。それでも不正解の場合、ヒントを被験者Ａに出

してもらう。 

実験結果 
結果を表 1に示す。 
 

表表表表    1111．推測能力調査結果．推測能力調査結果．推測能力調査結果．推測能力調査結果    

 すぐに判別 1秒未満の 
凝視で判別 

1秒以上の 
凝視で判別 

ヒントを 
うけて判別 

手の届く範囲 ７％ ４６％ ３１％ １６％ 
被験者Ｂの向こう側 ０％ ３５％ ５５％ １０％ 
部屋全体 １８％ ６％ ５０％ ２６％ 

    

考察 
結果より、見ている物体の推定には一定以上の凝視が必要であり、1秒以上の凝視があれ

ば 7割以上の確率で物体を正しく推定できることが分かる。 
なお、“手の届く範囲”の場合の“ヒントをうけての判別”が１割強であるのに比べ、“被

験者Ｂの向こう側”の場合の方が少ないのは、“手の届く範囲”にあるものの方が、物が密

集しているために選んだ物体がどれであるのか判別し難いからだと考えられる。逆に、“被

験者Ｂの向こう側”に物体がある場合は、被験者Ａの対象物選択の際に、密集していない

ものを選ぶ傾向が多いように見受けられた。 
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2.1.2 共同注視に関する予備実験２：二者間対話における視線共同注視に関する予備実験２：二者間対話における視線共同注視に関する予備実験２：二者間対話における視線共同注視に関する予備実験２：二者間対話における視線 

人間同士の対話において共同注視が実際どのように行われているか調査した。 

実験の目的 
二者間の対話中に注視方向がどのように推移するか調査することを目的とする。 

実験環境 
予備実験１と同様に、被験者Ａ、被験者Ｂの二名がテーブルをはさみ向かい合って座る。 
テーブルの上及び室内には雑多に物が置かれている。 
また、被験者Ａ、Ｂそれぞれの顔を記録するためにカメラを 2台テーブルの上に設置する。 

 

図図図図    4444．カメラの配置．カメラの配置．カメラの配置．カメラの配置    

実験方法 
被験者Ａに部屋の中の任意の物体について話をしてもらう。その際の被験者Ａ及びＢの

顔の動きを記録し、解析する。 

実験結果 
会話の例と、おおまかな顔の動きの履歴を以下に示す。 
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図図図図    5555．対話中の視線例１：お互いに話者を見ていない場合．対話中の視線例１：お互いに話者を見ていない場合．対話中の視線例１：お互いに話者を見ていない場合．対話中の視線例１：お互いに話者を見ていない場合    

 

 

図図図図    6666．対話中の視線例２：お互い同士を見ている場合．対話中の視線例２：お互い同士を見ている場合．対話中の視線例２：お互い同士を見ている場合．対話中の視線例２：お互い同士を見ている場合    

 
 音声と方向の履歴の対応についての実例は図 7に示すとおりである。 
顔の向きの検出には、私が卒業研究で作成したプログラムを使用している。[7] 

 

図図図図    7777．音声パルスと顔の向きの履歴（左右方向のみ）．音声パルスと顔の向きの履歴（左右方向のみ）．音声パルスと顔の向きの履歴（左右方向のみ）．音声パルスと顔の向きの履歴（左右方向のみ）    
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図 7中の音声パルスの内容は以下のようになっている。 
Ｂ「それ？」 
Ａ「いやそこのＡＤＳＬ」 
Ｂ「…ＡＤＳＬ？」 
Ａ「ここの紙に書いてある」（指差す） 
Ｂ「ああ、あれか」 

考察 
個別の視線の動きは状況によるところが大きく、無軌道であったが、 

図 7より、表 2に示すような特徴が見受けられた。 
 

表表表表    2222．音声パルスと動作の対応．音声パルスと動作の対応．音声パルスと動作の対応．音声パルスと動作の対応    

音声パルス音声パルス音声パルス音声パルス    前後の前後の前後の前後の AAAAの動作の動作の動作の動作    前後の前後の前後の前後の BBBBの動作の動作の動作の動作    
B「それ？」 Bを見る 物体を探す→Aを見る 
A「いやそこの ADSL」 Bを見る→物体の確認 物体を探す 
B「…ADSL？」 物体を見る→Bを見る 物体を探す→Aを見る 
A「ここの紙に書いてある」 物体を見る 物体（指差しの先）を見る 
B「ああ、あれか」 Bを見る 物体と Aを交互に見る 
    
以上のことより、二者間の対話における特徴としては、 
・ 発話があると相手を見る。（ただし、話している間、常に相手を見ているわけではない） 
・ 相手を見たときに、相手が自分以外のどこかを見ているようなら、その方向を見る。 
・ 「あれとって」などと相手に頼む場合は、まず相手の注意をひき、注意が自分にあるか

確認を取る。 
などが推測される。 
 これをまとめたものを、図 8に示す。これは、図 1に示した共同注視のメカニズムと一
致する。 
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図図図図    8888．視線の動きと対話との関連．視線の動きと対話との関連．視線の動きと対話との関連．視線の動きと対話との関連    

以上より、会話中に指示する物体は、その会話文の発話の前後に確かに示されることが

わかる。 
 
また、実験の結果として 
・ 推測して見る方向に関しては、目の方向よりも、顔の向きに大きく左右される。 
ということもわかった。 

2.1.3 共同注視を組み込むために共同注視を組み込むために共同注視を組み込むために共同注視を組み込むために 

2.1.1及び2.1.2で示した二つの予備実験より、“依頼文（「あれ取って」）の前後でユーザは
対象物体を視認しており、また、指示している”という推測がなりたつ。 
これより、共同注視を“物を取ってくるロボット”に組み込む際には、 
 
・ ユーザの顔の向きの把握 
・ いつ示しているか（つまり、どの時点の向きを参照するかという、トリガ取得のタイミ

ング）の理解 
 
以上の二点が重要であると考えられる。 
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2.2 音声と視線の関連音声と視線の関連音声と視線の関連音声と視線の関連 

前節より、共同注視を組み込んだシステムを実現するためには、“ユーザの顔の向きの把

握”と、“どの時点の向きを参照するか（タイミング）”の二点が重要であることがわかっ

た。この二点に関して、システム上で実現可能な特徴があるかどうかを調査するために、

“依頼文（「あれ取って」）の前後でユーザは物体を視認している”という推測のもと、音

声との対応について 2種類の実験を行った。 

2.2.1 実験１：依頼文発声時の依頼者の顔方向実験１：依頼文発声時の依頼者の顔方向実験１：依頼文発声時の依頼者の顔方向実験１：依頼文発声時の依頼者の顔方向 

実験の目的 
人間の“顔の動き”と“発話タイミング”との関連の調査を目的とする。 

実験環境 

 

図図図図    9999．実験環境．実験環境．実験環境．実験環境    
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図図図図    10101010．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    

 

実験方法 
被験者にロボットに対して、物をとってくるように指示してもらう。 
ただし、以下の条件をあらかじめ被験者に与える。 

 
・ 依頼文は「あれ、とって」であること。 
・ 指示する物体は被験者の自由とする。 
・ 指差しによる指示は禁止する。 

 
その際の顔の動きと、発話タイミングとの関連をビデオ録画し、調査する。 
本実験では 50サンプル採取した。 
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実験結果 

    

図図図図    11111111．発話のタイミングと顔の向き．発話のタイミングと顔の向き．発話のタイミングと顔の向き．発話のタイミングと顔の向き    

図 11は、被験者が「あれとって」とロボットへ命令をした場合の顔の向き（50サンプル
の平均）である。 
顔のマークのついた折れ線が“ロボットを見ている”ことを、リンゴのマークの折れ線

が“対象物体を見ている”ことを示す。また、三角のマークのついた折れ線が“ロボット

でも対象物体でもないその他のものを見ている”ことを、丸のマークのついた折れ線が“ロ

ボットから対象物体（あるいはその逆）に向かって顔を移動させている最中である”こと

を示す。なお、総和が 100%を超える箇所があるのは、ロボットと物体が同方向に含まれる
などの場合において、双方にカウントしているためである。 

考察 
図 11より、「とって」と依頼するときの顔の向きが、約９割の確率で対象物体に向いて

いることがわかる。 
しかし、当実験では、“被験者がカメラを意識してわざとわかりやすい動作をする”、“人

間でも想像が困難な示し方をする”など、自然な状況でのサンプルが得られにくい。また、

“状況への依存が激しいためデータとしての信憑性に欠ける”・“情報工学的に利用可能な

特徴（すなわちトリガをどう得るかという確実な数値としての知見）を得るまでに至って

いない”などの問題点がある。 
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2.2.2 実験２：顔の向き情報の取得条件の調査実験２：顔の向き情報の取得条件の調査実験２：顔の向き情報の取得条件の調査実験２：顔の向き情報の取得条件の調査 

実験の目的 
 人間の“顔の動き”と“発話タイミング”の関連について、“指示をする人間”の観察だ

けで情報工学的な特徴を得るのは困難であるのは、実験１で示した通りである。 
そこで、観察対象を“指示をする人間”から“指示される人間”へ変更する。つまり、被

験者は、ロボットに「あれをとってください」と依頼される。 
“ロボットによる単純化された顔方向”に被験者がなんらかの意図を感じるかどうかを

調査することにより、“指示をする人間”の特徴を推測しようという意図である。 

実験環境 
首振りが可能なカメラとスピーカーを使い、ロボット頭部と見立てる。 
ロボット頭部は被験者に見えないところで、実験者が操作する。 
 

 

図図図図    12121212．実験環境．実験環境．実験環境．実験環境    
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図図図図    13131313．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    

 

実験方法 
 実験者はどの物体を指示するか任意で決定する。 
決定後、いくつかのパターンでロボット頭部を操作し、被験者に物体を指示する。 
（パターンの詳細は実験結果の項目に記述する） 
被験者は、指示された物体がなんであると思うか回答する。 
本実験では、18サンプル採取した。 
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実験結果 
本実験で得られた結果は以下の通りである。 

 

図図図図    14141414．発話のタイミングによる意図の理解１．発話のタイミングによる意図の理解１．発話のタイミングによる意図の理解１．発話のタイミングによる意図の理解１    

図 14は、依頼文を「あれをとってください」という単純なものに固定し、ロボットの顔
を動かすタイミングのみ変化させた場合に、被験者が“あれ”がなんであるか推定できる

かどうかを調べたものである。 
図 14において、aから eは時系列を表し、それぞれ 

a～b：発話する前 
b～c：「あれを」と発話している間 
c～d：「とってください」と発話している間 
d～e：発話した後 

を表す。 
さらに、リンゴのマークのついた矢印が、“ロボットが対象物体に顔を向けている間”を

表す。それ以外の部分では、ロボットは被験者に顔を向けている。 
中央値の推移より、対象物体にロボットの顔を向けている間が発話後半であればあるほ

ど、一回で正解する（つまりすぐに物体を推測できる）確率が高くなっていることがわか

る。 
なお、<8>において、一度中央値が落ちているが、平均値は<7>と同じである。 
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    図図図図    15151515．発話．発話．発話．発話のタイミングによる意図の理解２のタイミングによる意図の理解２のタイミングによる意図の理解２のタイミングによる意図の理解２    

図 15は a～b、b～c、c～d、d～e のタイミングそれぞれについて別々の物体にロボット
の顔を向けたとき、被験者がどのタイミングの物体を示していると思ったかを調べたもの

である。 
「あれを」と発話したときロボットの顔を向けていた物体が 50％となっており、一番高
い。次いで高いのは 27.8％の不明（どの物体かわからなかった）である。このことから、
候補が多く推測に迷う場合場合、指示語の発話時の向きを優先していると推測できる。 
 

 
図図図図    16161616．発話のタイミングによる意図の理解３．発話のタイミングによる意図の理解３．発話のタイミングによる意図の理解３．発話のタイミングによる意図の理解３    

図 16は「あれを」と「とってください」の発話の間でそれぞれ別の物体に顔を向けた時、
どちらの物体を示していると被験者が感じるかを調べたものである。<13>と<14>の違いは
発話の順番である。 
これにより、“指示語発話時の顔の向き”と“発話後半の顔の向き”では、“発話後半の

顔の向き”を優先していることがわかる。 
 

考察 
結果より、顔の向き情報を利用した指示物体の理解には、“発話の最後の顔の向きの情

報”と“指示語を発話した時の顔の向き”が有効であることがわかる。“発話の最後”と“指

示語の発話時”の顔の向きが異なる場合は、“発話の最後”の顔の向きが参照される。 
これは実験１の結果とも一致する。よって、人間同士の顔の向きによる指示はおおむね発

話後半に示されると考えられる。 
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2.3 システムシステムシステムシステム 

二つの実験の結果、推測される指示物体の第一候補は依頼文の発話後半・第二候補は指

示語を発話した時の顔の向き直線上にあることが多いという知見を得た。（これは、「取っ

て！あれを！」など、発話内容の順序を逆にした場合でも同様であった）  
この知見を元に、“タイミング”は発話後半のトリガを得るものとし、実際に顔の向き情報

を得、注視物体を探索するシステムを開発した。 

2.3.1 構成構成構成構成 

 

図図図図    17171717．システム概念図．システム概念図．システム概念図．システム概念図    

2台で 1組とするカメラを 2組用いる。カメラは組ごとにそれぞれ独立で動く。 
下段のカメラでユーザの顔を追い、音声トリガを得たときの顔の向き情報を元に、上段の

カメラでその方向を探査する。 
このシステムにおいては、ユーザの顔を見るカメラと物体を検索するカメラを別の組と

してわけたことにより、カメラ制御時間遅れへの対処ができる。また、ロボットがどこを

見ているかユーザが直感的に理解し、それにより訂正・肯定を行える双方向性を得ること

ができる。 
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図図図図    18181818．システム全体図．システム全体図．システム全体図．システム全体図        

2.3.2 顔方向の検出顔方向の検出顔方向の検出顔方向の検出 

まず、カメラ画像中から顔及び目鼻の発見を行う。顔及び目鼻の発見は東芝が開発した

顔認識システムを使用した。 

 

図図図図    19191919．東芝が開発した顔認識システム．東芝が開発した顔認識システム．東芝が開発した顔認識システム．東芝が開発した顔認識システム    

 
次に、その三次元位置を求める。 
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図図図図    20202020．奥行きと角度．奥行きと角度．奥行きと角度．奥行きと角度    

図 20に示す通り、カメラ画像中の二次元座標は、実世界上の座標ではなくカメラ中心から
の角度で決定する。1Pixel に対する角度をあらかじめ求めておくことにより、二次元座標
からの角度の復元が可能である。 
この角度θLP 、θLTとθRP 、θRT (Lは Left Camera、Rは Right Camera、Pは pan、

Tは Tiltをそれぞれ表す)を元に、顔の中心地点の位置 PH (XH, YH, ZH) を求める。 
 

 

図図図図    21212121．角度による三次元位置の復元１．角度による三次元位置の復元１．角度による三次元位置の復元１．角度による三次元位置の復元１    
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図図図図    22222222．角度による三次元位置の復元２．角度による三次元位置の復元２．角度による三次元位置の復元２．角度による三次元位置の復元２    

 

 

（簡略化のため、カメラ固有の歪みなどについてはこの式では省略している。） 
同様に、目鼻の座標も求めることができる。 
 
次に、結果から顔の向きを表す方程式を算出する。 
この方程式を 

 
とすると、 

 
となる。（Eは Eye、Ｎは Noseである。） 
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2.3.3 物体探索物体探索物体探索物体探索 

 

 

図図図図    23232323．物体探索．物体探索．物体探索．物体探索    

 
顔の方向上の走査は、前節で求まった方程式と座標をもとにカメラを制御する。ただし、

滑らかに走査できればよいのだが、ハードウェア上の問題があるため、 
１．右側のカメラを一定角度だけ移動させ、 
２．視線の方程式とカメラの視線が交わった点に向かって左側のカメラを動かす 
３．その座標に物体があれば、カメラ画像を保存 
４．１～３を繰り返す 
という方法をとっている。物体が視線方程式上にあるかは否かの判定は、ゼロ視差

（0-disparity）の概念を利用し、二つのカメラからの画像の中心部分の差分で行う。 
 ゼロ視差とは、二眼のカメラシステムにおいて、カメラを並行ではなく、ある一点が中

心になるように配置したとき、点上に物体があれば中央部分の差分がほぼ０になるという

考え方である。 
 実際に実行した例を図 24、及び図 25に示す。どちらも、ポットを発見しようとした際
の結果である。 
左と中央に位置する画像が左右のカメラからの画像であり、左がその差分画像である。 
図 24において、中央部分が白くなっているのがわかる。一方、図 25では中央が黒くなっ
ており検出に失敗したことを示している。 
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図図図図    24242424．物体発見――成功．物体発見――成功．物体発見――成功．物体発見――成功    

 

    

図図図図    25252525．物体発見――失敗．物体発見――失敗．物体発見――失敗．物体発見――失敗    

2.3.4 評価評価評価評価 

開発したシステムを 20回試行したところ、４割の精度で物体を検出することができた。 
試行は以下の条件で行った。 

・ 被験者は「あれをとって」と発話。机上の物体のどれかを顔の向きで示す。 
・ あらかじめ手振りは禁止する。 
・音声トリガとして「とって」が発話された後の画像を元に処理をする。 

精度の低さは、“カメラの稼動範囲外の物体であったこと”と、“顔及び目鼻の検出ミス”、

そして、“物体が小さすぎる、あるいは、細かい模様があるなどして物体発見ができなかっ

たこと”が主な原因であった。カメラの可動範囲はハードウェアの問題であるから除外す

るが、残りの二つはさらなる精度の向上のための大きな課題である。
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第3章 話し手としてのロボット 

会話のイニシアチブ（主導権）を持つ話し手として、『博物館でガイドするロボット』を想

定する。 
まず、人間同士の場合による実験を行い、ロボットがどう振舞うべきかを調査した。 

3.1 実験３：博物館での観賞行動実験３：博物館での観賞行動実験３：博物館での観賞行動実験３：博物館での観賞行動 

実験の目的 
博物館における観賞行動の調査。 

実験環境 

 

図図図図    26262626．実験環境．実験環境．実験環境．実験環境    

表表表表    3333．ビデオカメラの配置．ビデオカメラの配置．ビデオカメラの配置．ビデオカメラの配置    

カメラ１ 固定 後方から全体を撮る 
カメラ２ 固定 展示ケースの上に設置し、上方から接近して撮る 
カメラ３ 手持ち 側方から、カメラ１・２では撮れない部分を補いながら撮る 
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展示物について説明するガイド 1 人と、観賞者 1 人からなる。また、記録用として、ビ
デオカメラを図 26及び表 3に示すように設置する。 

実験方法 
ガイド 1人に対し観賞者 1人の条件で、展示物の説明を行った。 

その様子を三箇所に設置したビデオカメラで録画し、解析を行う。 
本実験では、15分の説明を 4サンプル、30分の説明を 2サンプルからなる、計 6サンプ

ル取得した。 

実験結果 

 

図図図図    27272727．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    カメラ１からのカメラ１からのカメラ１からのカメラ１からの画像画像画像画像    

 

図図図図    28282828．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    カメラ２からの画像カメラ２からの画像カメラ２からの画像カメラ２からの画像    
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図図図図    29292929．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    カメラ３からの画像カメラ３からの画像カメラ３からの画像カメラ３からの画像    

撮影したビデオを解析した結果、観賞者とガイドの行動についていくつかのパターンが

あることが分かった。 
ガイドは、“物体を指示した後”、“観賞者が疑問を持つ可能性のある単語の発話の後”、

及び、“区切りのいい所（つまり発話の終了時）”に鑑賞者の顔の向きを見るために振り返

る。このとき、鑑賞者が指示物体を見ている場合はそのまま説明を続行する。鑑賞者がガ

イドを注視している場合、質問があると判断する。説明を続行する場合、振り返ったガイ

ドは、すぐに説明の対象である物体に顔を向ける。鑑賞者に顔を向けたままの場合、鑑賞

者が自分自身に話があると判断し振り向く。そして、ガイド、あるいは鑑賞者についての

対話が始まる。 
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3.2 システムシステムシステムシステム 

実験３より得た知見から、同様の動作をするロボットを開発した。 
このロボットは、１対１でのガイドを前提においた“博物館でガイドをするロボット”で

ある。 

3.2.1 構成構成構成構成 

 

図図図図    30303030．ガイドロボット概念図．ガイドロボット概念図．ガイドロボット概念図．ガイドロボット概念図    

このシステムはユーザの顔の向きを検知するためのカメラ１台と、上下左右に回転する

頭部からなる。ロボット頭部は、コミュニケーションツールとして観賞者にロボットの意

図を伝えるためだけに存在し、上下左右に頭部を向ける。 
また、頭部とは別に用意したカメラは、常に観賞者の“顔の向き”（つまり、観賞者の注意）

を監視している仕様である。 
ロボットは、あらかじめ決められた説明を発話してゆくが、“説明に疑問・あるいはロボ

ット自身への別の話題を観賞者が持っている”と判断した場合、説明を中断し疑問の有無

について問い掛ける。 
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図図図図    31313131．システム構成．システム構成．システム構成．システム構成    

 システムは、ユーザの注視情報を取得する“カメラ画像の解析”と、説明を発話する“発

話制御”、ロボット頭部を動かす“頭部制御”、説明文を解析し行動を決定する“メインル

ーチン”の４つで構成される。なお、各要素はそれぞれスレッドとプロセス間通信を用い

て並列に動作する。 

3.2.2 入力入力入力入力 

 このシステムでは、まず“展示物の説明文”を入力として得る。 
この説明文には、頭部制御のための記号を含んでいる。 
制御記号の種類は表 4に示すとおりである。 
 

表表表表    4444．制御記号と動作．制御記号と動作．制御記号と動作．制御記号と動作    

記号 動作 
＠ 頭部をユーザに向けユーザの注視方向を確認した後、展示物に向ける 
￥ 頭部をユーザに向ける 
％ 頭部の方向はそのまま。ウェイトだけを入れる。 
    
    
制御記号を受けた時、システムはそれぞれ図 32、図 33、図 34に示すように動作する。 
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図図図図    32323232．制御記号と頭部制御――“＠”．制御記号と頭部制御――“＠”．制御記号と頭部制御――“＠”．制御記号と頭部制御――“＠”    

 

 

図図図図    33333333．制御記号と頭部制御――“￥”．制御記号と頭部制御――“￥”．制御記号と頭部制御――“￥”．制御記号と頭部制御――“￥”    

 

 
図図図図    34343434．制御記号と頭部制御――“％”．制御記号と頭部制御――“％”．制御記号と頭部制御――“％”．制御記号と頭部制御――“％”    
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3.2.3 メインルーチンメインルーチンメインルーチンメインルーチン 

前節に示したような“展示物の説明文”を受け取り、それをもとに頭部制御・発話制御

部分への命令を送る。 
 まず入力された文章を制御記号ごとに分解し、分解した単位ごとに処理を繰り返してい

く。処理の手順を図 35に示す。 

 

図図図図    35353535．メインルーチンのフローチャート．メインルーチンのフローチャート．メインルーチンのフローチャート．メインルーチンのフローチャート    
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3.2.4 発話制御発話制御発話制御発話制御 

発話には、IBM社の ViaVoiceを利用する。 
通信を監視し、送られてきた文字列を読み上げる。 

3.2.5 頭部制御頭部制御頭部制御頭部制御 

 ロボット頭部は、“ユーザに頭部を向ける”と“展示物（＝会話の対象物体）に頭部を向

ける”という二つの動作をする。通信を監視し、命令を受け取ると、ただちに頭部を命令

された通りの対象へと向ける。このとき、既に対象に頭部が向いている状態であれば、動

かずに待機する。 

3.2.6 カメラ画像の解析カメラ画像の解析カメラ画像の解析カメラ画像の解析 

 ユーザの注視方向を常に監視し、注視対象が変わるたびにメインルーチンへその情報を

送信する。 
ユーザの顔検出部分には東芝が開発した顔認識システムを利用した。 
 注視の定義は、2.1.1で既に示した予備実験１の結果より、1 秒以上同じ方向を向いてい
る場合とした。 
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3.3 評価評価評価評価 

実験の目的 
展示物の説明において、ガイドするロボットが無駄な動きをすれば、観賞者の邪魔をし、

不快感を与える。ロボットが動かない場合と比較して、不快であるかどうかを調査するこ

とでシステムの評価実験とした。 

実験環境 

 

図図図図    36363636．実験環境．実験環境．実験環境．実験環境    

 

 

図図図図    37373737．実験風景．実験風景．実験風景．実験風景    
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実験方法 
システムを利用し、表 5に示す三パターンの説明を任意の順で行う。 
各パターンごとの説明文の詳細は表 6に示す通りである。 

 

表表表表    5555．動作パターン．動作パターン．動作パターン．動作パターン    

パターンＡ 適宜頭部を動かして説明 
パターンＢ 頭部をユーザに向けたままで説明 
パターンＣ 頭部を展示物へ向けたままで説明 
    

表表表表    6666．入力した説明文．入力した説明文．入力した説明文．入力した説明文    

パターンＡ ￥こんにちは。ガイドを務めます。公次郎です。よろしくお願いします。ま
ず、このパネルを見てください＠「顔方向と指差しによるアクティブヒュー
マンインターフェース」と書かれていますね。＠これは、物をとるロボット
についての研究です。＠「あれ・これ・それ」といった指示語＠その命令を
いかに理解するかを研究した結果です。＠おわり￥ 

パターンＢ ￥こんにちは。ガイドを務めます。公次郎です。よろしくお願いします。ま
ず、このパネルを見てください￥「顔方向と指差しによるアクティブヒュー
マンインターフェース」と書かれていますね。￥これは、物をとるロボット
についての研究です。￥「あれ・これ・それ」といった指示語￥その命令を
いかに理解するかを研究した結果です。￥おわり￥ 

パターンＣ ＠こんにちは。ガイドを務めます。公次郎です。よろしくお願いします。ま
ず、このパネルを見てください％「顔方向と指差しによるアクティブヒュー
マンインターフェース」と書かれていますね。％これは、物をとるロボット
についての研究です。％「あれ・これ・それ」といった指示語％その命令を
いかに理解するかを研究した結果です。％おわり￥ 

表表表表    6666中の“＠”、“￥”、“％”は制御記号である。詳細は3.2.2において既に示したが、ここ
に表表表表    4444を再度掲載する。 

 
表 4．制御記号と動作 

記号 動作 
＠ 頭部をユーザに向けユーザの注視方向を確認した後、展示物に向ける 
￥ 頭部をユーザに向ける 
％ 頭部の方向はそのまま。ウェイトだけを入れる。 
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説明終了後、被験者は、説明がわかりやすいものであったかどうか 5段階で評価する。 
１：わかりにくい 
２：少しわかりにくい 
３：普通 
４：少しはわかりやすい 
５：わかりやすい 
本実験では 6サンプル採取した。 

実験結果 
結果の統計と中央値を表 7に示す。 

 

表表表表    7777．調査結果．調査結果．調査結果．調査結果    

 パターンＡ パターンＢ パターンＣ 
１：わかりにくい 0 4 0 
２：少しわかりにくい 0 2 3 
３：普通 0 0 3 
４：少しはわかりやすい 5 0 0 
５：わかりやすい 1 0 0 

中央値 4 1 2.5 
    
 
また、パターンＡの場合の使用感について、質問をした結果を表 8に示す。 

表表表表    8888．使用感調査．使用感調査．使用感調査．使用感調査    

使用感 統計 意見 
気にならない 5  
やや不快 1 ・振り向く頻度が多く感じた 
不快 0  

 

考察 
 結果より、顔を動かさない場合に比べ、あきらかに“わかりやすさ”が増している。 
また、ロボットの頭部が動くことに関しての不快感は、おおむね見受けられず、見受け

たとしても入力の調整ですむものであった。 
 このことから、このシステムが有効であることがわかる。 



 40 

第4章 結論 

本章では、論文の結果と今後の課題について述べる。 

4.1 結果結果結果結果 

 ロボットとユーザとの円滑なコミュニケーションのために、“顔の向き情報”を利用する

ことを考えた。この研究は、“受け手”と“話し手”の二つの要素に分けた。 
受け手としてのロボットの実現には、“顔の向きの把握”と“どの時点の顔の向きを参照

するかというタイミング”の二点が重要である。指示語を用いた文脈上既知で無い物体に

関する命令を受けるとき、推測される指示物体の第一候補は依頼文の発話後半・第二候補

は指示語を発話した時の顔の向き直線上にあることが多く、これは、「取って！あれを！」

など、発話内容の順序を逆にした場合でも同様であることが分かった。また、この知見を

元にしたシステムを開発した。 
話し手としてのロボットの実現には、“ロボットの顔の向きによる誘導”と、“ユーザの

注意方向を確認していることの表現”、“ユーザの注意方向による意図の認識”の三点を行

う必要があると分かった。また、この知見を元にしたシステムを開発し、その有用性を確

認した。 

4.2 今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題 

本研究では“受け手”と“話し手”の二つの要素に分けて分析し、それぞれを実現する

システムを開発した。今後は、この二つの要素を統合したシステムの開発が大きな課題と

なる。  
個々の課題としては、“受け手”を実現するシステムは“顔及び目鼻の検出ミス”、そし

て、“物体が小さすぎる、あるいは、細かい模様があるなどして物体発見ができなかったこ

と”による精度の低下が課題である。 
また、“話し手”を実現するシステムは、日本語であることを前提として開発を行った。

そのため、英語に代表されるような文章構造の異なる他の言語の場合でも有効であるため

には、検証と調整が必要である。[8] 
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