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論文概要 
 

人に頼まれたものを取ってくるようなロボットには，対象となるものを実世界の中で認

識するといった物体認識の能力が必要不可欠である．物体認識に関する研究は数多くされ

ていて，ここ最近では統計的機械学習に基づく手法が進展している．しかし，それだけで

全ての物体を正確に認識させるのは非常に困難な問題である．そこで本研究では，そのよ

うな問題の解決策として，利用者との対話を通じた認識方法を提案する．もし自動での認

識に失敗した場合には，ロボットが「どれですか？」などと利用者に尋ね，その際に教え

てもらった特徴を基にして対象物体の認識を試みる． 

 目的とするシステムを作成するために，まず人間同士の会話実験を行うことによって，

実生活で見られる様々な物体を人間がことばでどう表現するのか調べた．そこで得られた

部分を検出するような画像処理を作成すれば，対話を通じた認識が可能になると考えられ

るからである．そして，調査の結果から，人間は物体の色を表現する傾向が高いというこ

とが明らかになった．そこで，色に関する表現の分析を行い，人間の捉える色が物体のど

の部分に相当しているのかを明確にすることで，画像内からそれらの色を抽出するような

処理を作成した．それに加え，物体の位置関係をあらわす表現にも着手し，配置されてい

る物体の特徴に応じて利用者への質問内容を変えるといった処理を取り入れることで，対

話物体認識の幅を拡張させた．また，そこからさらに所属する研究室で研究されている自

動物体認識システムとの融合を行うことによって，自動物体認識に失敗した場合には対話

物体認識へ切り替わる，という目的とするシステムの作成を果たした． 

そこで，作成した物体認識システムを実際のロボットへと実装した．その際に，作成し

た物体認識システムだけでなく，音声認識や音声発話，またモーションの再生などといっ

た機能も組み込むことによって，人と対話を行いながら目的の物体を見つけ出す，という

一連の動作をこなすロボットを実現させることに成功した． 

その後，作成したシステムを用いた実験を行うことで，提案した物体認識システムの有

用性を示した． 

 
本論文ではまず、 
第１章で，研究の背景と現状の問題点を整理し、その解決法を示す。 
第２章では，人間が物体をどのように表現するのか調べるために行った，人間同士の会話

実験について述べる． 
第３章では，収集した物体表現に基づいて作成した物体認識システムについて述べる．  
第４章では，作成した物体認識システムを組み込んだ，ロボットのシステム開発について

述べる． 
第５章では，対話物体認識システムの有用性を検証するために行った実験について述べる．

第６章では，研究のまとめと今後の課題を記す。
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第1章 序論 

本章では，序論として研究の背景，目的，問題点やその解決方法を示す． 

1.1 背景 

近年の急速な高齢化，それに伴って生じる介護者の人員不足やストレスなどの影響から，

生活環境内で高齢者やその介護者の手助けをするような福祉ロボットの開発に目が向けら

れている．今後数十年は高齢化が進むと予測されている今日の日本社会において，福祉ロ

ボットの需要はよりいっそう高まるものと考えられる[1]． 

 しかし，福祉ロボットの実現は容易ではない．その理由として挙げられるのが，福祉ロ

ボットに必要とされる機能の多さである．周辺状況の把握や細かな動きなど，人間にとっ

ては取るに足らないようなことでも，ロボットにとってはそれをさせるのが難しい動作が

数多く存在する．福祉ロボットを実現させるには，こういった様々な動作を一つ一つ実装

する必要がある． 

 そこで本研究では，その一環として，利用者に頼まれたものを取ってくるロボットを想

定し，その際に必要とされる機能に着目した．そのような機能を持つロボットにとって欠

かせないのが，対象となるものを実世界の中で認識するといった物体認識の能力である．

目的とするようなロボットを実現するためには，より正確な物体認識能力が求められると

いえる． 

1.2 関連研究とその問題点 

関連研究１ 
物体認識の研究は数多くなされている．特に，ここ最近では統計的機械学習に基づいた

自動的な手法が進展している．以下にいくつかの研究を紹介する． 
領域に基づく方法として有名なのが Translation modelである．この方法では，予め画像
全体に対して数個のキーワードが付けられている Corel画像データベースを用いて，領域分
割された画像への自動アノテーションを実現している[2]． 
しかし，領域分割による方法では，オクルージョンがある場合や，形状が複雑で領域分

割がうまくいかない場合への対処は難しい．そこで，M.C.Burlらは，局所領域の特徴とそ
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の位置関係を確率モデルで表現する Constellation modelを提案している[3]．そして，この
方法をより多くの種類に対応可能として一般化させたのが，R.Fergusらの研究である．オ
ペレータには特徴点周辺のパターンのスケール情報も出力される Kadir-Brady detectorが
用いられ，これによってある程度のスケール変化への対応も可能となった[4]． 
また，Constellation modelでは局所領域の相対的位置の情報も確率モデル化しているが，
局所領域の特徴量のみで認識を行う Bag-of-keypointsという方法も提案されている[5]． 
その他にも，L.Fei-Feiらは，局所パターンを SIFT特徴量[6]で表現し，13クラスの学習

画像 650 枚分すべての特徴量を k-means クラスタリングすることで 174 種類の visual 
wordを作成し，確率的文書分類手法の LDAを用いることによって 13種類のシーンを 64%
の精度で分類することに成功している[7]． 
これらの手法は単一シーンを認識するのに用いられるが，実世界シーンの画像内には複

数の物体が含まれ，それぞれが何らかの関係を持って存在しているのが普通である．その

ため，最近では contextを確率モデルによって表現し，学習によってモデルを構築する研究
が行われるようになっている．A.Torralba らは，確率モデルをグラフ構造で表現するグラ
フィカルモデルを用いて，研究室シーンの画像に対して机やキーボードなどの認識を行っ

ている[8]．また，D.Hoiemらは，消失点を用いた簡単な 3次元復元を行い，ベイジアンネ
ットワークによって視点位置，地面，空，垂直領域，歩行者，自動車の関係をモデル化し，

街中のシーンの画像に対する歩行者や自動車を認識している[9]． 
 
問題点１ 
物体認識に関する研究は，上で挙げたような手法が今後も進展していくものと予想され

る．しかし，現状ではそれらの手法だけで実世界にある全ての物体を正確に認識するのは

非常に困難である．その一例として，誤認識をするようなケースや対象物体の特徴が学習

されてないようなケースが考えられる．また，福祉ロボットが働く介護施設や一般家庭の

ような変動の大きい環境では，その認識がさらに難しくなると考えられる．このように，

画像情報だけで全ての認識を補完することはできない．身体が不自由で，ものを取りに行

けないような人にとっては，ある状況では正確に認識できるが別の状況では認識に失敗す

るといったシステムでは実用的とはいえない．そのため，こういった自動での認識に失敗

した場合には，画像データ以外の何らかの情報を与えることによってシステムを補助する

必要が生じる． 
 
関連研究２ 
 そこで，所属する研究室では，人間の補助を得ることによって，上で挙げた問題点の解

決を試みている．福祉ロボットの場合には，工場などで利用されるような産業用ロボット

などとは違い，側に利用者となる人間がいるので，全ての処理を自動でこなさなくても，

その人間から補助を得ることが可能である．そして，その方法として，人間とのインタラ
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クションを利用する対話物体認識を検討してきた[10]．これは，命令の実行過程においてわ
からないことがあれば，利用者との対話を通じて対象物体についての情報を与えてもらい，

その情報に応じた画像処理を施すことによって物体の認識を行うというものである．吉崎

らやザリヤナらや坪田らの研究では，視覚と音声を結びつけることによって簡略化された

発話理解の検討を行っている[11][12][13]． 

 

問題点 2 

しかし，それらの研究で扱っていた物体は，リンゴなどのような“赤くて丸いもの”と

いった単純な特徴を持つものに限られていた．実生活でみられる物体の多くは，もっと複

雑な特徴を持っているため，それらの方法だけでは実用的とはいえない．また，その際に

行われる対話も人間にとっては不自然なものであり，かつ多数回の応答が必要とされる場

合があった． 

1.3 解決方法 

そこで，本研究では，これらの問題点を解決するために以下の 2つの課題に取り組む． 
まず 1 つ目が，自動物体認識と対話物体認識の融合である．関連研究 1 で述べた統計的
機械学習に基づく自動的な手法と，関連研究 2 で述べた利用者との対話に基づく手法を統

合する．つまり，ものを取って欲しいという依頼があった場合には，まず自動的な認識を

試み，それに失敗した場合にはロボットが「どれですか？」などと利用者に尋ね，その際

に教えてもらった特徴を基にして対象物体の認識を試みる，という 2 段階の認識方法を提

案する．こうすることで，複数回の失敗にも対応できる柔軟性および確実性の高い物体認

識システムが実現できると考えられる． 

そして 2 つ目が，利用者の表現に基づいた対話物体認識システムの実現である．関連研

究 2に示す対話物体認識では，機械にとって都合の良いような対話文を生成していたため，

その際に行われる対話は人間が普通に用いるような表現ではなかった．そこで本研究では，

実生活でみられる物体を複数個用意し，それらの物体を人間がことばでどのように表現す

るのかを調べることによって，人間が自然に用いる物体表現を明らかにする．そして，そ

れらの表現に対応する部分を検出するような画像処理を作成することで，人間の自然な表

現に対応した対話物体認識システムを開発する．このようにして作られるシステムは，利

用者の負担，および応答の回数を減少させることができる，実用性の高いシステムになる

と考えられる． 
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1.4 目的 

以上のことを踏まえ， 
 
I. 対話物体認識の部分について，人間が自然に用いる表現で物体を認識できるシステ

ムを実現し，その有効性を明らかにする． 

II. 自動物体認識に失敗した場合には対話物体認識へと切り替わるようなシステムを実

現する． 

 

という 2つの目標の達成を本研究の目的とする． 

1.5 本論文の構成 

 本章では，本研究の背景と目的等について述べた．第２章では，人間が物体をどのよう

に表現するのか調べるために行った，人間同士の会話実験について述べる．第３章では，

収集した物体表現に基づいて作成した物体認識システムについて述べる．第４章では，作

成した物体認識システムを組み込んだ，ロボットのシステム開発について述べる．第５章

では，対話物体認識システムの有用性を検証するために行った実験について述べる．第６

章は結論とする． 
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第2章 人間が用いる物体表現の調査 

この章では，物体への表現を収集するために行った人間同士の会話実験について述べる． 
1章でも述べたように，対話による物体認識を行わせるためには，まず人が物体をことば
でどう表現する傾向にあるのかを知る必要がある．そこで，食べ物や飲み物や雑貨などと

いった実生活で見られる物体を実際に数十個用意し，複数人の被験者にそれらの物体を表

現してもらうことによってその傾向を調べた．このようにして得られるデータは，単なる

ことばの集合として扱われるだけでなく，自然な対話を実現する上で重要となる会話の流

れにも配慮した形で扱うことができると考えられる． 
以下に調査の詳細を述べる． 

2.1 調査 1：物体の属性を捉えた表現 

この調査では，人間の用いる属性表現を調べた． 

2.1.1 概要 

 人が物体を表現するケースの一つとして，個々の物体を捉えた表現，つまり色や形など

といった物体の属性を表現するケースが考えられる．この調査では，そういった物体の属

性に関する表現を収集することを目的としている．特に，画像処理でも扱うことのできる

ような，人間の視覚から得られる表現の収集をねらいとした． 
 

2人 1組の被験者を指示者と回答者に分け，指示者にはこちらの提示した物体を声のみで
回答者に伝えてもらい，その際に発せられたことばを収集する．図 1に調査の環境を示す．
指示者と回答者の前にそれぞれテーブルを置き，回答者側のテーブルの上には 20個程度の
物体を配置する．また，互いのテーブルの間に壁を挟むことによって，相手に伝えること

のできる情報を音声のみとしている． 
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       (a) 全体                          (b) 回答者側のテーブル 

図 1：調査 1の環境 

 
本調査の手順を説明する．図 2を参照に以下の手順で行う． 
 
⓪. テーブル Bにある物体から 1つを選び，それと全く同じ物体をテーブル Aに配置する 
①. 指示者はテーブル Aに置いてある物体を声だけで回答者に伝える 
②. 回答者は指示者が表現したと思う物体をテーブル Bにある物体の中から選んで答える 
③. 回答者が対象物体を当てるまで①～②の手順を繰り返す 
 
これを 1 組あたり 10 個の物体に対して行い，その間に指示者が発した言葉を収集する．
なお，指示者には名称以外で対象物を伝えるように依頼した． 
 

 

図 2：調査 1の配置図 
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2.1.2 結果と考察 

10人の被験者から 227の発話を収集した．得られた結果とその考察を述べる． 
 
■対話回数 
図 3は，回答者が対象の物体を見つけ出すまでに，指示者・回答者間で何回の対話が行
われていたのかをあらわしたものである．大半が 1 回または 2 回の対話で対象の物体を見
つけることができていて，平均すると約 1.62回という結果だった．この結果から，人間同
士では何度も対話することなく目的の物体を相手に伝えることができているといえる．つ

まり，少ない対話数で物体を見つけ出すことが人間にとっては自然な行為ということにな

る．そのため，人間・ロボット間においてもできるだけ少ない対話数で目的の物体を見つ

け出せるようなシステムが求められるといえる． 
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図 3：指示者・回答者間で行われた対話回数 

 
■１回の発話に含まれる物体情報の数 
図 4は，指示者の 1 回の発話内に，対象物体に関する情報が何種類含まれていたのかを

表したものである．例えば，「赤くて丸いもの」という発話であれば「赤」と「丸」で 2種
類の情報が含まれていることになる．この図から，物体情報の数が少ない発話ほどよく利

用されていることがわかり，平均すると 1回の発話で約 1.53種類の物体情報を表現してい
るという結果が得られた．目的の物体を正確に伝えるためにはできるだけ多くの情報を与

えるほうが好ましいと考えられるが，人間は少ない情報で対象となる物体を表現していた．

これは，一度に多くの情報を与えすぎると返って相手には伝わり難い，また会話としても

 13



冗長になる，などといった理由が考えられる．機械にとっては，一度にできるだけ多くの

情報を与えてもらえるほうが，より正確な認識を期待することができる．しかし，利用者

との円滑なコミュニケーションという点を考慮すれば，こういった人間の持つ習性に合わ

せて物体を認識させるほうが実用的である．そのため，ロボットが対象物体の特徴を聞き

出す際には，「それは何色で，どんな形で，どんな模様ですか？」などと一度に多くの特徴

を聞き出すのではなく，「それは何色ですか？」や「どんな形ですか？」というように，一

度に教えてもらう情報はできるだけ少なくするべきであると考えられる． 
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図 4：指示者の 1回の発話に含まれていた物体情報の数 

 
■発話内容 
図 5は，指示者の 1 回の発話内に含まれている視覚属性と非視覚属性の割合をあらわし

たものである．ここで，視覚属性というのは「赤い」や「丸い」などといった視覚だけで

得ることができる属性を意味する．一方，非視覚属性というのは「食べ物」や「ジュース」

などといった，視覚だけではなく物体に関する知識なども持たなくては表現できない属性

を意味する．本研究では，機械が対象物体に関する知識を持たないような状況で，その認

識を行わせることが目的なので，主に前者の視覚情報からの認識を目指すことになる．そ

のため，非視覚属性(40.1%)より視覚属性(66.9%)のほうが多く利用されているというのは，
人間に合わせたシステムを作成する上で有益な結果となった． 
なお，これら 2 つの割合の合計が 100%を超えているのは，「赤い食べ物」などのように
一度の発話で視覚属性と非視覚属性の両方を含むケースがあったためである． 
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図 5：視覚属性と非視覚属性の割合 

■視覚属性 
図 6が，視覚属性の内訳を表したものである．色，形，大きさなどといった計 6 種類の
表現が得られた．柔軟性のある対話物体認識システムを実現させるためには，これらのど

の表現にも対応できるような処理が必要となる．しかし，いきなりこれら全ての表現に取

り組むのは非常に困難であるため，本研究ではその中でも一番多く利用されていた色に関

する表現(51.0%)に焦点を当てた． 
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図 6：視覚属性の内訳 

■色 
図 7，図 8が色に関する表現を分析したものである． 
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まず，図 7が一度に何種類の色を表現したのかをあらわしたものである．対象物体には
複数の色があるにもかかわらず，そのほとんどが１色(80.8%)，多くても２色(14.2%)程度で
表現されていた．この結果から，人間は対象物体に複数の色があっても，それらの色を全

て言うのではなく，対象物体を特徴付けるような箇所の色を選んで表現していることがわ

かった． 
そこで，それら 1 色または 2 色で表現された色が物体のどの部分の色であるのかを調べ
た．それを示したのが図 8である．頻繁に表現されているのは，物体の下地となる色か最
も面積の大きい色で，これらの表現が全体の 82.5%を占めていた．つまり，これらの箇所
が人間の捉える傾向にある色の箇所ということであり，こういった箇所の色を抽出できる

ような画像処理を作成することが，対話物体認識を行うにあたって有用であることがわか

った． 

2.0%

80.8%

14.2%

3.0% １色

２色

３色

それ以上

 

図 7：表現された色の数 
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下地（最大領
域ではない）

最大領域（下
地ではない）

その他

 
図 8：表現された色の箇所 
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2.2 調査 2：空間関係を利用した表現 

予備調査として，複数の物体が配置されている状況における表現を調べた．以下にその詳

細を述べる． 

2.2.1 概要 

2.1節の調査では，個々の物体に対する表現について述べた．ここでは，異なるケースと
して，指示者に複数の物体が見えている状況での表現を調べる．これは，周りに対象物体

以外のものがある場合には，対象物体の属性だけでなく，他の物体と比較した表現や空間

関係を利用した表現などが予想されるためである．  
Levinson[14]は人間の reference systemを intrinsic，relative，absoluteの 3つに分類
している．intrinsic は「家の前」などのように物体名を言えばその前後関係を特定できる
ようなもの，relativeは「Aから見て Bの Cにある」などのようなもの，absoluteは東西
南北などのような絶対的に決まっている指標を利用するものである．特に，対象の物体を

取るように頼む状況においては，relative systemが中心になると考えられる．つまり，「(話
者から見て)赤い本の右」のような表現である．そして，relative systemを利用する際に問
題なるのが何を B(reference object)に選ぶのかである．ロボットの場合には，認識を正確に
行うことができ，かつ人間に言葉で伝えやすい，また他の物体の位置をあらわしやすいも

のであるのが理想的である．加えて，Cの位置関係をあらわす言葉についても，人間がどう
いった表現をするのか把握する必要がある． 
この調査では，そういった複数の物体にまたがった表現の収集を目的とする． 
 
そこで，以下に述べるような調査を行うことによって，どのような物体を reference object
に選び，それに対してどういった位置関係を表現するのか調べた．  

 
前の調査と同様に 2 人 1 組の被験者を指示者と回答者に分け，指示者に提示した物体を
声のみで回答者に伝えてもらい，その際に発せられたことばを収集する．図 9に調査の環
境を示す．回答者の前にテーブルを置き，その上に 20個程度の物体を適当に配置する．ま
た，回答者が得られる情報を指示者の音声のみとするために，指示者には回答者の後ろに

立ってもらった．こうすることで指示者の視線や体の向き，ジェスチャ等の情報が回答者

に伝わるのを回避している(図 10)． 
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図 9：調査 2の環境 

 
本調査の手順を説明する． 図 10を参照に以下の手順で行う． 
 
①. 指示者はテーブルに置いてある物体から 1つ選び，それを声だけで回答者に伝える 
②. 回答者はそれと思う物体を選んで答える 
③. 回答者が対象物体を当てるまで①，②の手順を繰り返す 
 
これを 1 組あたり 10 個の物体に対して行い，その間に指示者が発した言葉を収集する．
また，前の調査と同様に，指示者には名称以外で対象物を伝えるように依頼した． 

 

 

図 10：調査 2の配置図 
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2.2.2 結果と考察 

6人の被験者から 223の発話を収集した．図 11が，発話内容の内訳をあらわしたもので
ある． 
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図 11：空間表現の調査で得られた発話内容の内訳 

 
■空間関係 
 空間関係を利用した表現には以下のようなものが見られた． 
 ・表現例 1 … 「右のほうにある」，「奥のほう」等 
・表現例 2 … 「それの左」，「その手前」等 
表現例 1 は，物体全体を参照した位置関係を示す表現であると考えられる．つまり，テ

ーブルにある全ての物体の位置を把握した上で，対象物体がそれらのどのあたりに位置し

ているのかを表現したものと考えられる．そのため，機械がこれらの表現に対応するため

には，周辺にある物体全体の位置関係を把握できるような処理が必要となる． 

表現例 2 は，回答者が直前に答えた物体を参照した表現である．この表現は，回答者の

答えた物体が対象となる物体とは異なっているときに，そこからの訂正として用いられて

いた．したがって，ロボットがこれらの表現に対応するためには，直前に認識した物体を

記憶しておき，さらにその記憶した物体からの相対的な位置関係を把握できるような処理

が求められる． 

なお，本調査からは「(A から見て)B の C にある」のような reference による空間表現を

得ることはできなかった．表現例 2がそれに近い表現ではあるが，B(reference object)が

回答者の直前に答えた物体に限定されてしまっている．意図していた表現が得られなかっ
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た原因としては，物体名の使用を禁止したことが挙げられる．この条件で reference を表

現するには，「“赤いもの”の右です」などのように物体の名称以外で参照物体を表現する

必要がある．そのため，参照物体を利用して表現するよりも，「丸いものです」などのよう

に対象物体の特徴を直接表現するほうが指示者にとって容易だったのかと考えられる． 

  
■他物体との比較 
 他物体と比較した表現には以下のようなものが見られた． 
  ・表現例 3 … 「結構でかい」，「小さめ」等 
 表現例 3 は，物体全体を参照した属性表現にあたると考えられる．テーブル全体にある
物体の大きさ(属性)を把握した上で，対象物体の大きさ(属性)を表現している．つまり，ロ
ボットがこれらの表現に対応するためには，周辺にある物体の大きさ(属性)を把握し，それ
らを比較することによって候補物体を検出できるような処理が求められる． 
 
■属性 
 属性の表現には以下のようなものが見られた． 
  ・表現例 4 … 「赤くて細長い」，「四角い」等 
表現例 4は，前の調査でも得られたような物体の属性を捉えた表現である．図 11を見る
とわかるように，属性による表現は他の表現よりも多く利用されている．これは，複数の

物体があるような状況においても，物体の属性が対象物を特徴付ける上で有効な情報にな

ることをあらわしているといえる． 
 
 
これら 2つの調査の分析結果を基に，本研究で提案した物体認識システムを作成する． 
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第3章 提案する物体認識システム 

 この章では，本研究で提案・作成した物体認識システムについて述べる． 

3.1 物体認識システムの構成 

本研究で提案する物体認識システムの構成を図 12に示す．利用者から物体を取って欲し
いという依頼があった場合には，まず自動での認識によって対象となる物体の検出を試み

る．そして，それによって正しく認識できたのなら処理を終了する．もし正しく認識でき

なかった場合には，対話を用いた物体認識へと切り替わる．対象物体がどういったものな

のかを利用者に尋ね，そこで教えてもらった情報を基にして物体の検出を行う．対話物体

認識は，自動物体認識と異なり，繰り返し対話を行うことによって複数回の失敗にも対応

することが可能である． 
 

 

図 12：提案する物体認識システムの構成 
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3.2 自動物体認識 

自動物体認識では，所属する研究室の Mansur らによる SIFT 特徴量[6]を利用した手法
を用いる[15]．この方法では物体のモデルデータを事前に学習させておき，入力画像と学習
データを照合させることによって対象物体の認識を行う．図 13が処理結果の例である． 
自動物体認識は，本研究で提案する物体認識処理の開始地点となる．「マグカップ取っ

て」などといった依頼が与えられたら，学習データが登録されている物体情報データベー

ス内からマグカップの情報を取得し，その情報を基に入力画像内からマグカップの認識を

試みる．そして候補となる物体が見つかったかどうかを処理結果として返す． 
 

  
                   (a)                                        (b) 

 
だ，この方法だけで全ての物体を正確に認識できるわけではない．候補となる物体が

見

お，対話物体認識へ切り替わる際には，物体情報データベース内にある学習データを

利

図 13：自動物体認識による物体の検出例 

た

つからないケースや，認識した物体が目的の物体とは異なるケース，またそもそもデー

タベース内に対象物体の情報が登録されていないというケースも考えられる．こういった

自動での認識に失敗した場合は，次節で述べる対話物体認識へと切り替わる． 
 
な

用し，入力画像内から自動で認識できる物体を割り出しておく．例えば，図 13-(a)のよ
うなシーンで，マグカップを取って欲しいという依頼が与えられ，その認識に失敗した場

合には，スプーンや時計などといった周辺にあるその他の物体の認識を試みる．ここで認

識された物体は，後に述べる空間物体認識や利用者との対話パターンを決定する際に利用

されることになる． 
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3.3 対話物体認識 

 自動物体認識に失敗した場合は，ここで述べる対話物体認識へと切り替わる．図 14に対
話物体認識の全体像を示す．自動での認識に失敗したら，まず利用者との対話を行うこと

によって，利用者から対象物体に関する情報を教えてもらう．そして，そこで得られた情

報に応じてその後の処理を決定する．例えば，物体の色を取得したならカラー物体認識に

よって得られる結果を，物体の位置情報を取得したなら空間物体認識によって得られる結

果を利用する．そして，選択された処理によって候補となる物体を見つけることができた

なら，その物体が目的の物体であるのかを利用者へ確認する．もし，候補となる物体を見

つけられなかった場合や，見つかった物体が目的の物体でない場合は，再び利用者と対話

することによって新しい物体情報を教えてもらう． 
 

 

図 14：対話物体認識の全体像 

 
 人間にとって使いやすい対話物体認識システムを作成するには，2章の調査で得られた色
や形や大きさなどといった多種多様な表現に対応させる必要がある．できるだけ多くの表

現に対応させることによって，より柔軟性のある対話物体認識を実現させることができる

と考えられる． 
 本研究では，このような対話物体認識の一環として，色情報と位置情報の 2 種類の表現
への対応に取り組んだ．以下にその詳細を示す． 
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3.3.1 カラー物体認識 

 カラー物体認識では，対象となる物体の色を識別する．2章で述べた調査から，人間は対
象物体の色を 1 色か 2 色で表現する傾向にあることがわかった．しかし，実世界に存在す
る物体のほとんどは複数の色で構成されている．それに加え，人間の視覚では同じような

色に見える部分でも，機械にとってはわずかな違いがあるだけで異なる色と判断してしま

う．そこで，本研究では対象物体の色を 1 色か 2 色で識別できるような画像処理を作成し
た．図 15にそのアルゴリズムを示す．調査で明らかとなった，物体の下地の色と割合の多
い色を考慮することで対象物体の色を決定している． 
 この処理によって，利用者・ロボット間で行われる以下のような対話に対応することが

可能となる． 
 
■対話例 

Robot：それはどんな色ですか？ 
Human：青です． 
 

 

図 15：カラー物体認識のアルゴリズム 
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 以下にアルゴリズムの詳細を記す． 
 
 物体領域抽出 
ここでは取得したカメラ画像から物体領域の抽出処理を行う．物体領域の抽出には背景

差分法を利用した．背景となる画像を事前に取得しておき，入力画像との差分を取ること

で物体領域を獲得する．その後，得られた差分画像にラベリング処理を施し，同じ値の付

けられたラベルを 1つの物体と見なして機械に記憶させる(図 16，図 17)． 
  

 

図 16：背景差分を利用した物体領域の抽出例１ 

 

 

図 17：背景差分を利用した物体領域の抽出例２ 
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このようにして画像内の物体領域を取得したあとは，各物体領域に以下の処理を施す． 
 
 カラーセグメンテーション 
取得した各物体領域に対して色をベースとした領域分割を行う．カラーセグメンテーシ

ョンには，24bitの RGBカラー画像の各ピクセルをベクトルであらわした，(R,G,B)の 3次
元ベクトルを利用する．このとき，ベクトルの大きさが輝度値，向きが色彩をあらわすこ

とになり，色の違いはベクトルの角度の違いであらわすことができる．色彩のみで角度を

求めるため，輝度に左右されない結果を得ることができる．そのため，入力画像を YUVや
HSVなどの表色系に変換することなく，輝度値と色彩を分離した直接処理が可能となる． 
実際に色を分割するには，ベクトル間の内積を利用する．赤や緑などといった各色の代

表値をあらかじめ定めておき，対象となる画像領域内からその代表値と最も近い色彩を持

つベクトルを取得する．その後，取得した RGB ベクトルと残り全ての物体領域における
RGBベクトル間の内積を求めていき，その値が特定の閾値内であれば同じ色であると判断
する． 
本研究では，この方法によって画像内の対象となる領域を赤・緑・青・黄・オレンジの

計 5色に分割している．図 18が，図 16の画像に対する処理結果をあらわしたものである．
なお，この例では赤，黄，オレンジ以外の色は取得できてないため，結果の画像は省略し

ている． 
 

    

(a). 赤           (b). 黄色         (c). オレンジ 

図 18：カラーセグメンテーション結果 

 
 コーナー検出＋凸包 
ここでは物体の下地領域を割り出すための処理を行う． 
まず，カラーセグメンテーションによって得られた各色の画像に対してコーナー検出の

処理を施す．コーナーの検出には Harrisオペレータを使用した．そして，コーナー検出に
よって画像の特徴点が抽出されたら，それらの点に対して凸包の処理をかける．図 19がそ
の結果をあらわしたものである．本研究では，ここで囲まれた領域を各色の下地領域と判

断することにした． 
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      (a). 赤          (b). 黄色         (c). オレンジ 

図 19：下地領域の取得 

 
 面積カウント 
 カラーセグメンテーションによって得られた各色の領域の面積(図 18)と．コーナー検出
＋凸包によって得られた各色の下地領域の面積(図 19)をカウントする．それらの値をあら
わしたのが表 1の Segment Areaと Hull Areaである．なお，画像サイズは 320×240とし
ている． 
 
 色価値算出 → 処理結果出力 
上で得られた 2 種類の面積を基に対象物体の色を決定する．色の価値の指標として導入
した Color Value：Vを，以下のような評価式を用いて求め，その値を基に対象物体の色を
割り出す． 

 
V = ax + by (a,bは重み)  

 
この評価式において，xは表 1の Segment Areaを，yは Hull Areaを示している．また，

aと bはそれぞれ xと yの重みをあらわしたパラメータである．ここでは a=0.7，b=0.3と
して色の価値を算出している．こうして得られた各色の価値 V を最も値の大きい色を基準
として正規化する．この例では，最も値の大きい赤を基準として正規化されることになる．

そして基準となった色，この場合だと赤が第 1候補色(○)として認識される．また，2番目
に大きな値，この場合だと黄色が第 2候補色(△)として認識される(図 20)．なお，2番目の
値が極めて小さい場合(ここでは 0.2未満としている)には，第 2候補色に該当する色はない
ものとし，第 1候補１色のみとして識別される(図 21)． 
 そして，利用者から色情報が与えられた場合には，これらの候補色が高い順に物体の優

先順位を決定する．例えば，図 21において，「赤いものです」という表現があった際には，
第 1候補色が赤となっているMarie(上段真ん中の物体)が候補物体として優先される．もし
それが目的の物体と異なる場合には，第 2候補色が赤となっているすっぱムーチョ(左手前
の物体)が次の候補物体として選ばれることになる． 
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表 1：カラー物体認識の算出表 

  Segment Area Hull Area Color Value Normalization Result

Red 1339 8597 3516.6 1.00 ○ 

Green 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Blue 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Yellow 1694 2847 2039.9 0.58 △ 

Orange 291 304 294.9 0.08 ‐ 

 

 

図 20：カラー物体認識の結果 

 

図 21：物体が複数個ある場合の結果 
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3.3.2 空間物体認識 

空間物体認識では，利用者の答えた位置情報を基にして候補となる物体を認識する．本

研究では，参照物体からの左・右・手前・奥という 4 種類の位置関係に対応する処理を作

成した．利用者から参照物体に関する情報が与えられたら，その物体を基準として画像内

を 4 つの領域に分割し，分割された各領域に左・右・手前・奥を当てはめる．そして，当

てはめられた領域に含まれる物体において，参照物体と最も距離が近いものを候補物体と

して取得する．  

この処理によって，利用者・ロボット間で行われる以下のような対話に対応することが

可能となる． 
 

■ 対話例 1 

R：“物体名”があるのはわかります．どこですか？ 

H：“物体名”の右です． 

 

■ 対話例 2 

R：これですか？ 

H：その左のものです． 

 

 なお，これらの相対的な位置関係をあらわした表現は，聞き手側の視点，つまりロボッ

トの視点にあわせた表現と仮定している． 

 

まず，対話例 1における処理の流れを述べる． 

対話例 1 では，まず自動で認識できた物体を利用者へ伝える．図 22-(a)において赤字で
書かれている物体が自動で認識できた物体である．この場合だと，「Moonlightとなっちゃ
んがあるのはわかります．どこですか？」などとロボットは利用者へ伝える．そして

「Moonlightの右です．」などといった情報を利用者に教えてもらったら，空間物体認識の
処理を施す．図 22-(b)がその結果である．緑の太枠＋緑の十字の入っている物体が空間物
体認識によって獲得された候補物体をあらわしている．なお，自動物体認識によってたく

さんの物体が見つかったときに「”物体名 1”と”物体名 2”と”物体名 3”と…がわかり

ます」などと一度に全ての物体を言っては，利用者に伝わり難く，発話としても冗長であ

る．そこで，一度に答える物体の数は多くても 2つまでとした．つまり，3個以上の物体が

自動で検出された場合には，その中から利用者に伝える 2 個を選択し，「”物体名 1”と”

物体名 2”がわかります」といった返答を行う．そして，その 2つの位置情報から対象物体

を見つけられなければ，残りの物体からまた 2 つの物体を選択して利用者に提示していく
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という形になる．どの物体を選択するのかについては，最も距離の離れた 2 つの物体を選

択することにした．これは，近くにある 2 つの物体を選んでも，それらの物体から対象物

体への相対的位置があまり変わらないためである．できるだけ離れた位置にある物体を選

んだほうが，利用者から得られる表現の幅が広まるであろうと考えた． 

 

   
     (a). 自動で認識された物体             (b). 空間物体認識 

図 22：対話例１における空間物体認識 

 
次に，対話例 2における処理の流れを説明する． 

対話例 2 は，直前に提示した物体からの修正をあらわした表現となる．まず直前の処理

によって認識された物体に対して「これですか？」と利用者へ伝える．図 23-(a)の緑の太
枠＋緑の十字の入っているのがその物体である．そして，それが目的の物体とは異なる場

合に，「その手前のものです．」などといった情報が利用者から与えられたなら空間物体認

識の処理を施す．図 23-(b)がその結果となる．緑の太枠＋緑の十字の入っている物体が空
間物体認識によって獲得された候補物体を，青い太枠の物体が直前に提示した物体をあら

わしている． 

 

   
(a). 直前に候補とされた物体             (b). 空間物体認識 

図 23：対話例２における空間物体認識 
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なお，本研究で扱っている位置関係というのは，取得画像内のシーンに限定した位置関

係であって，「本棚の右」や「テレビの上」などの生活環境全体の位置関係までには踏み入

っていない．そのような幅広い空間関係を利用した表現については所属する研究室の Tajin
らが詳細な研究を進めているのでそちらを参照してもらいたい[16]．有益な結果が得られ

次第，本システムに統合する予定である． 

3.4 利用者と行う対話パターンの決定 

ここでは，対話物体認識を行うにあたって，どういった物体情報を利用者から教えても

らうのかについて述べる．利用者にとって最も優しい質問となるのは，「どれですか？」と

何でもいいので物体に関する情報を求める質問である．ただ，それでは返答の自由度が高

すぎるため，利用者の答えた内容に対応した対話物体認識ができるとは限らない．そのた

め，利用者に答えてもらいたい物体情報をある程度ロボット側で指定する必要がある．そ

こで，上で述べたカラー物体認識と空間物体認識の 2 つの処理を使って効果的に物体を認

識できるよう，状況に応じて以下の 3つの返答を行うことにした． 

 

Ans1：「何色ですか？」 
 カラー物体認識の利用を想定した返答となる．対象物体がどんな色なのかを利用者に問

い合わせ，利用者の答えた色とカラー物体認識で識別された色とを比較することで候補物

体を見つけ出す． 

 

Ans2：「“物体名”があるのはわかります．」 
 空間物体認識の利用を想定した返答となる．自動で認識された物体を利用者に伝え，「”

物体名”の左です．」などといった位置情報を教えてもらうことによって候補物体を見つけ

出す．  

 

Ans3：「これですか？」 
領域分割処理で得られた物体領域の中から候補物体をランダムに一つ選び，それが対象

物体であるかどうかを利用者に問い合わせる．また，カラー物体認識や空間物体認識によ

って候補となる物体を見つけ出すことができた場合にもこの返答を行う． 

 

次に，これらの返答をどのタイミングで行うのかを検討した．利用者との対話数を減ら

すためにもこれら 3 つの返答を状況に応じて使い分ける必要がある．本研究では，画像内

にある物体の色のバリエーションと自動で認識できた物体数を指標として，どの返答を行

うのか決定した． 
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図 24が，その分岐条件を示したものである．大まかな流れとしては，色のバリエーショ
ンが多い場合には Ans1，自動で認識された物体数が多い場合には Ans2，どちらでもない
場合には Ans3の処理に入るような分岐となっている．また，破線で囲まれた部分が対話物
体認識処理の 1 サイクルに相当している．対象となるサイクルで目的の物体を見つけられ

なかった場合や，対象となるサイクル条件に当てはまらなかった場合には，次の分岐条件

へと移り変わる．なお，t1と t2は分岐条件の閾値を示していて，取得画像内に含まれる物
体数に応じて値が決定される． 

 

 

図 24：対話パターンの分岐条件 

 
例えば，図 25のようなシーンで，利用者が「マリー（上段左）取って」と言い，自動で
の認識に失敗した場合には，図 25のように色のバリエーションと自動で見つけられる物体
を取得する．ここでは，色のバリエーションが 4種類（赤，緑，青，オレンジ），自動で見
つかった物体が 1 個（せん茶（下段右））となり，図 24から色を求める対話が選ばれ，ロ
ボットは「何色ですか？」と利用者に問い合わせる．逆に，もし色のバリエーションが少

なく，自動で見つかった物体が多い場合は「せん茶となっちゃんがあるのはわかります」

などと利用者に伝え，利用者にはそれらの物体から対象物体への相対的な位置を教えても

らうことになる． 
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図 25：対話パターンの決定に必要となる情報の取得
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第4章 利用者に頼まれたものを認識するロボット 

この章では，物体認識処理の備わった，ロボットのシステム構成などについて述べる．3
章で説明した物体認識システムを実際のロボットに組み込むことで，利用者と対話しなが

ら目的の物体を認識するといった一連の動作をこなすロボットシステムを開発した． 

4.1 使用するハードウェア 

 本研究で使用したロボット等のハードウェアについて述べる． 

4.1.1 ロボット本体 

本研究で使用したロボットについて説明する．ロボットは ATR（知的ロボティクス研究
所）によって開発された Robovie-R Ver.2(図 26)を使用した[17]。このロボットは人間との
コミュニケーション向けに開発されたロボットで，頭部 3，両腕 2×4，移動機構 2，両目 2
×2，両手 2×6の全 29の自由度によって様々な動きを表現させることができる(表 2)．ま
た，カメラや触覚センサ、距離センサなどといった各種センサによって周囲の様子を観察

することも可能となっている(表 3)． 
 

 

図 26：RobovieR Ver.2 
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表 2：本体仕様一覧表 

名称    ロボビーアール  (Robovie-R Ver.2) 

 全高    1100mm 

 全幅    560mm 

 全長    500mm 

 重量    57.0kg (本体重量 39.5kg/バッテリ重量 8.75kg×2) 

 自由度  全体  29 自由度 

   車輪  2 自由度 

   腕  各腕 4 自由度 

   首  3 自由度 

   眼  左右各 2自由度 

   手  左右各 6自由度 (手首 1,指 5) 

 稼動時間    最大約 3時間 

 無線 LAN  IEEE802.11b   

 有線 LAN  10/100Base-T   

 外装  FRP   

 

表 3：各部品の仕様 

項目 品名 型番 製造元 備考 

CPU pentinm4 2.8GHz Intel   

メモリ DDR SDRAM 512MB ノーブランド PC2700 

HDD IDE200GB   7200rpm 

スイッチング電源     250W 

PC 

ビデオ I/F IVC-200   4CH 

オーディオ I/F MobilePRE M-Audio   

パンチルトカメラ VS-PTC01 VSTONE NTSC 
カメラ 

全方位カメラ VS-C15N VSTONE NTSC 

マイク C417PP AKG   

モータコントローラ VS-R230A VSTONE   

PSD センサ GP2Y0A02YK シャープ   

タッチセンサ MB-2511-044F 日本開閉器   

エンコーダ VS-R71R VSTONE   
センサ 

手先スイッチ V4 RS   
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4.1.2 カメラ 

ロボットの視覚となるカメラについて説明する．カメラは，Logicool社製のQcam® Pro for 

Notebooks(図 27)を使用した[18]．このカメラをロボットに取り付け，そこから取得される

画像を基に物体認識等の画像処理を行う．なお，ロボット本体にも両眼カメラが標準とし

て備わっているが，画素数やフレームレート等の違いを考慮し，より性能の高いQcamを使

用カメラとして採用した．表 4に本カメラの仕様を示す． 
 

    

図 27：Qcamの外観 

 

表 4：Qcamの仕様 

名称  Logicool Qcam® Pro for Notebooks 

 本体サイズ  mm：30.0×40.2×62.2 

 重量  g：54 

 ビデオキャプチャー  最大 200 万画素 

 静止画キャプチャー  最大 800 万画素 

 フレームレート  最大 30 フレーム/秒 

4.1.3 マイク 

ロボットの聴覚となるマイクについて説明する．マイクは，PLANTRONICS 社製の
Bluetooth対応ワイヤレスマイク VOYAGER 510を使用した(図 28左)．このマイクを利用
者に取り付けてもらうことによって利用者の発する音声を取得する．なお，マイク部に搭
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載されたノイズキャンセル機能によって周辺の騒音は低減される．また，対応機器となる

ロボット側には，PLANEX社製の USBアダプタ BT-MicroEDR2を取り付ける(図 28右)．
これにより，利用者・ロボット間において最大 10mの範囲内で無線通信をすることが可能
となる． 

 

          

図 28：ワイヤレスマイク 

4.2 システム構成 

はじめにシステムの全体像を述べる．システムは，人からの依頼を受け付けるまでは待機

状態にあり，音声による依頼があるとその内容に応じた処理を開始する．例えば，「物を取

って欲しい」という依頼があった場合には，カメラ画像内から候補となる物体を見つけ出

し，それが利用者の取って欲しい物体なのかを動作・発話という 2 つの行動によって利用
者へ問い合わせる．この“音声入力→処理→行動出力”という 1 つの流れが，利用者とロ
ボットの 1回の対話に相当する基本的なプロセスとなる． 

 
そして，そのシステム構成をあらわしたのが図 29である．システムは以下の 5つのモジ
ュールから構成される． 

 
 音声認識モジュール(Speech Recognition) 
 言語理解モジュール(Speech Analysis) 
 物体認識モジュール(Object Recognition) 
 ロボットの動作モジュール(Robot Motion) 
 ロボットの発話モジュール(Robot Speech) 

 
以下に各モジュールの詳細を記す． 
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図 29：ロボットのシステム構成 

4.2.1 音声認識モジュール 

 音声認識モジュールでは，「コーラ取って」や「そこの赤いのだよ」などといった利用者

が発した音声の認識を行う．音声の認識にはオープンソースの連続音声認識ソフトウェア

Juliusを使用した[19]．このソフトは汎用性・可搬性が高く，音響モデルや言語モデルなど
の置き換え・修正が容易であることから，様々な使用環境や目的に応じたシステム構築が

可能である．そのため，ロボットの対話システムとしても非常に扱いやすいというメリッ

トがある．処理動作に関しては，マイクから音声が入力されると認識が行われ，その結果

が文字列として出力される(図 30)． 
 

 

  

図 30：利用者の声を認識している様子 
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また，Julius では音声対話や受付サービスなどのように，目的とするタスクがある程度
限定されている場合には，想定される発話パターンを専用の文法で記述することによって，

通常より高い精度での認識を実現させることができる．それを行うには，想定される発話

パターンの文法規則と単語辞書を grammar ファイル・voca ファイルという 2 つのファイ
ルにそれぞれ手作業で記述する．図  31左に，本研究で作成した音声対話タスク用の
grammar ファイルと voca ファイルの一部を示す．機械は，これらのファイルに記述され
た発話パターンに従って音声の認識を行うことになる．ただし，実際に PC上で動かす場合
には，これら 2つのファイルを特定のコンパイラによって結合させた XMLファイルを使用
する(図 31右)． 
 なお，この音声認識モジュールは，図 29を見るとわかるように他のモジュールとは異な
る PC で動作させている．これは，1 つの PC で全てのモジュールを動かすと，CPU にか
かる負荷の影響から音声認識の精度が著しく低下してしまったことが原因である．そのた

め，2 つの PC を用い，ネットワーク経由でデータの通信を行わせた．これにより，CPU
の負荷を分散させ，安定した精度での認識を実現させることに成功した． 
 

      

図 31：音声対話用に作成した文法ファイルの一部 
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4.2.2 言語理解モジュール 

本モジュールでは，音声認識モジュールから送られてきた認識文の解析を行う．音声認

識モジュールで認識される音声はただの文字列に過ぎないため，その時点ではロボットは

利用者の発話内容を理解できていない．そこで，その文字列がどういった意味を持ってい

るのかを，本モジュールによってロボットに理解させる． 
具体的には，受け取った文字列に含まれている語彙を抜き出すといった処理を行う．語

彙の抜き出しには，あらかじめ作成しておいた語彙データベースを利用する(表 5)．データ
ベースには，各語彙の IDと名前，またそのカテゴリを登録しておき，与えられた文字列と
データベース内の文字列を比較していくことによって認識文に含まれる語彙を抜き出す．

例えば，音声認識モジュールから「コーラ取って」という文字列を受け取った場合には，

語彙データベースから物体名 ID：2と動作 ID：1の情報が抜き出され，ロボットは“コー
ラ”という名称の物体に対して“取る”という動作を行えばよいことを理解する． 
なお，この語彙データベースには，物体の名称や種類，またその属性や位置などといっ

た対話物体認識の際に使用される単語を全部で 117種類登録している． 
 

表 5：語彙データベースの一部 

ID 単語名 カテゴリ 

1 カップヌードル  

2 コーラ 物体名 

… …  

1 コップ  

2 本 物体の種類 

… …  

1 赤  

2 緑  

3 青 色 

4 黄  

… …  

1 左  

2 右 位置 

… …  

1 取って  

2 来て 動作 

… …  
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4.2.3 物体認識モジュール 

 物体認識モジュールでは，カメラが取得した入力画像内から目的とする物体の認識を行

う．前の言語理解モジュールから送られてきた物体情報を基に対象物体の認識を試みる．

認識処理に関しては，3章で述べた自動＋対話物体認識の処理を実装している． 
例えば，言語理解モジュールから“コーラ”に相当する物体情報が送られてきたなら，

自動物体認識を行うことによって入力画像内からコーラの認識を試みる．また，”赤”に相当
する物体情報が送られてきたなら，カラー物体認識の処理を施すことによって赤いものの

検出を行う．そして，そこで得られた認識結果を次のモジュールへと送る． 

4.2.4 動作モジュール 

 動作モジュールでは，ロボットの動きを決定する．本研究では，物体認識の結果を考慮

し，以下の 2種類の動きを実装した． 
 1つは，対象物体への指差し動作である．頼まれたものを取ってくるロボットには，もの
を掴むという動作が必要となる．ただ，本ロボットに備わっている指ではそこまで細かな

動きをさせることができないため，ものを掴む代わりに，その方向へ指を差すという動作

を実装することで，認識できた物体を利用者へ伝えることにした．具体的には，物体認識

モジュールで検出された候補物体を利用者へと伝えるために，その物体の方向へ指を指す

のと同時に顔を向けるといった動きを行う(図 32)．なお，実際にロボットが特定の物体へ
指差しを行うためには，ロボット座標系での物体位置を把握する必要がある．そこで，本

研究ではテーブルの上に物体が置かれているという環境に限定させ，ロボット・テーブル

間の相対距離およびカメラ画像における候補物体の 2 次元座標を利用することによって，
ロボット座標系における候補物体までのおおよその位置座標を取得している．その後，得

られた座標値から，指差しと顔の向きに必要となる右肩 Pitch 角，右肩 Roll 角，首 Pitch
角，首 Yaw角，指の関節値を算出した． 

2つ目は，首を傾げるという動作である．この動作は，物体認識処理で候補となる物体を
見つけることができなかったときに，そのことを利用者へ表現するために用いられる．こ

の動きは，単純にロボットの首 Roll角を調節することによって実装した． 
ロボットは，これら 2 つの動きを利用することで，物体認識によって得られた結果を利
用者へと伝える． 
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(a). 動作前                (b). 動作後 

図 32：対象物体への指差し動作 

4.2.5 音声発話モジュール 

 音声発話モジュールでは，ロボットにどういった発話を行わせるのか決定する．前もっ

てロボットに発話させたい音声ファイルを作成しておき，状況に合わせてそれらのファイ

ルを読み込ませることによってロボットに発話を行わせる．このロボットによる発話は，

主に動作と併せて行う．例えば，物体認識によって候補となる物体が見つかった場合には，

その方向に向かって指を差すのと同時に，「これですか？」などいう発話をロボットに行わ

せる(図 33)．音声ファイルに関しては，「何色ですか？」や「“物体名”がわかります」な
どといった対話物体認識を行う上で必要となるものを用意した． 

 

図 33：動作と並行させたロボットの音声発話 

 なお，音声ファイルの作成にはフリーの音声合成ソフト AquesTalk を利用した[20]．こ
のソフトは，文章内のアクセントなどを細かく指定することができるため，機械語的な棒

読み音声ではなく，より人間らしい流暢な音声を作成することができる．作成方法も比較

的容易で，起動した画面の一部に作成したい音声文を入力し，そこにアクセント記号を付
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加していくことによって音声ファイルを作成することができる(図 34)． 

       

図 34：合成音声の作成画面 

4.3 ロボットが行う一連の動作 

 本システムが動作している様子を図 35に示す．以下のような対話を利用者と行うことに
よって，対象物体となるコーラを認識している様子が確認できる． 

H：コーラ取って． 
R：それはどんな色ですか？ 
H：赤いのです． 
R：これですか？ 
H：その右のです． 
R：これですか？ 
H：それです． 
R：はい，わかりました． 

 まず，ロボットはユーザからコーラを取って欲しいという依頼を受け付け，自動物体認

識によってその認識を試みる(a)．しかし，自動物体認識でコーラを認識することができな
かったため，対話物体認識に切り替わり，物体の色をユーザに尋ねる(b)．そして，ユーザ
から物体の色を教えてもらったなら(c)，その色に該当する物体をカラー物体認識によって
見つけ出し，それが目的の物体であるのかを指差しと発話によってユーザへと確認する(d)．
そして，ユーザはそれが目的の物体ではないことを参照表現によって伝える(e)．それを聞
いたロボットは，該当する候補物体を空間物体認識によって見つけ出し，それが目的の物

体であるのかをユーザに確認する(f)．ユーザはそれが目的の物体であることを伝え(g)，そ
れを聞いたロボットはユーザへの返答を行った後，処理を終了する(h)． 
このように，人と対話を行いながら目的の物体を見つけ出す，という一連の動作をこな

すロボットを本研究で実現させることができた． 
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図 35：人とロボットによる対話行為の流れ 
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第5章 実験 

この章では，作成した物体認識システムを評価するために行った実験について述べる． 

5.1 目的 

 この実験では，被験者の協力のもと，3章で述べた物体認識システムにおける対話物体認
識部分の有効性を検証する．複数の物体がテーブルに配置されているというシーンを数ケ

ース用意し，対象となる物体を自動で認識することができなかったという設定のもと，機

械が目的の物体を見つけ出すまでに，被験者と何回程度の対話が行われるのかを調べる．

なお，本研究で作成した手法の他に，2つ手法を設定することで，それらの手法の違いを比
較する． 

5.2 方法 

以下の 3 つの手法による対話物体認識を被験者に体験してもらい，その間に何回対話が
行われるのかを調べる．ランダム手法とカラー手法は，本研究で作成した提案手法の比較

用として設定した． 
 
ランダム手法 テーブルに配置されている物体の中からランダムで候補物体を選び出し，そ

れが目的の物体であるのかを「これですか？」と被験者に確認する．もしそれが異な

る場合は再びランダムで候補物体を選び出す．これを対象となる物体になるまで繰り

返す． 
 
カラー手法  まず対象物体の色を尋ねる．「それはどんな色ですか？」と問い合わせ，被験

者の答えた色に相当する物体を検出できたなら，それらを候補物体として「これです

か？」と利用者へ確認していく．なお，もしそれで目的の物体を見つけられなかった

場合には，ランダム手法へと切り替わる． 
 
提案手法 3.5節で述べた対話パターンに基づいて，被験者への返答を決定する．つまり色
のバリエーションが多ければ「それはどんな色ですか？」と色情報を尋ね，自動で認
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識された物体数が多い場合には「“物体名”があるのはわかります．どこですか？」と

位置情報を尋ねる．そして，被験者の答えた表現に相当する物体を検出できたならそ

れらを候補物体とし，「これですか？」と利用者へ確認していく．なお，これらの処理

で目的の物体を見つけられなかった場合はランダム手法に切り替わる． 
 
上記の 3 つの手法を，表 6に示す 6 つのケースで比較する．これらのケースは，テーブ

ルに配置されている物体のパターンをあらわしたものである．本実験は，物体群がテーブ

ルの上に乗せられているという設定で行う．全部で 30個の物体を使用し，テーブルに乗せ
る物体はどのケースにおいても 10 個とした．図 36に，case1～3 と case4～6 のシーン例
を示す．case1~3では，異なるような色の物体を配置することで色のバリエーションの多い
シーンを作成した．また，case4~6では，同じような色の物体を配置することで色のバリエ
ーションの少ないシーンを作成した．さらに，これらの各シーンにおいて，機械が自動で

認識できる物体数を 1個，3個，6個と設定することによって，全 6通りのケースに分類し
た．なお，case1～3用に 10シーン，case4～6用に 10シーンの計 20シーンを用意してい
る． 
そして，用意したシーン内にある物体の 1 つを被験者に伝え，被験者にはその物体を機
械に教えるよう，機械からされる質問に答えてもらう．これを機械が対象となる物体を認

識できるまで行い，その間の対話回数を収集する．なお，先入観を持った行動を避けるた

めに，機械の動作などについては詳しく説明せず，どの手法のどのケースが行われている

のかも被験者にはわからないようにしている． 
 

表 6：配置する物体のパターン 

  色のバリエーション：N1 自動で認識される物体数：N2 

case1  1 

case2 3 以上 3 

case3  6 

case4  1 

case5 3 未満 3 

case6  6 
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        (a). case1～3                             (b). case4～6 

図 36：各ケースのシーン例 

5.3 結果 

10人の被験者を対象に，１人から約 50のデータを収集した．図 37がその結果である． 
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図 37：実験結果 
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また，各手法で得られた対話回数に対して分散分析[21]を行った(表 7-17)．その結果，
case1，case2，case3，case5，case6で対話回数に有意差があることがわかり，case4で有
意差がないことがわかった．そこで，有意差のあったケースに対して Scheffe法を用いた多
重比較を行ったところ， 

 case1,2では，ランダム手法とカラー手法，ランダム手法と提案手法に有意差が存在 
 case3,6では，ランダム手法とカラー手法，カラー手法と提案手法，ランダム手法と
提案手法のいずれにも有意差が存在 
 case5では，カラー手法と提案手法，ランダム手法と提案手法に有意差が存在 

することがわかった(p<.05)． 
 

表 7：case1の分散分析結果 

分散分析表       

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値 F 境界値

グループ間 111.0222 2 55.51111 12.03055717 2.44E-05 3.101292

グループ内 401.4333 87 4.614176    

       

合計 512.4556 89         

 

表 8：case1の多重比較結果 

多重比較(Scheffe 法)  

  F 値 有意差あり

ランダムとカラー 10.53276 * 

カラーと提案 2.44175  

ランダムと提案 23.11716 * 

F(α=.05) 3.101292   

 

表 9：case2の分散分析結果 

分散分析表       

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値 F 境界値

グループ間 139.4889 2 69.74444 16.2863917 9.82E-07 3.101292

グループ内 372.5667 87 4.282375    

       

合計 512.0556 89         

 

 48



表 10：case2の多重比較結果 

多重比較(Scheffe 法)  

  F 値 有意差あり

ランダムとカラー 17.99624 * 

カラーと提案 1.404983  

ランダムと提案 29.45795 * 

F(α=.05) 3.101292   

 
 

表 11：case3の分散分析結果 

分散分析表       

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値 F 境界値

グループ間 110.6 2 55.3 11.40611664 3.99E-05 3.101292

グループ内 421.8 87 4.848276    

       

合計 532.4 89         

 

表 12：case3の多重比較結果 

多重比較(Scheffe 法)  

  F 値 有意差あり

ランダムとカラー 7.920341 * 

カラーと提案 3.743599 * 

ランダムと提案 22.55441 * 

F(α=.05) 3.101292   

 
 

表 13：case4の分散分析結果 

分散分析表       

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値 F 境界値

グループ間 11.35556 2 5.677778 0.848302708 0.431651 3.101292

グループ内 582.3 87 6.693103    

       

合計 593.6556 89         
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表 14：case5の分散分析結果 

分散分析表       

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値 F 境界値

グループ間 77.75556 2 38.87778 8.261765185 0.000519 3.101292

グループ内 409.4 87 4.705747    

       

合計 487.1556 89         

 

表 15：case6の多重比較結果 

多重比較(Scheffe 法)  

  F 値 有意差あり

ランダムとカラー 1.714216  

カラーと提案 7.172081 * 

ランダムと提案 15.899 * 

F(α=.05) 3.101292   

 
 

表 16：case6の分散分析結果 

分散分析表       

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値 F 境界値

グループ間 91.26667 2 45.63333 8.251558819 0.000523 3.101292

グループ内 481.1333 87 5.530268    

       

合計 572.4 89         

 

表 17：case6の多重比較結果 

多重比較(Scheffe 法)  

  F 値 有意差あり

ランダムとカラー 4.125779 * 

カラーと提案 4.125779 * 

ランダムと提案 16.50312 * 

F(α=.05) 3.101292   
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5.4 考察 

●ランダム手法とカラー手法の対比 
ランダム手法とカラー手法で有意差が出ていたのは，case1,2,3,6 の 4 つである．これら
いずれのケースでも，ランダム手法よりカラー手法のほうが対話数を軽減できていた．そ

して，これらのケースの特徴として挙げられるのが，case6を除き，色のバリエーションが
多いということである．このことから，色のバリエーションが多いシーンでは，カラー手

法が効果的に働いているということがわかった． 
また，色のバリエーションの少ない case6 でも有意差が出ていることから，たとえ色の
バリエーションが少なくても，場合によっては色情報からの認識が効果的に機能するとい

える． 
 
●カラー手法と提案手法の対比 
カラー手法と提案手法で有意差が出ていたのは，case3,5,6の 3つである．これらいずれ
のケースでも，カラー手法より提案手法のほうが対話数を軽減できていた．そして，これ

らのケースの特徴として挙げられるのが，自動で認識された物体数が多いということであ

る．このことから，自動で認識された物体数が多ければ，それだけ位置情報からの認識を

正確に行うことができていると考えられる． 
また，case5,6に関しては，色のバリエーションが少ないシーンであるため，カラー物体
認識では候補となる物体が多数検出されてしまう．そのため，カラー手法では対話数が増

加する傾向にあった．一方，提案手法では，そのような場合には，位置情報を聞き出すよ

うな対話が選ばれるため，そこにカラー手法との有意差が生まれたのではないかと考えら

れる．つまり，色という 1 つの情報だけを扱うのではなく，位置という他の情報も併せて
用いることが，利用者との対話数を軽減させる上で有効になっているといえる．このこと

から，配置されている物体に応じて質問を変えることが効果的であると察することができ

た． 
 
●ランダム手法と提案手法の対比 
ランダム手法と提案手法で有意差が出ていたのは，case1,2,3,5,6 の 5 つだった．これら
いずれのケースでも，ランダム手法より提案手法のほうが対話数を軽減できていた．この

ことから，ランダムに決め打ちで候補物体を提示していくような対話システムではなく，

何らかの情報に基づいて候補物体を提示していくような対話システムが有用であることが

わかる． 
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なお，case4においてどの対比でも有意差が出なかったことに関しては，色のバリエーシ
ョンと自動で認識された物体数が共に少ないことが原因であると考えられる．取得できた

物体の情報が少な過ぎるため，カラー手法でも提案手法でも色情報や位置情報からの認識

に失敗し，ランダム手法に切り替わるような状況が多く，結果としてどの手法でもランダ

ム手法のように振る舞ってしまっていたのではないかと考えられる．このことから，case4
のような環境でも有意差を出すためには，物体の色や位置以外の指標，つまり 2 章の調査
で得られた物体の形や大きさなどといった指標も取り入れることによって，ランダム手法

に切り替わってしまうような状況を極力避けるような対話システムを作成する必要がある

といえる． 
 
以上，実験の結果をまとめると， 
 
• 提案手法を用いることによって，多くのシーンで利用者との対話数を軽減させるこ

とができる．ただし，シーン内から得られる物体の情報が少ない場合に限っては，

提案手法を利用しても有意な差を得ることはできない． 
• 取得した物体の情報に応じて利用者への質問内容を変える，という提案手法の処理

がうまく機能していた．つまり，決まった物体情報を聞き出すような質問をするの

ではなく，シーン内の物体に応じた質問を行うことによって，効果的な結果をもた

らすことが可能になる． 
• 物体の色や位置からの認識だけでなく，その他の様々な表現からの認識も取り入れ

ることによって，より多くのシーンに対応できる頑健なシステムが期待できる． 
 
ということがわかった． 
 
今後，本システムを拡張させていき，人間の用いるより多くの表現に対応させていくこ

とで，さらに柔軟性のある対話物体認識システムを実現させることが望まれる．また，そ

の際に，シーン内に配置されている物体の特徴に応じて，どういった質問をするのが効果

的であるのかも検討していく必要がある．それによって，より少ない対話数での認識を期

待することができる． 
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第6章 結論 

本章では，論文のまとめと今後の課題について述べる． 

6.1 まとめ 

本論文では，利用者に頼まれたものを取ってくるロボットを想定した際に必要となる物

体認識の機能において，統計的学習による手法だけでは全ての物体を正確に認識できない

という問題に着目し，その解決策として利用者との対話を援用した認識方法を提案した．

目的のシステムを実現させるために，人間同士の会話実験を行うことで，人が物体をこと

ばでどのように表現しているのかを調べ，その分析結果に基づいた物体認識処理を作成し

た．その後，作成した処理を実際のロボットに実装し，音声認識やモーション再生などと

いった機能を加えることによって，利用者と対話を行いながら目的の物体を見つけ出す，

という一連の動作をこなすシステムを開発した．そして，実験によって，作成した物体認

識システムの有用性を示した． 

6.2 今後の課題 

今後の課題としては，提案した物体認識システムにおける対話物体認識部分の拡張や，

調査で収集した物体表現の体系化などが挙げられる．本研究では，色情報と位置情報から

の認識を試みた．しかし，調査からは，その他にも形や大きさや模様などといった様々な

表現が得られている．また，位置情報への対応もまだ不完全である．こういった本研究で

扱うことのなかった表現にも着手していき，より自由度の高い対話物体認識システムを作

ることが求められるといえる．また，人間の用いる物体表現とそれに対応する画像処理を

体系化することによって，状況に応じてどんな対話を行うのが最も効率的な認識に結びつ

くのかといった検討も必要となる． 
これらの課題に取り組むことで，より人間にとって使いやすい対話物体認識システムの

作成およびロボットシステムの開発を目指す． 
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