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研究成果の概要（和文）： 
本研究では人間とロボットが実世界で臨機応変に意味レベルのインタラクションを行う

技術の構築を目指し，人間の振る舞いや周囲環境の様子を認識・理解し，その情報をライ
フログやサイバースペース等から得られる膨大な知識情報と統合・解釈し，状況に即した
対話や支援などを直観的な形で人間に提供する機能の研究を行った．これらを統合した代
表的なシステムとして，日常環境中を自律的に動き回り，人々の興味を喚起する出来事を
発見，認識，理解し，インタビューなども行って，ニュースブログのような分かり易い形
にまとめて情報発信する“ジャーナリストロボット”を，世界で初めて提案し実現した． 

 
研究成果の概要（英文）： 
In this research, we focus on the development of the semantic interaction between the 
human and the robot in the real world according to circumstances. Our research 
consists of 1) the recognition of human behavior and environment, 2) the knowledge 
acquisition from large-scale information in the cyber space and the lilelog, and 3) the 
intuitive interaction and support for human according to circumstances. As the 
representative example by integrating those functions, we proposed and developed the 
world’s first “Journalist Robot” that explores the daily-life environment autonomously, 
finds and understands news-like events, and publishes them to the web by 
summarizing the events. 
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１．研究開始当初の背景 
情報システムの多機能化，高機能化によっ

てもたらされる複雑性を克服し，爆発する情
報量を有効に活用し，安心・快適な情報環境

を構築するには，人間と情報システムとの間
に存在する様々なレベルでのギャップを，ロ
ボットによる身体インタラクションを含め
たマルチモーダル・インタラクションによっ
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て解消することが必要である． 
 
２．研究の目的 
本研究では，人間とロボットが，実世界の

中で臨機応変に意味レベルのインタラクシ
ョンを達成することを目指す．すなわち，日
常生活や仕事場の環境の中で，人間が様々な
物を扱いつつ行動するとき，人間の振る舞い
や周囲環境の様子を認識・理解しつつ，その
情報をライフログやサイバースペース等か
ら得られる膨大な知識情報と統合・解釈し，
状況に即した手助け行動や対話など，直観的
かつ実効的な形で人間への知的支援を行う
機能の構築を目指す．これによって，実世界
事象と知識情報の双方向融合を実現するた
めの理論基盤を構築するとともに，爆発する
膨大な情報の蓄積を，極めて具体的かつ効果
的に人間生活に役立て，多様な場面で人間を
知的にサポートするロボットに向けた技術
を開発する． 

 
３．研究の方法 
 
本研究課題の研究項目を以下にあげる． 
 
(1) 基礎データとしての人間行動の計測と

情報構造解析ならびにコンテンツ化と
蓄積 

(2) 人間行動および環境中の物体・事象から
の意味情報抽出 

(3) 実世界意味情報と事前に蓄積された知
識情報との統合解釈 

(4) 統合解釈を実世界状況に反映するため
の意味レベル行動生成 

(5) 意味情報抽出，蓄積情報との統合解釈，
意味レベル行動生成を融合，一体化した
意味レベル相互作用の理論とシステム 

(6) 意味レベル相互作用を知的人間支援行
動として具現化するロボットシステム
や言語インタラクション 

 
本研究の全体構成と上記各課題の関係を

図 1に示した．研究期間の前半（H18～H19）
では，前述の課題のうち要素的部分である
(1)～(4)の研究を推進し，中盤（H20～H21）
ではそれらの高度化と共に意味レベル相互
作用（課題(5)），最終年度は統合化・システ

ム化（課題(6)）に取り組んだ．当初計画の
想定を超えた新たな知見と展開も得られ，こ
れに伴いさらに強力な成果を得るべく研究
を加速して行った． 
 
４．研究成果 
 
(1) 基礎データとしての人間行動の計測と
情報構造解析ならびにコンテンツ化と蓄積 
 

人間支援応用と人間行動モデル構築のた
めに重要な（マクロとミクロの）二つの側面
として，家庭内で家具や日用品を扱いながら
行う日常行動全体の計測技術・データ化と，
熟練作業技能の精密な計測・解析・モデル化
がある．前者に関して，複数 TV カメラによ
るマーカーレス実時間動作認識手法を高度
化して家具による隠ぺいや照明変化に影響
されない性能を達成し，開発した動作認識手
法と統合して日常生活における人間行動の
意味理解機能が達成した．また，後者に関し
ては，触覚センサと運動計測を統合したウェ
アラブルモーションキャプチャを独自開発
し，単なる運動ではなく身体と物体の接触を
統合して行動に意味づけを行う手法を構築
した．また，打撃等を含む高速な技能動作の
コツの解析も進めた． 
 
ロボットによる生活支援を行う際に有用

な情報である人体の姿勢を追跡する手法と
して，多視点動画像からのボクセルベース姿
勢推定に取り組んだ．人体は多リンクの複雑
な構造からなり，基本的に常に動いているた
め，多視点で撮影して得られるボクセルデー
タは時空間的に膨大な情報となる．複数の人
の行動を把握しようとすると，他の人や家具
などに重なることで頻繁に隠れてしまうた
め，グラフィカルモデルにもとづく高次時系
列フィルタリング，時空間ラベリングによる
マルチターゲット追跡を中核とした手法を
実装し対応した．このアプローチの初期プロ
セスにあたる人体形状復元では，背景差分に
よるシルエット抽出と視体積交差を用いる．
人のシルエット抽出にグラフカットアルゴ
リズムによるエネルギー最小化を用いるこ
とで，複雑背景に起因するシルエットの欠損
をおさえる，影の影響に対して頑健である，
人以外の動的な物体（ロボット等）が存在し
ても人領域のみを復元推定できるという特
長を得ることができた．さらにこの方法を拡
張し，カメラ隠蔽や背景変化等に脆弱である
問題に対処するため，背景差分によるシルエ
ット抽出に加えてカメラ画像間のステレオ
マッチングも考慮する三次元グラフカット
アルゴリズムを定式化した．その結果，特に
家具などによる隠蔽が発生する状況や照明
変化に対して優れた性能を発揮することを

図 1：セマンティック・ヒューマノイドインタラクシ
ョンの構造 
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確認した．図 2に複数カメラから得られた人
の姿勢推定結果を示す． 
 

さらに高速運動時に無視できなくなる身
体の内部自由度の運動を調べるために加速
度を面としてとらえ全体の特徴を求める「加
速度センサーアレイ」を開発し，和太鼓の打
撃においてプロ演奏者を含む熟練者と中級
者の打撃を，片腕に 12 個の 3 軸加速度セン
サを装着して測定を行った（図 3 参照）．打
撃後 200msの腕の表面の振動を主成分分析に
よって分析したところ，上腕において熟練者
の方が振動モードが多かった．これは，中級
者の腕が緊張している一方で熟練者では脱
力が起きていることが示唆された． 

 
(2)人間行動および環境中の物体・事象から
の意味情報抽出 
 
日々の生活の中で触れる実世界情報を常

時記録し，自動的に解析し活用する機能は，
ロボットの実世界進出に必要不可欠な技術
である．ロボット以外にも，高齢者の記憶支
援など幅広い産業応用上の成果を得ること
が期待される． 
その中核的技術として実世界画像中の事

物を単語と対応づける，画像アノテーショ
ン・リトリーバルがある．しかし任意の画像
を扱うのは極めて難しく，既存技術は精度・
速度の両面において難を抱える．本研究では，
高次局所自己相関特徴と確率的正準相関分
析の組み合わせにより，画像・単語間の概念
を効率よく学習することで，2007 年開発当時，
従来の世界最高精度の手法に比し，精度・速

度の両面で圧倒的な向上を実現した．  
この手法を基礎として，視覚情報から環境

中の事物を柔軟に認識・検索を行える AI ゴ
ーグルを提案した（図 4 参照）．カメラを備
えたゴーグルとタブレット型 PC からなるシ
ステムである．装着者の視界と同期したカメ
ラ画像を取得し，独自の超高速画像アノテー
ション手法によりリアルタイム処理し，その
結果を HMD (Head Mount Display) に出力す
る．同時に，この結果と取得画像を合わせて
視覚ログに随時保存する．また，検索の要求
があった場合，視覚ログから該当する画像を
選び，HMD へ出力する．これにより限定的な
計算資源においてもリアルタイムかつ高精
度に実世界シンボル化が行えることを示し
た．  
さらに，移動体に装備されたカメラ画像か

ら，通常の状態からの逸脱として定義される
異常の有無を判断し，異常領域を特定するこ
とに取り組んだ． 

 
(3)実世界意味情報と事前に蓄積された知識
情報との統合解釈 
 
汎用的な一般物体認識の実現のためには，

膨大な数の対象と画像のアピアランスを学
習する必要があり，人手によって学習過程を
管理することは難しい．このため，Web 上の
大量の画像を用い自律的に画像知識の獲得
を行う方法が近年検討されている．そこで，
Web からの完全自律的な画像知識獲得へ向
けた，高速画像アノテーション・リトリーバ
ル手法を提案した．本手法は，複数ラベルに
よる画像のコンテキストを用い，高速に学
習・認識を行うことが可能である．実験では，
270 万枚の Flickr 画像から学習を行い，本
手法の有効性を検証した．この膨大な情報か
らの自律的画像知識の獲得と柔軟な認識能
力の実現は，ジャーナリストロボットの実世
界記述機能やライフログの言語要約，視覚記
憶の言葉による検索などの将来の人間支援
につながるものである． 

図 2：複数カメラによる人の姿勢推定 
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(4)統合解釈を実世界状況に反映するための
意味レベル行動生成 
 
本課題は課題(6)に統合された．具体的に

は，統合ロボットシステムがニュース取材行
動として課題(2)の異常検出手法に基づいて
対象に接近する行動や，インタビューのため
に現場付近の人間を発見し接近し話しかけ
る行動など，状況に応じて行動生成する機能
として構築した． 
 
(5)意味情報抽出，蓄積情報との統合解釈，
意味レベル行動生成を融合，一体化した意味
レベル相互作用の理論とシステム 
 
ヒトやヒューマノイドロボットにおける

全身の身体動作を表現する際，関節数の分の
次元数をもつベクトルの時系列情報が必要
となり膨大な情報量となる．これを基本的な
動作の合成として表現することで，情報量の
圧縮が可能となる．従来手法では内挿による
合成が主なアプローチであったが，本研究で
は内挿・外挿の双方を対象とした，基本動作
の合成による新規動作の生成，および，未知
動作の基本動作への分解，を可能とするアル
ゴリズムの開発を行った．具体的には身体動
作を HMM で抽象化し，各動作の HMM 間の距離
をバタチャリア距離によって計測し，距離情
報を多次元尺度法によって処理することで
空間内の配置を決定する．この空間表現によ
り，ロボットが人間の動作提示に基づいて動
作を模倣学習する際に必要なパラメータ表
現が少なく済むようになった．この他にも，
人間の初心者が動作を習得する際に，ロボッ
トが必要となる動作の箇所を強調するとい
うアプリケーションの構築が可能となり，人
間とヒューマノイドロボットの双方にとっ
て，有効な身体動作表現となったことを確認
した． 
 
ヒューマノイドロボットとユーザが言語

インタラクション，および身体的物理インタ
ラクションを行う系の設計をスムースに評
価・設計するための支援ツールの構築を行っ
た．ユーザの日常生活活動を支援するための
ロボットの状況判断・行動計画システムを設
計・評価するためには，実機ロボットにおけ
るユーザとのインタラクションを大量に行
う必要があり，評価フェーズの負荷が高く 
なる．そこで，身体的物理シミュレーション
と社会的コミュニケーションのシミュレー
ションを統合可能な仮想環境を開発し，その
中にロボットを実装することで，効率的に人
間との共同作業を評価するシステムを実現
した．具体的には，図 5 に示すように，人間
とロボットが協調して料理を行うタスクを

対象とし，タスク遂行の所要時間を通じてロ
ボットの行動認識・行動計画モデルの妥当性
を評価した． 

 
(6)意味レベル相互作用を知的人間支援行動
として具現化するロボットシステムや言語
インタラクション 
 
インターネットの普及により，世界中で起

きている事象に対していつでもどこでも容
易にその情報を得ることが可能となったが，
自分の周りに生じている事象は，最も身近な
ことであるにも関わらず，情報を得るのが困
難であり見過ごされる場合が多い．そこで，
実世界で生じるイベントを自律的に発見し
ニュースブログのような分かり易い形にま
とめて情報発信するジャーナリストロボッ
トを提案し実現した．はじめに，実世界の事
物・行動の認識と大規模知識情報とを統合し
て知的対人インタラクションを生成する機
能の構築に向け，ジャーナリストロボットと
して共通プラットフォーム上でのシステム
化に取り組んだ（図 6 参照）．その上で，意
味レベルインタラクション機能として，実世
界を自律的に探索し，重要な意味を持つ異変
を画像認識と知識情報を統合して認識・解釈
し，インタビューも自律的に行い，それらの
結果を自然言語処理と統合してニュース記
事として生成，配信するシステムを構築した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5：人間とロボットとのインタラクションのシミュ
レータ 

図 6：ジャーナリストロボットシステム 
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