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コミュニケーションロボットのための指さしと指示語を用いた
3段階注意誘導モデル
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Three-Layered Draw-Attention Model for Communication Robots
with Pointing Gesture and Verbal Cues
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Norihiro Hagita∗1 and Yuichiro Anzai∗2

When we talk about objects in the environment, we indicate to an observer which object is currently under con-

sideration using pointing gesture and the reference terms such as“ this” and“ that”. These behaviors play an

important role in a natural interaction between us. It is because reference terms and pointing gesture can quickly

inform the observer of an indicated object location. In this research we propose the 3-layered draw-attention model

for communication robots with pointing gesture and verbal cues. The 3-layered model we propose consists of 3 sub-

models，Reference Term Model (RTM), Limit Distance Model (LDM) and Object Property Model (OPM). RTM is

the model that decide the appropriate reference term using functions that is constructed by an analysis of human

behavior. LDM is the model that decide whether or not the model use the object property with reference term.

OPM is the model to decide the appropriate property of the indicated object comparing object properties each other.

The 3-layered model was implemented as attention drawing system in the communication robot named, Robovie,

and was confirmed its effectiveness.
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1. 序 論

近年，ロボット関連の要素研究の進展により，人間型ロボット
や対話型ロボットの研究開発が進んでいる．このようなロボッ
トは，将来的に人間への物理的なサポートのみでなくコミュニ
ケーションを用いたサポートも行うことができる．例えば，ロ
ボットの身体を活用したコミュニケーションにより，コンピュー
タを使うのが苦手な人も容易に情報ネットワークにアクセスす
ることができる．
我々は，ロボットが人間似の身体を持つことの意味はコミュ
ニケーションにあると考える．擬人的な体を持つロボットは音
声のみならず豊富な非言語的情報をもたらし，人間同士が会話
するかのような自然で円滑な対話が可能になる [1] [2] [3] [4]．こ
のような身体動作と発話を用いたヒューマンロボットインタラ
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クションの中で，本研究では環境内の物体についての対話に着
目した．
日常生活において，人間同士の対話は視線や指さしに代表さ
れるジェスチャ，指示語などの発話を用いて環境内の物体を参
照しながら行われることが多い．人間とコミュニケーションす
る上で，ロボットがこのような環境内の物体に言及する際に必
要な対話行動を実装することは，人間とロボットのインタラク
ションを考える上で重要な課題であると考える．
環境内の物体に関する人間とロボットのインタラクションの
研究は以前から行われてきた [5] [6]．Scassellati らは，ロボッ
トに視線を追う動作や指さしの機能を実装することで，共同注
意と呼ばれる人間がコミュニケーションを行なう上で不可欠な
他者と注意を共有する機構をロボットに実装した [7]．また，今
井らは，実際に人間とインタラクションをする目的で作られた
ロボットに共同注意行動を実装している [8]．これらロボットは，
直示的な指さしジェスチャや「これ (この)」「それ (その)」「あ
れ (あの)」といった指示語を用いて，対話対象の注意を目的の
物体に誘導し，人間・ロボット間の円滑なコミュニケーションを
可能にしている．また，人間の指さしと指示語を用いてロボッ
トを操作する研究も行われている．水野らは，用いられた指示
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語から物体の存在する空間を限定するモデルを提案し，指さし
ジェスチャの方向検出と併用することで指示された物体の位置
を特定した [9]．
しかしながら，今井らの研究では，指示語とジェスチャは始
めから作り込まれているため，人間が物体を移動させるなどし
てその物体の位置が変化してしまった場合，ロボットが物体を
特定する指示語と指さしジェスチャをシステムが生成すること
ができなかった．
また，水野らの研究では指示語によって物体が存在する空間
を限定しているが，話し手と聞き手の距離といった要素が考慮
されておらず，話し手と聞き手の位置が変化する環境において
完全なモデルにはなっていない．また，このモデルでは環境内
に３つ以上の物体が存在する場合を扱うことができなかった．
このように，従来研究では人間が生活している空間のように
多数の物体が存在し，それらの位置関係が変化することがある
環境について考慮がなされていない．しかしながら，人間とロ
ボットのコミュニケーションを考える上で，ロボット・人間・物
体の位置関係に基づいて，任意の物体に対話相手の注意を誘導
する方法は，今後人間が生活する環境でロボットが活躍する上
で必要になってくると考える．
本研究では，上記問題を解決するため，人間が生活する環境
で活動するロボットのための 3 段階注意誘導モデルを提案する．
ロボットは提案するモデルに従い，指さしと発話を用いること
で対話相手の注意を目的の物体に誘導することができる．提案
する 3段階注意誘導モデルは，指示語決定モデル，限界距離モ
デル，属性決定モデルという 3つのサブモデルから成り立つ．指
示語決定モデルでは，注意を誘導する物体を示す適切な指示語
を決定する．限界距離モデルでは，指さしと指示語のみで物体
の特定ができるかどうかを判断する．属性決定モデルでは，特
定が困難な場合は指示する物体を特定するために必要な物体の
情報を選択する．これら 3つのサブモデルによって，提案する
注意誘導モデルは適切な発話内容を選択することができる．本
研究では，提案する注意誘導モデルをコミュニケーションロボッ
ト Robovie [10]とモーションキャプチャシステムを用いて実装
し，検証実験によってその有効性を検証した．

2. 環境内の物体に関する対話行動の分析

対話対象の注意を誘導する際，指さしと共に発話で与えられ
る情報は注意を誘導する物体が存在する位置によって変化する
と考えられる．例えば，自分に近い物体は「これ」という指示
語を用いるのに対し，相手に近い物体は「それ」という指示語
を用いる．また，発話で与えられる情報は物体が存在する環境
の複雑さによっても変化すると考えられる．相手の注意を誘導
する物体の側に他の物体がない場合は，単純に指示語を用いて
「これ」などと指示するのに対し，もし注意を誘導する物体の
側に複数の物体が存在する場合は，「この本」というように指示
語と物体の種類を用いて誘導する物体を特定すると考えられる．
さらに，注意を誘導する物体の側に同じ種類の物体が複数存在
する場合は，「この赤い本」というように指示語と物体の色，そ
して物体の種類などを用いて注意を誘導する物体を特定すると
考えられる．

Fig. 1 Analysis of human behavior

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 2 Direction of speaker and listener in analysis of human
behavior

我々はこのように，人間が指さしと発話を用いて環境内の物
体を参照する際，発話で与える情報を選択するためには以下の
３つの判断を行う必要があると考える．
（1）注意を誘導する物体を示す指示語の選択
（2）複数の物体が接近しているかどうかの判断
（3）注意を誘導する物体を特定するための情報の選択
そこで，上記の３つの判断について人間の対話行動を分析し，
注意誘導モデルを構築した．本章では，人間の対話行動の分析
について述べ，分析から得られた知見に基づき 3章で注意誘導
モデルを提案する．

2. 1 指示語を用いた対話行動の分析

人同士の対話において，話し手が聞き手の注意を目的の物体
に誘導するために用いる指示語をどのように選択しているのか
を分析する．そのために，話し手と聞き手と物体がそれぞれ単
体で存在する単純な環境下で実験を行った．実験においては，注
意の誘導が行われるとき，話し手や聞き手の向いている方向や
距離など，どのような空間的要素によって指示語が決定される
のかを調べた．

2. 1. 1 実験方法

実験概要 本実験では，注意を誘導する物体を指し示す指示語が
どのような空間的要素によって選択されるのかを調べる．具体
的には，話し手と聞き手と物体がそれぞれ単体で存在する単純
な環境において，話し手に聞き手に対して物体をとるよう指示
をしてもらう。指示する言葉は，「これとって」，「それとって」，
「あれとって」のどれかとし，被験者にはその状況に一番適する
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Fig. 3 A set of border points with an approximate curve
(UP: dSL = 2.0[m], MIDDLE: dSL = 1.0[m], DOWN:
dSL=0.5[m])

と考えられる言葉を選択してもらった．この際,話し手には,立
ち位置から動いてはいけないが,首や身体を捻って物体を見ても
良いと教示した. また、被験者には指さしジェスチャを使うよ
うにといった具体的な教示は行わなかった. 実験中は，試行毎
に物体の位置を変え，各物体の位置で使用された指示語からそ
れぞれの指示語が使い分けられる境界を調べた (以後，指示語
境界と呼ぶ)．実験の様子を Fig.1に示す．
被験者 実験では，20歳前後の大学生 20名（男性 10名，女性
10名）を被験者とした．被験者は，話し手と聞き手の 2人 1組
になり，合計 10 組で実験を行った．
実験条件 実験は，7つのセッションから構成される．各セッショ
ンでは，話し手と聞き手の距離，両者が向く方向を変化させた．
そして，セッション中は，試行毎に物体の位置を変化させ各位
置で使用された指示語を記録した．話し手と聞き手の距離に関
しては，0.5[m]，1.0[m]，2.0[m]の 3条件を用意し，また，話
し手と聞き手の身体が向いていた方向に関しては，Fig.2 に示
す 4条件を用意した．Fig.2に示される話し手と聞き手,それぞ
れの身体の向きが示す状態は以下の通りである.

(a) 話し手と聞き手が向き合っている状態

(b) 話し手が聞き手の方向を向いているが, 聞き手は違う方向
を向いている状態

(c) 話し手と聞き手が特定の領域の方向を向いている状態

(d) 話し手と聞き手が同じ方向を向いている状態

2. 1. 2 分析

分析方法 指示語対話の分析方法として，各物体の位置毎に使用

Fig. 4 A set of border points with an approximate curve
(1st:(a), 2nd:(b), 3rd:(c), 4th:(d))

された指示語を集計した。まず，物体の各位置における指示語
それぞれの使用率を計算し，指示語の使用率が 50%になる点を
求めた (後に指示語境界点と呼ぶ)．そして，それら指示語境界
点によって構成される指示語境界曲線を求めた．
分析結果 Fig.3と Fig.4に各条件における指示語境界点の位置
を示す．Fig.3は 2.0[m]～0.5[m]の距離別に指示語境界点をプ
ロットした図である．Fig.3 中，0.5[m] の条件においては，被
験者間の距離が近すぎるために，話し手と聞き手が正対した条
件 (Fig.2(a))での実験が困難であり、行わなかった．そのため，
0.5[m]の距離で行った実験の中で最も条件が近い，Fig.2(c) の
条件におけるプロット図を示した．また，Fig.4は距離 1.0[m]

時に Fig.2 の各条件における指示語境界点をプロットした図で
ある．これら指示語境界点によって構成される指示語の境界曲
線 (概形を Fig.5に示す)を求め，その境界を用いることで適切
な指示語の選択を行う．本研究では，これらの指示語境界点を
滑らかにつなぐ曲線を表すために楕円を元にした方程式を利用
した (曲線全てを楕円によって近似したわけではない)．その上
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Fig. 5 Reference Term Model

で，話し手と聞き手の距離や向く方向によって指示語境界がど
のように変化するのかを調べ，その変化を曲線の近似式に反映
した．Fig.3から，話し手と聞き手の間にある指示語境界は話し
手と聞き手の距離によって変化すると考えられる (Fig.3中の両
矢印参照)．話し手前方のこれ・それ境界曲線は，話し手と聞き
手の距離によってその大きさを変化させることから，話し手前
方と話し手後方の近似式を分け，話し手前方の短軸を話し手と
聞き手の距離に応じて変化させることで距離の変化に応じた指
示語境界の変化を表した．また，話し手と聞き手の間にあるそ
れ・あれ指示語境界に関してはその間の式を直線とすることで，
距離の変化に応じた指示語境界の変化に対応した．一方，Fig.4

から，聞き手の向きが Fig.4中縦方向に変化すると聞き手周辺
のそれ・あれ境界曲線が拡大するため (Fig.4中の矢印参照，矢
印の始点付近にある点線は条件 a)の時の指示語境界近似曲線を
表す)，聞き手後方の楕円近似曲線に聞き手の身体の向き θL に
応じたある一定の加算値を加えることで聞き手の向きによる指
示語境界の変化を表した．以上の考察より，指示語境界曲線式
を作成し，最小二乗法によって近似した結果，Fig.3，Fig.4 に
実線で示される指示語境界近似曲線を得た．これらの知見に基
づき，3章において指示語境界の近似式を示し，指示語決定モ
デルを提案する．

2. 2 物体が複数存在し，特定が困難になる場合の対話分析

物体が複数になり環境が複雑化してくると，指示語と指さし
のみでは物体の特定が困難になる場合がある．本研究では，物
体同士がある一定の距離より近付いた場合，指さしと指示語の
みでは特定の物体が判別できなくなると考え，物体同士が判別
できなくなる距離を限界距離 dLIM として定義した．限界距離
dLIM の定義を Fig.6に示す．Fig.6では，指さしの方向から角
度 θP の範囲に他の物体の端がかかった場合，人間は指示され
ている物体を判断できないものとする．すなわち， θP の範囲
に物体の中心から端までの距離 S を加えた距離を指さしで判断
がつかない限界距離 dLIM としている．Fig.6 中のパラメータ
θO1−O2 は,指さしベクトルと指示物体の中心を始点とし他の物
体の中心を終点とするベクトルのなす角度を表す.本研究では，
仮に物体の見た目の中心を物体上面部の円の中心とした．また，
本モデルで使う θP を次のように求めた．まず，5章の実験で用
いる円筒形の物体について，指示物体から一致の範囲内に他の
物体を置き，Robovie が指示物体を指さす．このとき，その指
さしジェスチャがどちらの物体を指しているか判別できるかを
１人の被験者に判断させた．この際，他の物体を置く範囲を 5

Fig. 6 Limit Distance Model
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Color: WHITE Color: BLACK
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Fig. 7 Object Property Model

°の範囲内，5～10°の範囲内，10～15°の範囲内というように
順番に 5°ずつ広げていき，どの範囲から識別できるかを問う
ことで指さしジェスチャの許容角 θP を 10°と設定した．
本節で定義した限界距離に基づき，3章において限界距離モ
デルを提案する．

2. 3 物体を特定する場合の対話分析

注意を誘導する物体の周りに他の物体が存在し判別ができな
い場合，人間は指示語に加えて物体の種類や色などの情報を発
話で与えることで物体の特定を可能にしていると考えられる．
本研究では，物体の種類や色などの情報を物体の” 属性” と定
義し，発話に付加される情報は，接近している物体同士の属性
を比較し，物体間で共通していない属性，又は共通していない
属性の組み合わせを選択することで決定されると考える．
物体の属性を選択する例を Fig.7に示す．Fig.7の環境におい
て，限界距離以内に 2種類のペン，PEN Aと PEN Bが存
在する. PEN Aには，3種類の属性 (属性 1：棒状，属性 2：
白，属性 3：小さい)があり，PEN Bには同じく属性 (属性 1：
棒状，属性 2：黒，属性 3：小さい) が存在する. この際，PEN

Aと PEN Bを識別できるのは，属性 2である白か黒である.

従って，Fig.7上の PEN Bを示したい場合は指示語に加えて
PEN BとPEN Aで異なる属性 2を用いれば良い. Fig.7 で
は，”That BLACK one”(あの黒いペン) と言うことによって
両者の判別を可能にしている. 本節の知見に基づき，3 章にお
いて属性決定モデルを提案する．
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Fig. 8 Flowchart of 3-layered Draw Attention Model

3. 実空間における注意誘導モデルの提案

本章では，2章において得られた知見に基づき 3段階注意誘
導モデルを提案する．本研究で提案する３段階注意誘導モデル
の構成図を Fig.8に示す. 提案する注意誘導モデルは，Fig.8に
示される３つのサブモデルを用いることで適切な発話内容を決
定し，指さしジェスチャと共に用いることで，複数の物体が存
在する環境においても対話対象の注意を目的の物体に誘導する
ことができる．各サブモデルの働きを以下に示す．
•指示語決定モデル：注意を誘導する物体を指す指示語を選
択する

•限界距離モデル：指示語と指さしジェスチャのみにより，注
意を誘導する物体の特定が可能かを判断する

•属性決定モデル：注意を誘導する物体を特定するための物
体の属性を決定する
注意誘導で用いられる発話内容は，３つのサブモデルにより

以下のようなステップを経て決定される．
（1）指示語決定モデルで物体を指す指示語を決定する
（2）限界距離モデルによって 1で決定された指示語と指さしジェ

スチャのみで物体の特定が出来るか判断する．
（3）(2) で物体の特定が不可能であると判断された場合は，物

体を特定する属性を選択する
（4）(1)(2)(3)で決定された指示語と必要な場合は，物体の属性

を付加した発話内容を出力する．
次節より，各サブモデルがどのように選択・判断を行うのか
を示す．

3. 1 指示語決定モデル

指示語決定モデルでは，対話対象の注意を誘導する物体を指
す適切な指示語の選択を行う．指示語の選択は，2 章で行った
指示語を用いた対話実験から得られた知見を元に指示語を使い
分ける境界曲線を求め，物体があれ・これ・それのどの領域に
属するかを距離によって判定することで行う．Fig.5 の境界曲
線の近似には楕円を用いた．楕円の極座標方程式は，以下の式
(1)で表される．

Fig. 9 Parameters of approximate curve fKS()

r = f(θ) =

√
a2b2

a2sin2θ + b2cos2θ
（1）

この時，rは楕円の中心から弧までの長さ，θは軸と原点と座
標を結ぶ線分のなす角度，aは短軸の長さ，bは長軸の長さを表
す．本研究では，Fig.5の指示語境界を近似する式を，楕円を元
にして最小二乗法を用いて求めた．次節に各指示語境界を表す
近似式を示す．

3. 1. 1 これ・それ境界曲線近似式

これ・それ境界の近似曲線は話し手の前方の楕円と後方の楕
円，合わせて２つの円弧から構成される．その曲線近似式は話
し手中心の座標系 (原点を O1 とする) の楕円の極座標方程式を
用いて式 (2)ように表される．

fKS(dSL, θSO) =



√
aSF

2bS
2

aSF
2sin2θSO+bS

2cos2θSO
(2-1)

(ただし，θSO ≤ 90)

√
aSB

2bS
2

aSB
2sin2θSO+bS

2cos2θSO
(2-2)

(ただし，θSO ≥ 90)

（2）

このとき，dSL は話し手と聞き手の距離，θSO は話し手から
見て聞き手と物体間の角度である．また，話し手前方の楕円の
短軸の長さを aSF と，話し手後方の楕円の短軸の長さを aSB，
両方程式に共通する長軸の長さを bS と定義した (Fig.9)．最小
二乗法を用いて近似した結果，aSF，aSB，bS は以下のように
なった．距離の単位は [m] である．





aSF = 0.50× dSL + 0.13

aSB = 1.0

bS = 1.3

尚，これらの式は話し手と聞き手の距離が 0.5[m]～2.0[m]の
間で計測した値に基づいて決定された式であるため，0.5[m] ≤
dSL ≤ 2.0[m]で有効である．
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3. 1. 2 それ・あれ境界曲線近似式
それ・あれ境界の近似曲線は話し手の後方の楕円，聞き手後
方の楕円，そして両楕円の長軸を結ぶ線分の 3つの式から構成
される．その曲線近似式は楕円の極座標方程式を用いて式 (3)

のように表される．

fSA(dSL, θSO, θLO) =



√
aSB

2bSB
2

aSB
2sin2θSO+bSB

2cos2θSO
(3-1)

(ただし， θSO ≥ 90, dSO ≤ dLO)

p
cos(θXO−α){

if dSO < dLO, θXO = θSO

if dSO > dLO, θXO = θLO

(3-2)

(ただし， θXO ≤ 90)

√
aLB

2bLB
2

aLB
2sin2θLO+bLB

2cos2θLO
+ cL × sinθL

(ただし， θLO ≥ 90, dSO ≥ dLO) (3-3)

（3）

式 (3)中,式 (3-1)は話し手後方の楕円を,式 (3-2)は話し手
後方の楕円と聞き手後方の楕円の長軸を結ぶ直線を,式 (3-3)は
聞き手後方の楕円を表す.簡略化のため,本式では２つの座標系
を用いており,式 (3-1)は話し手中心の座標系 (原点を O1 とす
る) によって, 式 (3-3) は聞き手中心の座標系 (原点を O2 とす
る) で表される.また，式 (3-2)はどちらの座標系でも表せるた
め, 双方の座標系による式を示す. これは, 本章最後の決定規則
を見ると分かるようにどちらの座標系の式も用いるためである.

式 3中の変数，θLO は，話し手から見て聞き手と物体間の角
度であり，dSL，θSO はこれ・それ境界曲線近似式と同様であ
る．また，話し手後方の楕円の短軸の長さを aSB，長軸の長さ
を bSB と，聞き手後方の楕円の短軸の長さを aLB，長軸の長さ
bLB と定義した (Fig.10)．式 (3-2)は極座標における直線の方
程式であり, α は原点から直線に向かって垂直に引いた直線の
なす角度, p はその直線の長さである. また，聞き手後方の楕
円は聞き手の向きによって大きさが変化するため，cL × sinθL

を加算している．このとき，cL は加算の最大値，θL は聞き手
の身体の向きを表す．最小二乗法を用いて近似した結果，aSB，
bSB，aLB，bLB , cL は以下のようになった．





aSB = 1.25

bSB = 2.0

aLB = 0.13× dSL + 1.0

bLB = 0.13× dSL + 1.63

cL = 0.38

また，直線のパラメータ α，p は dSL, bSB , bLB を用いて以
下のように求めることができる．

if speaker′s cordinate,



α = arccos(
bSB−bLB√

dSL
2+(bSB−bLB)2

)

p =
bSB×dSL√

dSL
2+(bSB−bLB)2

（4）

Fig. 10 Parameters of approximate curve fSA()

if listener′s cordinate,



α = arccos(
bLB−bSB√

dSL
2+(bLB−bSB)2

)

p =
bLB×dSL√

dSL
2+(bLB−bSB)2

（5）

式 (4)(5)は，共に同一の直線を表すパラメータであるが，話し
手中心の座標系か聞き手中心の座標系かで表現が異なる．尚，これ
らの式は話し手と聞き手の距離が 0.5[m]～2.0[m]の間で計測した
値に基づいて決定された式であるため，0.5[m] ≤ dSL ≤ 2.0[m]

の範囲で有効である．
3. 1. 3 指示語の決定基準
指示語決定モデルにおける指示語決定は，上記で定義した式

(2)と式 (3)を用いて，以下のように行われる．
•物体が聞き手よりも話し手に近い時，

*dSO ≤ fKS(dSL, θSO)ならば，「これ」
*dSO ≤ fSA(dSL, θSO, θLO)ならば，「それ」
*dSO ≥ fSA(dSL, θLO, θSO) ならば，「あれ」

•物体が話し手よりも聞き手に近い時，
*dLO ≤ fSA(dSL, θSO, θLO)ならば，「それ」
*dLO ≥ fSA(dSL, θSO, θLO)ならば，「あれ」

3. 2 限界距離モデル

限界距離モデルでは，指さしと指示語決定モデルで決定した
指示語の２つのみを用いて，対話相手の注意を目的の物体に誘
導できるかどうかを判断する．誘導ができるか否かの判断は，前
章で定義した限界距離 dLIM によって行う．限界距離モデルは，
目的の物体の限界距離以内に他の物体が存在する場合は，指さ
しと指示語の２つのみでは，目的の物体に注意を誘導すること
ができないと判断する．Fig.6の限界距離 dLIM は以下の式 (6)

を用いて表すことができる．

dLIM = f(S, L, θP ) =
tanθP × L

sinθO1−02 − tanθP cosθO1−O2
+ S

......（6）

dを注意を誘導する物体の中心と他の物体の中心の距離とす
ると，限界距離モデルでは式 (6)を用いて以下の判断を行う．
• d ≥ f(S, L, θP )ならば，指示語のみを用いる
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Fig. 11 Robovie

• d < f(S, L, θP ) ならば，指示語に加えて物体の属性を用
いる

3. 3 属性決定モデル

属性決定モデルでは，限界距離モデルで指示語と指さしジェ
スチャを用いて注意を誘導する物体の特定が不可能であると判
断された場合，物体を特定することができる物体の属性を決定
する．属性決定モデルは，前章にて分析したように注意を誘導
する物体の限界距離以内に存在する物体と注意を誘導する物体
の間で共通していない物体の属性を選択することで，目的の物
体を特定する．

4. 3段階注意誘導モデルの実装

4. 1 ハードウェア構成

システムは，コミュニケーションロボットRobovie [10]とモー
ションキャプチャシステム†を用いて実装した． コミュニケー
ションロボット Robovieを Fig.11に示す．Robovieは，人間
とコミュニケーションするために人間に類似した上半身を持つ．
Robovieの高さは 1.2[m]，半径は 0.5[m]であり，頭部（3DOF），
両目 (注視制御用，2*2DOF)，腕部（4*2DOF）を持つ．頭部
にはスピーカがあり，これによって発話を行う．また，手先に
は指さし機構 (Fig.12)が取り付けられており，人差し指のよう
に指一本で物体を指し示すことができるようになっている．こ
の機構と 4 自由度の腕 (肩から肘まで 30[cm],肘から手先まで
30[cm],腕の幅 8[cm] (ただし，肩や肘の間接部はさらに太い))

を共に用いることで人間の指さしとほぼ同等のジェスチャを行
うことができる．
モーションキャプチャシステム (Fig.13)は，赤外線反射式の
マーカを対象に付けることでそのマーカの三次元座標を実時間
(60Hz) で取得する．Robovieとモーションキャプチャシステム
は 100Mbpsの Ethernetで接続されており，システムは実時間
で Robovieと対話対象，そして複数の物体につけたマーカの三
次元座標を取得することができる．システムはモーションキャ
プチャシステムから得られた座標情報と Fig.5の指示語決定モ
デル，そして Fig.6の限界距離モデルを用いて指示語と限界距
離を算出する．

†http://www.crescentvideo.co.jp/vicon/

Fig. 12 FingerModule

Fig. 13 Motion Capturing System

Fig. 14 System Configuration

4. 2 システム構成

Fig.14にシステムの構成を示す．システムでは，注意誘導モ
デルの３つのサブモデルの処理を行う Reference Term Mod-

ule(RTM)・Limit Distance Module(LDM)・Object Property

Module(OPM)の出力を Integration Module(IM)で統合し発
話内容を選択する. そして，選択した発話内容と物体の存在す
る角度情報をActuator Module(AM) に入力することによって
発話と指さしジェスチャを行なう．次節に，各モジュールの働
きを説明する．

4. 2. 1 Reference Term Module(RTM)

RTM では，指示語決定モデルに基づいて環境内にある物体
を指す指示語を決定する．モジュールは，モーションキャプチャ
システムから話し手と聞き手，そして環境内に存在する物体の

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号 —7— 200x 年 xx 月
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位置座標を入力として，以下の結果を LDMと IMに出力する．
•指示語決定モデルに基づいて決定した，環境内に存在する
各物体を指す指示語

•指示語境界に存在し他の指示語で認識される可能性のある
全ての物体の ID

4. 2. 2 Limit Distance Module(LDM)

LDMでは，指示語と指さしのみで注意を誘導できるかを限界
距離モデルに基づいて判断する．モジュールは，RTMからの入
力を元に，注意を誘導する物体と同じ指示語を適用されている
物体で，限界距離 dLIM 以内に存在する物体があるかどうかを
調べる．同時に物体を指す指示語境界に存在する物体が dLIM

以内に存在するかどうかも調べる．dLIM 内に他の物体が存在
するかどうかによって，以下の出力を行う．
•他の物体が dLIM 以内に存在しない場合：指示語と指さし
ジェスチャのみで物体の特定が可能であることを意味する
シグナル possible を OPMと IMに出力する

•他の物体が dLIM 以内に存在する場合：指示語と指さしジェ
スチャのみで物体の特定ができないことを意味するシグナ
ル impossible と dLIM 内に存在する物体の IDをOPMに
出力する

4. 2. 3 Object Property Module(OPM)

OPMでは，LDMで指示語と指さしジェスチャのみでは注意
を誘導する物体を特定できないと判断された場合，物体を特定
する物体の属性を選択する．今回実験用に実装したシステムで
は，環境内の物体の数が 5つと比較的少数だったので，物体の
属性として色のみを用いた．モジュールは，LDM からの入力
によって以下の２つのいずれかの出力を IMに対して行う．
•指示語と指さしジェスチャのみで特定できる場合：
null シグナルを IMに出力する

•指示語と指さしジェスチャのみでは特定できない場合：
送られてきた dLIM 内にある物体の色と注意を誘導する物
体の色を比較する．

–色が異なる場合：注意を誘導する物体の色を示すシグ
ナルを IMに出力する

–色が同じ場合：null シグナルを IMに出力する

4. 2. 4 Integration Module(IM)

IMでは，RTM, LDM, OPM からの入力に基づき，注意を
誘導する物体を示す発話内容の選択を行う．選択の詳細を以下
に示す．
（1）LDMからのシグナルが possible の場合：

RTM で決定された指示語を言語データベースから取り出
し，Actuator Module(AM)に出力

（2）LDMからの出力が impossible の場合：
•OPMからの出力が物体の属性であった場合：

RTM で決定された指示語と OPMで決定された属性
を組み合わせた発話内容を言語データベースから取り
出し，AMに出力

•OPMからの出力が null であった場合：
上記発話内容以外でシステムが default としてもつ各
物体を一意に示す発話内容を言語データベースから取
り出し，AMに出力

実装したシステムでは，比較実験を行うために指示語と物体
の属性の組み合わせ以外にも物体を一意に示す発話内容を言語
データベースに保持している．物体を一意に示す発話内容とし
て，本研究では物体に記号 (平仮名，英数など) を書いたラベ
ルを添付し，そのラベルを用いることによって各物体の識別を
可能にした．Robovieは，例えば「Aの箱」と発話することに
よって物体を一意に示すことができる．

4. 2. 5 Actuator Module(AM)

AM では，IM からの入力に基づき，指さしジェスチャと発
話を行なう．発話には人間の声を変調したものを用い，音声は
Robovie頭部のスピーカから出力される．また，本研究では指
さしジェスチャとして肩から手先までをまっすぐ伸ばして対象
を指さす行動を用いた．システムは，指示物体に近い方の腕を
用い，Robovieの肩と指示物体を結ぶ直線上に指先を一定の時
間で移動させることで指さしジェスチャを実現する．また，物体
を限定する際に視線が担う役割は大きく，Robovie が頭部を動
かすと，物体の限定が視線方向により限定されるのか，指さし
ジェスチャにより限定されるのか判断がつかないと考えられる．
本研究ではこのような視線の影響を除外するために，Robovie

の視線方向を Robovie正面に固定した．最後に，指さしジェス
チャと発話のタイミングに関しては，2章の実験記録を検討し
た結果，被験者の多くが物体を指さした後に指示語を用いてい
たため，Robovieが指示物体を指さしてから発話を行うように
実装した．

5. 3段階注意誘導モデルの検証

上記システムの有効性を検証するために，指示語決定モデル
の検証実験，限界距離モデルの検証実験，注意誘導モデルの検
証実験を行った．各実験では，注意誘導システムの一部または
全ての機能を使用した．

5. 1 指示語決定モデルの検証

5. 1. 1 仮説

本実験では，以下の仮説を検証する．

仮説 指示語決定モデルによって決定される指示語をロボットが
発話した場合，聞き手がその指示語を受け入れられる

5. 1. 2 実験方法

実験概要 本実験では，指示語決定モデルの有効性を調べるため
に評価実験を行った。実験では，物体 1つを動かしてRobovieに
一定時間ごとに指示語を発話させ，各発話毎に被験者に発話され
た指示語に対する印象を評価してもらった．実験には (A)(B)(C)

の 3つのセッションがあり，セッション (A)では，話し手に近
い場所から聞き手に近い場所に物体が移動する際の指示語の選
択の妥当性を，セッション (B)では話し手に近い場所から，話
し手から遠い場所に物体が移動する際の指示語の選択の妥当性
を，セッション (C)では聞き手に近い場所から，聞き手から遠
い場所に物体が移動する際の指示語の選択の妥当性をそれぞれ
検証した．また，話し手と聞き手の距離を２章の実験で用いた
距離の中間値である 1.5[m]にすることで距離による指示語境界
の変化の妥当性を，またセッション (A)において Fig.2(d)の条
件 (お互いが同じ方向を向いている状態)でも実験を行うことに
より方向による指示語境界の変化の妥当性を検証した．
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Fig. 15 Directions an object moved in experiment to verify
RTM effectiveness

Table 1 Questionnaire data in experiments in each direction

Average rate

Evaluation A B C A’ Total

Very acceptable 79.4% 79.5% 74.7% 94.6% 82.0%

Acceptable 15.0% 19.9% 16.0 % 5.4% 14.0%

Unacceptable 5.6% 0.7% 9.3% 0.0% 4.0%

被験者 実験では，20歳前後の大学生男女 13名を被験者とした．
実験手順 実験は，Robovie と被験者と物体が単体で存在する
環境で行った．実験環境を Fig.15 に示す．実験では，被験者
は Robovie から 1.5[m] 離れた場所に Robovie に正対するよ
うに立ってもらった．実験は，3つのセッションから構成され，
Fig.15の STARTの位置から ENDの位置までセッション (A)

では物体を方向 (A) に，セッション (B) は方向 (B) に，セッ
ション (C) では方向 (C) に実験者が引っ張ることで動かした．
また,セッション (A)に関しては,被験者が同じ方向を向いてい
る条件 (Fig.2(d)) においても同様の試行を行った (今後,A’ と
する). 物体の初期位置はそれぞれ Robovie，もしくは被験者か
ら 50[cm]離れた場所とし，Robovieは一定時間 (3 秒)毎に物
体の位置に応じた指示語を発話する．被験者には，指示語が発
話される度に指示語に対する評価を手持ちの記入用紙に書き込
んでもらった．各セッションにおける発話回数は 15回前後であ
る (物体を手動で動かしているので移動時間に若干の差があり，
結果として発話回数に 1,2回の誤差が生じた).

評価方法 被験者は，発話された指示語に対する印象を以下の 3

段階で評価した．

◯: 問題ない

△: 若干の違和感があるが，受け入れられる

×: 受け入れられない

5. 1. 3 実験結果

Robovieが発話した指示語に対する被験者の評価の集計結果
をTable1に示す．Table1より，問題ないと答えた回答と受け入
れられると答えた回答が全回答の中の 95%以上を占めた．従っ
て，指示語決定モデルを用いて決定した指示語をロボットが発
話した場合，聞き手が受け入れられることが示せた．つまり，仮
説が検証された．

5. 1. 4 考察

Table1より，若干の違和感があるが受け入れられると答えた
回答が 14.07%存在する。この回答がなされた物体の位置を調
べたところ，回答の多くが指示語境界付近でなされていること

がわかった．このような現象が生じた理由として物体を移動さ
せながら指示語を発話するという実験条件の影響と，被験者間
による指示語境界の個人差が考えられる．前者は，通常の指示
の際には生じないため問題ないが，後者は考慮すべきであると
考える．３章の人間の行動分析からも分かるように指示語境界
の周辺には，対話相手によって認識が変化する区域が存在する
と考えられる．指示語境界の周辺の物体は認識率が低下すると
考えられるため，他の手段で認識率を高める必要がある．個人
差による指示語境界付近の認識率の低下を考慮にいれた注意誘
導モデルの改善は今後の課題となる．

5. 2 限界距離モデルの検証

5. 2. 1 仮説

本実験では以下の仮説を検証する．

仮説 限界距離モデルで保証されない領域に存在する物体の認識
率が低下する．

5. 2. 2 実験方法

実験概要 本実験では，限界距離モデルの有効性を検証した。具
体的には， Robovie と被験者そして物体が 2 つ存在する環境
で，Robovie が指示語決定モデルを用いて選択した指示語と指
さしを用いて 2つの物体のうち 1 つを指示する．この時，限界
距離以内と限界距離以外で被験者の正当率に変化がでるかどう
かを調べる．
被験者 実験では，大学生の男女 10名を被験者とした．
実験手順 実験環境を Fig.16に示す．実験では，まず被験者に
Robovieから 1.0[m]離れてRobovieと同じ方向を向いて立って
もらった．実験は，2つのセッションに分かれており，まず，セッ
ション 1 では Robovie から Fig.16 中で縦 1.0[m]，横 50[cm]

の位置に Object1を置き，試行毎に Object2を Fig16中で横
方向に 30[cm] ずつ動かした．Robovie は各試行毎に指示語と
指さしを用いて Object1 か Object2 のどちらかを示す (試行
中，Object1 を示すか，Object2を示すかは毎回乱数表を用い
て決定した．)．被験者にはこの時，どちらの Objectを指示さ
れたか判断してもらい，手持ちの回答用紙に番号を書き込んで
もらった．また、どうしてもロボットが指さした物体がどちら
か分からない場合は分からないと答えてもらった．横方向の試
行が終了すると次に，同様の手順を Object2を Fig.16中で縦
方向に 30[cm]ずつ移動させ繰り返した．また，セッション 2で
も Object1 の位置を Fig.16 中で縦 2.0[m], 横 50[cm] にして，
セッション 1と同様の手順を繰り返した．
評価方法 評価は，各試行における物体の認識率を用いて行う．
限界距離モデルが保証する範囲内の認識率とモデルが保証する
範囲外での認識率の比較することによって本実験の仮説を確か
める．

5. 2. 3 実験結果

Table2 に各セッションにおける距離毎の認識率を示す．ま
た，Table3 に LDM の範囲内，範囲外別の物体の認識率を示
す．Table2より，物体間の距離が離れるにしたがって，物体の
認識率が上昇する現象が確認された．また，Table3より，モデ
ルの保証する範囲外では物体の認識率が低下することが確認で
きた．つまり，仮説が検証された．

日本ロボット学会誌 xx 巻 xx 号 —9— 200x 年 xx 月



10 杉 山 治 神 田 崇 行 今 井 倫 太 石 黒 浩 萩 田 紀 博 安 西 祐一郎

Fig. 16 Position of two objects in experiment to verify LDM
effectiveness

Table 2 Questionnaire data in experiments in each sessions

Horizontal Vertical

distance 30[cm] 60[cm] 90[cm] 30[cm] 60[cm] 90[cm]

Session1 63.6% 81.8% 100.0% 90.9% 72.73% 90.9%

Session2 72.7% 72.7% 81.8% 18.2% 36.4% 54.5%

Table 3 Questionnaire data in experiments to verify LDM ef-
fectiveness

Area Recognition Rate

Area Certified by LDM 83.3%

Area Not certified by LDM 56.6%

5. 2. 4 考察

Table3より，限界距離モデルの保証する範囲外では物体の認
識率が低下することは示せたが，モデルの保証する範囲の認識
率も 80%程度にとどまり，モデルが保証する範囲においても指
示語と指さしを用いて注意の誘導が行えない場合が存在する．
この原因としては各被験者によって限界距離モデルの定義式中
の θP が異なるということが考えられる．より確実に相手の注
意を目的の物体に誘導したい場合などは，例え限界距離モデル
の保証する範囲においても物体の属性を用いるといった確実性
の要求によってアルゴリズムを変化させる必要があると考える．
また，セッション 1の縦方向の検証では認識率の変化があまり
見られなかった．従って，近距離の場合には限界距離をより短
くするようなモデルも検討できると考える．

5. 3 3段階注意誘導モデルの検証

5. 3. 1 仮説

本実験では注意誘導システムの有効性を検証するために 3つ
の仮説を検証する．

仮説１ 注意誘導システムによって，目的の物体に聞き手の注意
を正確に誘導できる

仮説２ 指示語を用いることで，素早く目的の物体の位置を伝達
できる

仮説３ 指示語を用いることで，人間同士が行うような自然なイ
ンタラクションになる

Fig. 17 Experiments to verify system effectiveness

5. 3. 2 実験方法

実験概要 本実験では，注意誘導システムの有効性を検証する．
具体的にはRobovieが環境内に存在する 5つの物体のいずれか
を指さしと発話を用いて示す．システムが決定する指示語を含む
発話内容と比較するために，物体を一意に決定する発話内容と
して，本研究では記号を用いた．指示語を含む対話と記号を用い
た対話を比較することでシステムの有効性を検証する (Fig.17).

尚,本実験でシステムが用いる指示語は「これ」「それ」「あれ」
の３つのみであり, システムは必要に応じて色情報を発話に加
えることで，例えば「白いそれ」のように発話し，目的の物体
を限定する. システムがそれぞれの物体を呼ぶときに用いた発
話内容を Fig.18に示す.

被験者 実験では大学生の男女 21名を被験者とした．
実験手順本実験の実験環境をFig.18に示す．実験では，Robovie

が Fig.18 中の 5 つの物体全てを順番に指さしと言葉を用いて
指さす．被験者には，試行毎に指示されたと思われる物体を指
を指すことで回答してもらった．実験は，2つのセッションで構
成される．各セッションで用いられる言葉は以下の通りである．

セッション 1 注意誘導システムで決定された指示語を含む発話

セッション 2 物体に書かれている記号

Fig.18中，物体 3,4は限界距離以内に存在し，システムは色
情報を用いて物体の特定を行う．また，セッション 2に関して
は，同じ系統の記号を繰り返し発話すると位置を覚えられてし
まうため，1～5，ア～オ，A～Eの 3系統を用意した．そして，
試行毎に違う系統に切り替えて発話させた．試行毎に指示する
物体は乱数で決定した．
評価方法 実験の評価は各試行でロボットが指示した物体と被験
者が答えた物体が一致したかどうかを集計した正答率と実験後
のアンケートの回答において行った．アンケートの質問項目は
以下のようになる．
指示語を用いた場合と記号を用いた場合，
（1）どちらが素早く判断できたか
（2）どちらが正確に判断できたか
（3）どちらが人間同士が行う自然な会話だと思ったか
回答は，（指示語・記号・どちらともいえない）から 1つを選
択する形式であり，その理由も回答してもらった．

JRSJ Vol. xx No. xx —10— xx, 200x
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Fig. 18 Experimental environment to verify system effective-
ness

Table 4 Recognition rate of the indicated object in experiments
to verify system effectiveness

Utterance Recognition Rate

Verbal cues with reference term 93.3%

Verbal cues with characters 92.4%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

quickness accuracy naturalness

reference term

character

no preference

reference term > character
p<0.05 

reference term < character 
p<0.01

Fig. 19 Questionnaire data in experiments to verify system ef-
fectiveness

5. 3. 3 実験結果

実験結果を Table4に示す．
Fig.19の集計結果を χ２乗検定で分析したところ，質問項目

1（χ2
(2) = 14.000, p < 0.01）と質問項目 2(χ2

(2) = 30.853, p <

0.01)で有意差が見られた．更にライアンの名義水準による多重
比較を行ったところ，判断の速さの項目では，指示語と答えた回
答が有意に多く（臨界比 2.29, p < 0.05），判断の正確さの項目で
は，記号と答えた回答が有意に多かった (臨界比 3.80, p < 0.01)．
仮説 1の検証 Table4から，指示語を用いた場合も記号を用い
た場合も同様に被験者の注意を 90%以上の確率で目的の物体に
誘導できることが確認できた．したがって，注意誘導システム
によって，目的の物体に聞き手の注意を正確に誘導できること

が示せた．
仮説 2の検証 実験結果より，判断の早さの項目で，指示語を用
いた対話を選んだ回答が有意に多かった．この結果より，指示
語を用いることで素早く物体の位置を伝達できることが示せた．
仮説 3 の検証 実験結果より，会話の自然さの項目では，指示
語と答えた回答が他の項目の 2倍存在したが，有意な差は出な
かった．

5. 3. 4 考察

正答率の検証において，簡単な実験環境における実験にも関
わらず，被験者が指示された物体を間違えるケースが存在し，実
験中間違えたほとんどの被験者が Fig.18 中の No.5 の Object

と No.2の Objectを間違えることが確認された．本研究では，
Robovieの指さしジェスチャを，肩と物体を結ぶ直線上にロボッ
トの指先を移動させることで実現している．
しかしながら，人間が手の届かない範囲 (Walking distance)

を指さす時，その指さしベクトルの終点を指先であると仮定す
ると，その始点は肩や頭部に存在せず，そ肩頭部の間の空間中
に存在することが田中ら [11] によって確認されている．本実験
で観察された誤回答は，ロボットの腕制御におけるベクトルの
始点のずれから生じたものであると考える．
また，この結果から人間がロボットの指さし方向を認識すると
き，相手が人間である時と同様の認識をすることが確認できた．
仮説２の検証では，アンケート結果で判断の早さと答えた回
答が有意に多かった．本実験では，Robovieが発話を開始して
から被験者が最後に指示された物体を答えるまでの回答時間も
ストップウォッチを用いて計測したが，実際に回答した早さでは
差が生じなかった．この理由としては，比較対象として設定し
た記号が明確な指標であったという理由が考えられる．実際の
生活空間においては，物体を一意に特定する言葉はより複雑な
表現を用いなければならない．そのような条件においては，実
際の回答の早さにおいても差が生じると考える．
最後に，仮説３の会話の自然さについての検証では，有意な
差を確認することは出来なかった．
本研究で提案するモデルは，仮説２の検証から，肩から指先
までをまっすぐに伸ばして指さす明示的な指さしとこれ・それ・
あれのいずれかの指示語を用いて，素早く対話相手の注意を目
的の物体に誘導することができる．また，仮説１の検証から物
体が複数存在する環境においても物体の色情報などの物体属性
を発話ないように加えることにより，物体を特定することがで
きる．これらのことから本モデルはロボットが目的の物体に対
話相手の注意を誘導するという目的においては十分なモデルで
あると考えられる．しかし，一方で複数の物体が存在する時に
どのような物体位置表現が一番自然であるかについては未だ検
討するべき事項があると考えられる．例えば，ランドマークから
前後左右を用いて物体の位置を表現する相対的な物体位置表現
を用いたり，指さしでも指先を対象物体の方向に動かすといった
より複雑な表現についても今後検討していく必要があるだろう．

6. 結 論

本研究では,人間とロボット間のインタラクションを円滑にす
るために複数の物体が存在する環境で対話相手の注意を目的の
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物体に誘導する３段階注意誘導モデルを提案した。本研究が提
案する注意誘導はロボット・人間・物体の位置関係から指示語
の決定，物体同士が接近しているかどうかの判断，適切な発話
内容の選択という３段階の処理を行うことによって対話対象の
注意を目的の物体に誘導する. 提案した注意誘導モデルを元に
コミュニケーションロボット Robovieに注意誘導モデルを実装
した. また,実装したシステムの検証実験により,以下のことを
示した.

（1）複数の物体が存在する環境においてシステムを用いて対話
相手の注意を目的の物体に誘導できること

（2）指示語を用いることで,素早く注意の誘導が行えること
謝辞 本研究は，総務省の研究委託により実施したものです．
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