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Abstract: This paper report activities of our research group of the real-world information system project.
Our research group is intended to develop researches in area of centering on human information processing
of audiovisual and other information. We have developed anthropomorphic spoken dialog agent “Galatea”
and sensing system which detects visual and acoustic changes of the real world environment. On that
basis, the our research group pursues construction of an intelligent agent interacting with a human in a
new way to realize such a system, being aware of developing real-world informatics. In this paper, we
present and discuss about system concept derived from combination of our technologies.

1.

はじめに

した情報処理をカバーするものである．人間と共生する
情報システムを豊かに発展させていくためには，各分野

我々の研究グループでは，実世界環境における音声対

の発展とともに，分野を横断する技術の融合も必要では

話擬人化エージェントの実現に向けた，様々な要素技術

ないか，という着想のもとで，研究グループ内の研究成

の改良と統合に向けた取り組みを進めている．

果を元に，優れた要素技術の融合によって実世界型の情

その基本となる要素技術として，我々が様々な研究

報システムの一つの方向性を示すプロジェクトを進めて

機関と共同して開発した擬人化音声対話エージェント

いる．もちろん，上に挙げた分野の全てを網羅すること

「Galatea ツールキット」(嵯峨山, 2003)(嵯峨山・西本・

は容易ではないが，このような方向性の一つの取り組み

中沢, 2004) や，視聴覚情報を扱うためのセンシング技術

として，実世界空間で有効に機能する様々なセンシング

がある．音声対話エージェントは，人間が音声によって

技術によってサポートされた対話エージェントによって，

コンピュータと対話できる環境を提供できるように，音

人間と機械との対話をより豊かなものにできないか，と

声認識・合成と画像合成およびそれらを統合する各コン

いう活動について報告したい．

ポーネントによって構成されたツールキットであり，多
様なニーズを満たすべく，カスタマイズ性を考慮した柔
軟な設計を目指して開発されたものである．
このような音声技術を利用した対話システムは，究極
的には人間と共生する機械や情報システムを実現する
という，ロボティクスや VR などの分野にも渡る大きな
テーマおいて，構成要素の一つであるといえる．近年の
人間型のロボットの発展には目を見張るものがあり，複
雑な動きや二足歩行などを実現するなど，身体運動能力
は飛躍的に高まっている．これらの成果は人間の筋肉や
それらを制御する小脳といった器官に相当すると考える
ことができる．とするならば，概して大脳に相当する部
分では，様々な感覚を扱う神経系や，言語能力や理解な
どの高度な活動の場として考えることができる．このよ
うな大脳に相当する部分の情報処理では，古くから関心
が持たれており，センサ，パタン認識，音声言語，学習
や推論機構など，実に幅広い分野に渡って研究が行われ
てきた．
これらの分野は，我々が活動する実世界環境を対象と

2.

Galatea ツールキット

Galatea ツールキットとは，音声対話技術を活用した
情報処理技術のさらなる高度な利用と発展を目指して，
主に国内大学の十数名の研究者が協力体制を作り開発さ
れたものである（図 1）．情報処理学会 音声言語情報処
理研究会の活動の中，2000〜2002 年度に情報処理技術
振興協会 (IPA) の支援を受けて開発が進められ，対話
システムの基本ソフトウエアとして，その成果物である
プログラムおよびソースコードが公開されている．現在
は，音声対話技術コンソーシアム（ISTC）に引き継が
れ，ツールキットの拡充や各コンポーネントの性能向上
のため，継続して研究開発が進められている．
Galatea ツールキットでは，図 2 に示されるような音
声認識・合成，顔画像合成およびそれらを統合するコン
ポーネントによって構成されている．これらのコンポー
ネントは，柔軟なモジュール構成とカスタマイズ性を備
えるよう設計されており，マルチモーダル音声対話の研
究と開発を支援するプラットホームの提供を主眼の一つ

においている．なお，Galatea ツールキットのダウンロー
ド方法などの情報は下記を参照されたい．

http://hil.t.u-tokyo.ac.jp/˜galatea
2.1 音声認識
Julius をベースとした音声認識システムを採用し，認
識性能の精度や高速性のほか，音声対話タスクで要求さ
れる以下の諸機能が実装されている．
• 文法に基づいた音声認識
• 認識処理の動的な制御（中断，文法の切り替え
など）
• 認識結果の逐次出力
音声対話での利用において，特に自然に発話された音
声を対象とした場合では，文章を読み上げた音声と比べ
て，扱われる内容のドメインや言葉遣いなどの変動が大
きく，音声認識システムにとって難しい問題の一つであ
る．現実的な対処法の一つとして，対話のドメインが限
られている状況では，認識文法を用いることが挙げられ
るが，本システムでは，対話の進行に合わせて複数の文
法を切り替える機能に対応している．また，言語モデル
や音響モデルについても，用途に応じて様々なものが利
用可能となっている．
2.2 音声合成
日本語テキストから音声を合成するための基本機能と
して，形態素解析，読み・アクセント付与，韻律生成，
波形生成のほか，様々な音声表現のためのテキスト埋め
込みタグ 1) による韻律制御，顔画像における口唇の動き
との同期などが可能となっている (山下, 2004)．
波形生成部では，スペクトル・基本周波数・状態継続長
がそれぞれ隠れマルコフモデル（Hidden Markov Model,
HMM）の枠組みによってモデル化され，上記のテキス

図 1: Galatea ツールキットのデモ

1)

(社) 日本電子工業振興協会 JEIDA-62-2000「日本語テキスト音声
合成用記号の規格」におけるテキスト埋め込み制御タグ及び仮名レ
ベルの韻律記号に準拠

図 2: Galatea ツールキットの構成

ト解析結果に基づいて，音声波形に相当するパラメータ
系列をモデルから直接生成することができる．成人男女
各 1 名の発話データから学習された話者モデルを提供し
ているが，一定量の音声データを用意することで，新た
な話者モデルを学習して組み込むことも可能である．

2.3 顔画像合成
対話エージェントの顔画像を合成するモジュールであ
る．1 枚の顔画像のフィッティングによって得られるワ
イヤフレームモデルによって，その代表点の変化に応
じた発話中の口唇の動きや表情変化（怒り，喜び，悲し
み，驚き，嫌悪，恐れ）が可能である．合成音声との同
期（リップシンク）は，音素ごとに定義された口唇の形
状（Viseme）を表現するパラメータを定義し，合成音声
の出力に合わせて形状を変化させることで実現している．
また，表情変化については，顔表情の各部位の動きを組
み合わせることによって表現されており，その部分の動
きを定量的に与える表情記述規則として FACS（Facial
Action Coding System）を導入している．
その他には，自立的な動作（うなづき，瞬きなど）も
実装されている．なお，独自のワイヤフレームモデルに
関して，標準ワイヤフレームモデルと顔画像のフィッティ
ングを簡単なマウス操作によって短時間で行うことの出
来るツールも提供されており，Viseme の形状パラメー
タの修正なども含めて柔軟なカスタマイズが可能となっ
ている．
2.4 対話管理とモジュール統合部
上記のコンポーネントは，それぞれ単独で使用するこ
とも可能な構成となっている．例えば，音声合成モジュー
ルでは，日本語の漢字かな混じり文のテキストを入力と
して合成音声を出力させることができるように，単独の
プログラムとして実装されており，かつ対話部品として
制御されることを想定して，個別に規定されたコマンド
セットが提供されている．
しかし，音声対話システムとしては，なんらかのタス
クに対して，各コンポーネントが協調して動くことが要

求される．例えば，
「ユーザからの問いかけを認識し，音
声で応答するタスク」を考えてみると，用件を受け取る
状態で待ちうけ，得られた音声を認識し，発話内容に応
じて適切に受け答えの音声や画像を出力する必要があ
る．また，音声を出力する場合を考えると，合成したい
テキストに従って音声を合成し，同時に得られた音素系
列の時間情報に従って（口唇などの）顔画像を動かす．
といった緻密な制御も必要となる．このような低レベル
のモジュール統合のためのレイヤと，タスク進行のため
に個々のモジュールを動かしつつ，対話の状態の制御を
行う対話管理のレイヤによって，モジュール間の統合が
行われている．
このような，エージェントの動作を記述するための
枠組みとして，VoiceXML を採用している 2) ．これは，

WWW におけるコンテンツとブラウザの関係になぞっ
て考えると，音声対話におけるサービスが標準的な記述
言語によって表現され，対話システムの各コンポーネン
トを駆動するための処理系として対話マネージャが位置
づけられる．図 3 に示した対話の記述例のように，音声
対話の主要な機能のほか，音声合成や顔画像合成の制御
を埋め込むことができる．

3.

実世界システムのためのセンシング技術

人間は，外界における様々な事象を認識することで得
られた情報を元にして行動のプラニングや選択を行い，
身体の制御を行う．機械による認識行動システムも同様
のサイクルに基づくものであるなら，外界から認識対象
のデータの断片を取得するセンサ技術，さらに音声認識
や画像認識をはじめとした各研究分野で盛んに研究され
ているように，センサから得られた情報から意味的なレ
ベルの認識にまで高める過程，行動につながる意味理解
や思考に相当するプロセス，最後に行動として表現する
ためのロボティクス技術というように，一連の大きな流
れを考えることができる．
人間の五感に相当するセンサの研究は様々な分野で進
められており，現在では，ある側面では人間以上の性能
を持つものも現実のものになっているといえる．我々の
研究グループでも，視覚や聴覚をはじめとしたセンサ技
術について取り組んでおり，例えば，後述するビジョン
システムでは，時間的な解像度では人間の視覚をはるか
に超えた能力を持っている．ここでは，これらのセンシ
ング技術が，実世界の情報システムでいかに有効に機能
するか考えてみたい．

2)

VoiceXML 2.0（http://www.w3.org/TR/voicexml20/）で提唱
されている主要な機能を実装している

図 4: 高速ビジョンシステムの実装

3.1 ビジョンシステムによる高速視覚センシング
我々の研究グループでは，1 フレームが 1 ミリ秒という
超高速の高速ビジョンチップを開発している (鏡, 2005)．
これによって現在の一般的なビデオカメラの時間解像度
を大きく超えることが可能となる．従来の CCD 方式で
は，撮像した 2 次元の輝度情報を画素ごとにスキャンし
て転送していたが，スキャンレートや解像度によって高
速化が困難であった．これに対して，画素ごとにプロセッ
サエレメントを有し，それらをアレイ上に配置し並列化
することで高速化を実現したものである．プロセッサエ
レメントは，近傍の画素との通信機能を持ち，並列処理
によるプリミティブな処理によって得られた特徴量のみ
をコンピュータに転送することも可能である．この高速
性能は，とりわけ機械システムのフィードバック制御を
行う上で有効であり，
「高速に飛んできたボールをバット
で打ち返す」というような制御が実現できる．
このような視覚センサの対話システムでの利用価値は
どのようなものがあるか．例えば，ネットワーク接続さ
れたビジョンシステム（図 4）によって 1ms 単位で点の
追跡を行い，その 3 次元座標を得る手法が考案されてお
り (齊藤, 2005)，これは，拘束の無い非接触な入力イン
タフェースとして有効な利用形態の一つといえる．我々
は，タブレット入力によって得られたペンの軌跡から文
字を認識する，HMM に基づいたオンライン手書き文字
認識の技術を開発しており (須藤, 2001)，その応用とし
て，ユーザが指先で空中に描くジェスチャパターンを検
出し，その点の運動軌跡から文字や図形によるコマンド
を認識するシステムの開発を進めている．

<form id="main">
<field name="place">
<prompt>
<emotion type="HAPPY">
</prompt>
<prompt count="3">
<emotion type="SAD">
</prompt>
<grammar><rule><one-of>
<item><token sym="
<item><token sym="
</one-of></rule></grammar>
</field>
</form>

 

</emotion>

   

 !"  #$&%'() </emotion>
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3  </token></item>
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! </token></item>

図 3: 音声対話のための VoiceXML の記述例

その他には，雑音を含んだ音声に対する認識向上のた
めに，雑音の中にある話者の声だけに注目し，雑音を低
減する試みがある．このような技術の一つとして，マイ
クロフォンアレイからの多チャンネル信号を扱う技術を
開発しており，事前学習を必要としない雑音抑圧を可能
とする「複素スペクトル円心 (CSCC) 法」を提案してい
る (井上・西本・嵯峨山, 2005)．

4.
図 5: 音源定位システム

実世界環境における対話システム

先に示した Galatea ツールキットおよび視聴覚センサ
は，視聴覚情報を扱った研究分野における大きな成果と
いえる．我々は，これらの成果を人間と機械の共生のた

3.2 聴覚センシング技術
音声対話システムを実世界環境で利用するためには，
解決しなくてはいけない様々な問題が存在している．現
在の音声認識システムに対して，人間の聴覚がいかに優
れているかを示す実例として，
「カクテルパーティー効
果」を挙げることができる．
我々が何気なく生活している中では，話し声，騒音，
BGM，それらの反射音など，実に様々に複雑な音が入
り混じっている．人間は，これら周囲の音環境を把握し，
目的とする音を選択的に聴取することができる．現在の
音声認識技術の進歩は著しいものがあるが，実環境での
認識性能の向上のためには，大きな研究課題を残してい
るといえる．
我々の研究グループで開発されている音源定位技術（時
空間勾配法）は，音が発せられた位置を高速かつ高精度
に得ることができ，図 5 にあるような音源定位システム
が開発されている (小野・藤田・千条・安藤, 2004)．この
装置では，複数個のマイクロホンによる音響信号から複
数音源における特定の音源方向を推定することができる．
このシステムを利用することで，例えば複数の話者が
同時に発話しているような状況で，特定の話者の声がす
る方向を検出し，エージェントの注意を向けたり聞き耳
を立てるような機能に利用できる．

めの情報処理技術の土台としてとらえ，これらの統合に
よってどのような方向性が示せるかという問題に取り組
んでいる．その検討を通して，各要素技術の問題点が明
らかになり，新たな問題意識を検討する発端となること
も期待している．

4.1 統合環境としての Galatea システム
外界から得られる情報をいかに集約し，ユーザと対話
エージェントとのインタラクションに反映させるかとい
う枠組みには，様々なレベルでの議論が必要とされる．
現在の技術では，人間と同じようにインタラクションで
きるエージェントを構築することは現実的では無く，大
きく限定された状況を想定して設計せざるを得ない．し
かし，我々が主眼においている点は，今ある技術で何が
できるかを示すことと，それによって要素技術の問題点
や方向性を検討するきっかけを得ることにある．
そこで，以下のような問題を設定して，これまでに述
べた要素技術を融合することができるか議論する．図 6
のイメージにあるように，例えば展示会場のような場を
想定し，エージェントは来客者に対して展示内容を紹介
する役割を担うとする．ここで，エージェントは音声で
ユーザと対応する中，視聴覚センサによって得られた情
報を逐次参照しながら，一連のシナリオを進行させるも
のである．もちろん，あらゆる状況に対応させることは
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図 6: 実世界システムにおける対話エージェントのイメージ

難しいが，実世界で稼動する情報システムがどのような
ものであるかを示す一例として，システム構築を検討し
たい．

4.2 センシング情報の統合とシステムの枠組み
対話システムの主体はエージェントの上で実現され，
各種のセンサからの結果もエージェントが多く利用する
ものであるが，エージェント内部の統合モジュールで，
センサ情報を集約することは現実的では無いと考える．
例えば，画角の限られた視覚センサを発話しているユー
ザに注目させたい場合を考えると，音源定位の結果に
よってカメラの視点を移動させたい．個々のセンサは独
立して稼動することを考えると，センサによって得られ
た情報は，さまざまな形で共有可能であるるほうが望ま
しい．また，ソフトウエアによって実現されているエー
ジェントは必ずしも単独で稼動する必要はなく，複数の
エージェントが同時に稼動することも想定したい．
このような観点から，分散したセンサから得られる情
報を共有し，エージェントを始めとするコンポーネント
から並列してアクセスできる枠組みを指針として，さら
に，外界から情報を得るセンサも，対話者から情報を得
る対話エージェントも，人間を見守る情報システムとし
ては同列の要素であると考える．
例えば，ユーザの呼びかけによって音声信号を得た際
に，音源定位システムが音のあった方向を取得できたと
する．すると視覚センサはその方向を調べて個人を特定
すると，エージェントはその方向に向かって特定の人物に
応じた応答を行う，といったことができるかもしれない．
つまり，主に人間を対象として様々な情報システムが
その周辺を取り巻き，情報を共有することで，協調して
人間を対象として外界に働きかける枠組みである．ある
情報を取得することによって，他のシステムが非同期に
駆動できるような情報共有の枠組みは，黒板システムの
ようなフレームワークして見て取ることができる．これ
はシンプルな仕組みであるが，実装面の容易さのほかに，
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図 7: 情報共有と対話管理の枠組み

対話エージェントとセンサが直接的に情報の交換をしな
いため，必要なタイミングで自由に情報へアクセスでき
る非同期性が確保される点でもメリットが大きい．また，

VoiceXML 上で記述されるような，スロットフィリング
で駆動されるシナリオの作成も親和性が高いと考えら
れる．
この枠組みの上で，実世界環境におけるセンサと対話
システムの関係の概要を図 7 に示す．ここでは，センサ
および対話エージェントは，得られたシンボル的な環境
情報（対話の内容，発話者に関する情報など）を共有情
報として蓄える領域に非同期的にアクセスできる．この
情報を元に，対話管理と進行を行うモジュールがあり，
ここではエージェントが取得した情報のほか，必要な情
報を参照しつつ対話シナリオの雛形を元にして，次の対
話エージェントの行動を記述した VoiceXML を生成す
る．この VoiceXML では，システムのある時点を想定
したコンパクトな対話シナリオが記述されており，対話
エージェントの対話管理部はこれを逐次参照することで
エージェントの動作を制御する．
4.3 身体動作を持ったエージェントシステムへの拡張
近年のロボティックス技術の進展により，人型ヒュー
マノイドの運動性能は大きく向上している．人間のよう
な滑らかな動きが機械によって実現することは，人間と
機械が共生する不可欠な要素である．その一方で，基本
的な身体動作に加えて，何気ない仕草や雰囲気など，人
間らしい動作の追求には様々な側面がある．
例えば，人間同士の対話では，身振りや手振りを伴っ
たノンバーバルな表現が含まれ，コミュニケーションに
おける意識的な，あるいは無意識的な動作も含めて，人
間らしい動作の表現の大きな構成要素の一つである．こ
のような対話を支える様々な要素は，対話の進行や話者
の状態に関連したなんらかの動作モデルが内在している
と考えることができ，機械をどう制御するかというロボ
ティクスの領域と並んで重要な要素であると考えられる．
このような観点から，我々は人間らしい対話システム

5.

まとめ

我々は，これまでに開発してきた擬人化音声対話エー
ジェントと，視聴覚センシングの様々な要素技術の融合
を目指し，実世界型の音声対話システムの構築に取り組
んでいる．多くの課題がある中で，対話エージェントに
おける各コンポーネントの拡張と，組み込みに向けたセ
ンシング機器の完成により，それらのコンポーネントの
統合システムの指針とその枠組みについて検討を行った．
現在はまだシステムの統合には至っていないが，ここで
図 8: 3DCG による対話エージェント

提案した統合指針に従って実装を早急に行い，プロジェ
クト推進に努めたい．また，研究を通して得られた問題

の構築においても，多様な身体動作の表現能力は不可
欠だと考え，Galatea ツールキットを拡張し，3DCG に
よって構築された対話エージェントを開発している．こ
の 3DCG キャラクターは，顔だけでなく全身を持ち，腕
や手の動作，表情，唇の形状，視線や頭部動作などを独
立に制御することができる．

点を整理し，個々の要素技術の進展に活かしたい．
謝辞 本研究の一部は，21 世紀 COE プログラム「情報
科学技術戦略コア 実世界情報システムプロジェクト」に
よるもので，ここにプロジェクト関係者各位に謝意を表
するものとする．
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