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１． 研究の背景と目的 

情報爆発には量的巨大化と質的複雑化の２つの側面

がある．本研究では，後者の問題を解決するためのアプ

ローチとして，ヒューマンコミュニケーションの高度化

に関する研究を多面的に展開することを提案している． 
情報化社会の高度化に伴い，携帯電話やパソコンなど

の情報機器，インターネット上の多様な情報サービスと

いった日常生活を支える情報システムが複雑化し，それ

らの機能・利用法を理解するのがむずかしいという問題

が顕在化している．すなわち，高機能化・多機能化が反

って情報システムの快適な利用を阻害するという結果に

なっている．このことは，システムの高機能化，多機能

化がデジタルデバイドを助長し，情報弱者だけでなく一

般の多くの人がデバイドされる側に押しやられる「デジ

タルデバイドの普遍化」を進行させているとも言える． 
この問題に対処するため，現在はサポートセンターやコー

ルセンターが設置され，需要の高まりと共にその市場規模が

年々増大してきている．しかし，センターの運営コストが膨大

であり，また，次々と開発される新製品・新機能に関する情

報をセンターで働く人たちに教育するためにも大きなコストを

要しているのが現状である． 
こうした問題意識に基づき，本研究では，情報システ

ムの高機能化，多機能化によってもたらされる複雑性を

克服し，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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 研究の全体的枠組み 
 
プを，相互適応可能なマルチモーダル・インタラクショ

ンによって埋めることが必要であると考え，学術的，技

術的両面おいて研究を展開することを目指している． 
身体動作を含むマルチモーダルなインタラクション

は，一般の人々が日常生活における種々の問題解決，相

談に用いている方法であるため，専門的な知識や高度な

訓練経験がない人でも容易に対応することができ，だれ

もが情報システムと安心して付き合うことが可能となる． 
高度情報化社会におけるヒューマンコミュニケーションの

重要性については，総務省の情報通信研究機構が本年度

より５年間の計画で開始した「ユニバーサル・コミュニケーショ

ン研究」[総務省 05]でも示されており，同研究と連携を取り
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図２ ハイブリッド・ダイナミカルシステムの概念 

ながら研究を進めることによって，学術的，技術的，社会的

側面から多くの研究成果が生み出されることが期待できる． 
図１は，本研究が目指すヒューマンコミュニケーションの

全体的枠組みを示したもので，以下では，次の３つの具体的

研究課題について，その狙いと研究内容を紹介する． 
（１）相互適応可能な実世界インタラクションのための

計算モデル・システムの構築：呼吸・間のあった対話を

実現するための数理モデルとしてハイブリッド・コンピ

ューティングを構築しシステム化を行う．（松山隆司） 
（２）実世界インタラクションの分析・支援・コンテン

ツ化：接触・非接触センサを用いた人のしぐさや状況の

精密なセンシングとそのコンテンツ化（西田豊明） 
（３）セマンティック・ヒューマノイドインタラクショ

ン：身体を通した直感的・空間的な情報提示（國吉康夫） 

２．相互適応可能な実世界インタラクション

のための計算モデル・システムの構築 

 情報システムが人間と自然なコミュニケーションを行

うには，身体を含む多様な情報メディアを利用したマル

チメディア情報処理機能に加え，「間の取り方」や「息の

合わせ方」といったインタラクション・ダイナミックス

が重要となる． 
 従来のほとんどのインタラクティブシステムでは，人

間が命令・指示を与え，システムがそれに反応・応答す

るという「リアクティブなインタラクション」が用いら

れてきた．しかし，人間同士の対話のダイナミクスを分

析した研究[スコギンズ 05][北岡 03]によると，一方の
発話が終了する前に相手が話し始めたり相槌を打つこと

が多くあり，それによってテンポのよい自然なコミュニ

ケーションが実現されていると考えられる． 
 本研究では， 
・ 「プロアクティブなインタラクション」の導入によ

る円滑なコミュニケーションの実現 
・ 人間同士の対話における異なったモダリティ間のタ

イミング構造の解明とモダリティ間のタイミング調整に

よる効果的な情報提示 
・ 複数のコミュニケーション主体間のダイナミクスの

同期・同調による，話がはずみ盛り上がりがあるコミュ

ニケーションの実現 
を目指して，コミュニケーション・ダイナミクスのモデ

ル化とそのシステム化を行っている． 
 まず，本研究では，「相互適応可能なリアルタイム・イ

ンタラクション」のための計算モデルとして，物理的現

象記述に適した力学系モデル（連続的計量空間における

状態遷移を記述する微分方程式系）と，人間の心的・知

的活動の記述に適した情報系モデル（離散的状態遷移を

記述する記憶書き換え系）を統合したハイブリッド・ダ

イナミカルシステムを構築する． 

ハイブリッド・ダイナミカルシステム（図２）は，A. 

Turing の考案したチューリング機械と N. Wiener が提唱

したサイバネティックスを統合した計算・制御モデルの

実現を目指したもので，新たな機能・特性を持ったイン

タラクティブシステムが生み出されることが期待できる． 

これまでに得られた主な研究成果としては，以下のも

のがある． 

（１） 音声，映像を表す時系列信号の，ある時区間内

におけるダイナミクスを表現する力学系モデ

ルとして線形システム，人間の発話行動やジェ

スチャの全体的構造を記述する情報モデルと

して確率オートマトンを用いた Linear 

Interval-based Hybrid Dynamical System 

(LIHDS)を考案し，発話中の口の動きのモデル

化，モデルからの映像生成を行った[川嶋 1 05]． 

（２） 顔を構成する各部品の動きを LIHDS によって表

現し，部品間の動きの相互タイミング構造に基

づいて自然な笑顔と作り笑いが識別できるこ

とを示した[川嶋 2 05]． 

（３） 発話における音声と口の動きをそれぞれ LIHDS

によって表現し，両メディア間に存在する相互

依存的タイミング構造をモデル化することに

より，音声信号からそれに合った口の動きを映

像として生成できることを示した[川嶋 06]． 

（４） 漫才における発話交代のタイミングを分析し，

テンポのよい対話や話の盛り上がり感を表現

するには，相手の発話終了前に発話を開始する

という「負の間合い」が重要であることを明ら

かにした[スコギンズ 05]． 
今後は，LIHDS の理論的拡張を進めるとともに，情報

システムが人間とスムーズかつ意味のあるインタラクシ

ョンを継続できるようにするために必要と考えられる相

互適応機能の実現を目指す計画である． 

３．実世界インタラクションの分析・支援・

コンテンツ化 
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解説記事のタイトルを挿入 

我々が日常生活を送る空間では恒常的にさまざまなイ

ンタラクションが生じている．会話はその典型的なもの

であるが，それ以外にも，雑踏の中での歩行やスーパー

マーケットでの買い物など個々人がかなりばらばらに行

動している状況から，スポーツのように一定のルールの

もとで競い合う状況や，セミナーや共同作業など協調作

業をする状況まで大きな広がりがある．実世界インタラ

クションは，物理空間にある事物と情報空間の結びつき

をもとに新たな情報と知識が生まれる源泉であるという

意味で，人間社会の情報プロセスの原点として位置づけ

られる． 
本研究では，実世界インタラクションの理解と支援技

術の研究開発を目的とし，(a) 実世界インタラクション
計測分析技術，(b) 実世界インタラクション支援技術，
(c)実世界インタラクションコンテンツ化技術を軸とし
た研究開発を行う（図３）．  

(a) 実世界インタラクション計測分析技術の研究では，
ユビキタスセンサ技術によって実世界インタラクション

データの自動獲得とタグづけを行い，インタラクション

コーパスに収録することによって，実世界インタラクシ

ョンの現象分析と解明を行う．これに基づいて，会話参

与のメカニズム，同調，相互適応などのコミュニケーシ

ョンの基盤を形成する基本的な非言語行動の解明とモデ

ル化を行う．さらに，脳生理計測も導入して，観測でき

る人間の動きを内面で起きている脳生理現象と関連づけ

ることにより，人間の会話行動を身体性のレベルから捉

えることによって，実世界インタラクションをこれまで

に比べてかなり包括的に理解できるようになるものと期

待される．また，非言語情報の自動計測システムといっ

た新技術が生まれる可能性もある． 
(b) 実世界インタラクション支援技術の研究では，セ

ンサや記録装置が埋め込まれたユビキタス環境と，人間

と相互適応的に身体インタラクションを行う会話ロボッ

トを用いて，環境内の人間の行動を見守り，状況に応じ

て知識提供を行うことによって，知識の創発を促進する

会話環境を構築する．小さなうなづきや首かしげ，身体

の配置の変化といった人間の微小なしぐさを介したマイ

クロインタラクションによって，人間の行動を妨げるこ

となく，さりげなく人間を支援するアシスタントエージ

ェントやロボットを研究開発することや，逆に種々のセ

ンサを統合して，環境側からインタラクションの重要シ

ーンを捉えたり，人間の活動を支援する情報を提示した

りする技術を研究開発することなどが，主要な研究開発

項目となる．コンテンツ化の技術と組み合わせて，コン

テンツ取得・提示のサイクルの形成をめざす． 
(c) 実世界インタラクションのコンテンツ化は，意味
あるインタラクションを捉え，場面を越えて適用可能な

コンテンツとして結晶化させるためのものであり，ネッ

トワークから自動構築した常識知識ベースを用いて，実

世界インタラクションデータ中の意味ある脈絡を見出し，

空間化・身体化され，実世界環境と整合性の高い記憶構

造の中に組み込むための技術を研究開発する．ここでは，

物理空間の事物との関係を保存できる情報表現とその処

理方式の研究開発や他のメディアで表現された知識を獲

得する技術が中心となる． 
本研究の視点に立てば，情報爆発の問題は，発生時に

生活空間の状況と結びついていた情報がメディア化によ

ってそのルーツを失い，ばらばらになって人々のもとに

押し寄せるために生じるものであると考えられる．この

傾向は，ネットワーク時代になって種々のセンサからの

情報が大量にばらまかれるようになるとますます加速さ

れてしまうだろう．情報が発生するその源泉において，

情報のルーツとなるメタ情報をうまく保持し，加工する

ことによって，押し寄せてくる情報の中で現在の状況に

関わりのあるものだけをうまく拾い出したり，行動者が

すばやく選別したりできる可能性が生まれる．本研究で

は，情報が実世界と接する界面で生じる現象としての実

世界インタラクションを精密に観測し，情報のルーツを

よりよく捉え，それを反映した情報表現と処理方式を創

出すること，および，情報の発生源においてまだ情報に

なりきらない状況の変化を捉えて情報の発生源をよりよ

く捉えたり，情報化を促進したりできるエージェントを

構成することによって，情報爆発の問題に立ち向かおう

とするものである[西田 06]．  
 以上のような考えに基づいて，A03柱計画研究および
領域の支援班が連携し，研究分担者の角らが中心になっ

て実世界インタラクションの計測・分析・支援を行う実

験 空 間 IMADE (realworld Interaction Measurement, 
Analysis, and Design Environment)の構築を進めている．実
験空間には，人の位置，顔の方向，身振り手振りを実時

間計測するモーションキャプチャシステムを設置した．

部屋を取り囲む 8台のカメラによって，自由に動き回る
最大 4人の人やロボットによるインタラクション（向か
い合う，会話する，身振り手振りを行う等の行為）を実

時間で計測することが可能になった．また個人の視線変

化を詳細に記録するための機器を 2セット導入した．さ

図３ 実世界インタラクションの分析・支援・コンテン

ツ化の研究の全体像 
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【１】 実世界インタラクションの獲得・分析 

(1) ユビキタスセンシング環境の構築 (西田，角) 
(2) 2 人の会話シーンの計測分析手法 （西田，角，坊農・松村）  
(3) iCorpusStudio の開発 (西田，角，來嶋) 
(4) 会話やその他のコミュニケーション行動を記録するための自動撮影システム 

(中村) 

(5) マルチモーダルな非言語情報を非接触・低拘束で取得できる自動計測シス
テム (植田，大本) 

(6) アニマシの生態学的妥当性 (植田，福田) 
(7) 相互適応のためのWOZ実験 (植田，西田，角，小松，岡留，服部，徐) 
(8) 映像情報と言語情報の統合的解析 (黒橋) 
【２】 実世界インタラクションの支援 

(1) 仮想アシスタントのユーザ教示機能 (中村) 
(2) 非言語情報による会話シーンの状況推定（西田，角, 瀬戸口） 
(3) 信号レベルの意図検出とその応用 (西田，角，Mohammad） 
(4) 実世界インタラクション支援プラットフォームとその応用 (西田，角，黄，井

上） 

【３】 実世界インタラクションのコンテンツ化 

(1) 会話量子抽出・コンテンツ化 (西田，角，久保田) 
(2) 知識メディアとしての会話ロボット (西田，角，大谷，平松） 
 

（括弧内は担当研究分担者，協力者，共同研究者）上記は，平成 18 年度のもの

が中心になっている．今後，脳・生体計測の導入，さりげなく見守る実作業空間

の実現，インタラクションコーパスの構築の自動化などの課題に取り組む予定で

ある． 

図６ 全身行動の大域的分岐構造[國吉 04] 

らに，多視点の環境映像，音声，一人分の生理データ（脳

波，筋電，脈拍等）を計測するための機器導入を進め，

会話を総合的に計測し，支援システム開発実験を行なえ

るよう整備しつつある．すでに，研究分担者の中村の会

話トラッキングシステムなどを持ち込み，さまざまな技

術を持つ研究者が結集して総合的に研究を推進するため

の拠点ができつつある． 
 研究協力者の坊農と松村は，部分的に設置された機材

を用いて 2人の会話シーンにおける，各自のモーション
キャプチャシステムによる身振り手振り，アイマークレ

コーダによる視線変化，個人マイクによる発話の有無を

記録したデータを利用し，言語内容に踏み込まず，非言

語的な情報のみから会話内容やその状況を推定するため

の手法開発の予備検討を行った．この研究では，実験室

のレイアウト案に関する多人数討論（図４）を例題とし

て，合意形成を志向する多人数インタラクションにおい

て，言語・非言語行動の観察から得られる客観的データ

と，アンケート調査により得られる主観的データを結び

つけることによって，話し手と聞き手の振るまいとその

印象の関係について検討を行なった．これにより，①タ

ーン取得回数と議長としての認知度がある程度関係する

ことが示唆される．②動的に選出された議長のふるまい

が，ディスカッションの結論に自己意見を反映するので 

 
図５ 実世界インタラクションの分析・支援・コ 

ンテンツ化に関わる代表的な研究課題 

はなく，他者意見を反映し，ディスカッションを収束さ

せるようにデザインされている．③ディスカッションへ

の参与スタイルによって，結論やプロセスに対する満足

度が異なる．などの興味深い知見が得られている[坊農 
06]． 
インタラクションコーパスを主成分分析し，会話シー

ンの内容や状況を特徴づける主成分として，会話の盛り

上がり，説明の簡潔さ，新たな情報の付加と解釈できる

要素を発見し，それらを非言語情報で説明可能であるこ

とを見いだした[角 06]．また，身振り手振り，視線，発
話の有無と言ったセンサデータをインデクスとし，特定

のシーンを高速に検索し，そのシーンをとらえた複数視

点の映像を同時に閲覧し，注釈を付加することが可能な

ツール iCorpusStudioを開発した[來嶋 06]． 
上記を含めた代表的な研究課題を図５に示す． 

４．セマンティック・ヒューマノイドインタ

ラクション 

ヒューマノイドに代表されるロボットの研究は，日本

が世界の機先を制し，二足歩行等のハードウェアと定型

行動機能で高い完成度を達成している．しかし，実世界

の動的な作業状況の中で臨機応変に人間とやり取りし協

調する機能は，将来展開に向けて最も重要な知的機能で

ありながら，現状では極めて不十分である． 
ヒューマノイドロボットの感覚運動状態は，数十から

数百次元の空間を張り，複雑動的な環境との関係を含め

ると，まさに情報爆発を孕んでいる．このため，従来は，

極めて定型的な状況・行動に限定した制御やインタラク

ションしか達成できなかった．  
しかし近年，全身動作の分節化・記号化手法[稲村 04]

や，動作を司る本質的な情報の集中点である「ツボ」の

解明[國吉 04]などの研究の進展により，突破口が見え始
めている． 
  

 

  
(a) 教示風景      (b) 3チーム合同デザイン風景
図４ 実験室のレイアウト案の多人数討論実験 
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解説記事のタイトルを挿入 

人間行動 
ロボット行動 

行動計測 

行動意味情

意味抽出 
認識・学習 

意味レベル応答生成 

情 報 構 造 解

析・コンテンツ

（例：「ツボ」，行動予測モデル

リアルタイム

介助行動 

即応言語インタ

ラクション 

インタラクションの

計測・評価 

インタラクションに適したロ

ボットシステムの開発 

ネット

情報 

人 間

対話 

図７ セマンティック・ヒューマノイドインタラクション

本研究では，以上の流れを踏まえ，人間とロボットが， 
実世界作業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，人間の行動を

観察し，ツボを心得てタイミングよく意味ある手助けを

したり助言したりする機能とその学習機能，作業中に人

間からの「あ，そこはもっとこうやって」などの声かけ

と身体的働きかけに対応し，予期しない状況においては

人間に問い掛けや確認を行うなど，言語・非言語混合の

やりとりを適切に行いつつ作業を達成する機能を目指す．

さらに，ネット上に急速に蓄積されている膨大な記号的

知識から状況に即した意味情報を抽出するデータマイニ

ング手法を導入し，上記の実世界行動意味情報と接続す

ることで，ネット上と実世界行動の双方における情報爆

発を，意味レベルの結合により強力な実世界知能へと昇

華させることを目指す． 
 上述の実世界行動意味情報は，「その一言で，作業の成

否が変わる」といった性質のものである．このような情

報は，身体・環境・行動の織り成す情報論的・力学的構

造の大局的分岐構造に深く根ざすものでなければならな

い[國吉 04]（図６）．本研究では，これを単に原理レベル
で論じるのではなく，リアルな人間行動に即して具体的

に明らかにし，それに基づくインタラクション手法を具

体的に構築し，実世界での適用にスケールアップしてい

く． 
このために，以下の研究を進めている． 
1. 日常生活行動[森 05]と熟練スキル[山本 04]におけ

る人間行動の精密計測と情報構造解析，コンテンツ

化． 
2. 情報理論と力学系理論の融合および上記１の解析

結果に基づく，行動意味情報抽出の構築．  
3. 意味情報を行動に反映するための意味レベルロボ

ット制御手法の構築．  
4. 上記 1～3に基づく，人間の作業を観察し，ツボを

心得てタイミングよく介助・助言する機能の構築． 
5. 上記 2, 4 に基づく，ロボット作業状況に関する即

応言語インタラクション生成機能の構築． 
6. 人間・ロボット相互作用の計測・解析と評価． 
7. 意味レベル相互作用に適したロボットシステム設

計論の構築． 
これらの研究項目の配置を図７に示した． 
計画の前半では上記各研究項目の１～３を中心に取り

組んでおり，現在までに次のような成果をあげつつある． 
１．に関しては，生活環境を模した部屋内にカメラ，

モーションキャプチャ，床センサ，家具センサ等，数百

個のセンサを装備し，家具操作を含む日常行動の全体構

造を計測する環境が完成に近づいている[森 05]．一方， 
個別動作の意味情報抽出にむけて，技能習熟過程を題材

に，同じ目的にむけた様々な動作パタンの力学系構造を

統一的に解析・比較可能な手法を構築した[山本 07]． 
２．および３．に関しては，図６のような大域動力学 

 

図８ 行動分節点における不安定力学系 
 
構造上の分岐等の特徴点（「ツボ」）における系の不安定

性と制御の関係を理論的に解明しつつある．その原初形

として，上記特徴点での系の状態の制御をセンサ情報に 
基づき行うロボット行動制御実験を進めている． 
一方，１．で得られるデータからの行動認識手法とし

ては，既に開発済みの，隠れマルコフモデルと概念空間

自己組織化に基づく手法[稲村 04]をベースに高度化して
いるが，特に，以下の新たな展開を進めている：(1) 従
来，重要でありながら陽には認識対象とされなかった行

動分節点について，行動の遷移過程（図８の“Unstable”
区間）における不安定力学構造をHMMでモデル化して
直接認識することで，分節化の信頼性を高める手法[森１ 
05]．(2) 単なるパタン識別でなく，未知の動作も既知動
作の組み合わせにより解釈する認識手法．(3) 高次の行
動理解機能にむけた，目的と環境と振る舞いの合理的関

係性を学習するモデル[竹中 06]． 
５．に向けて，対話および行動の時系列的文脈情報と

環境構造や状況の空間的・宣言的知識情報とを統合して

情報を自律的に補いつつ「気の利いた」対話および協調

行動を実現するための確率的情報処理モデルの構築を進

めている． 
これらを展開・統合し，並行して開発中の人間協調行

動に適したロボットシステム上での機能として項目４，

５を実現し，項目６，７に昇華していくべく研究を推進

中である． 
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５．おわりに 

 以上我々の研究グループでは，爆発する情報に埋もれ，

息苦しさと不安に捉われつつある現代社会を人間中心の

社会へと導くためには，情報システムが人間と自然かつ

スムーズにコミュニケーションできる能力を付けること

が必要であると考えており，コミュニケーションにおけ

る人間の特性分析から，豊かで間合いの取れたマルチモ

ーダル・インタラクションに基づくコミュニケーション

機能・システムの実現までといった幅広い分野において

学際的研究を展開しており，こうした活動に多くの研究

者が参加して頂ければ幸いである． 
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