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1. はじめに

3. 提案シミュレーション環境

人と役割分担や協力を行って，部屋の片付け
や救助活動などのタスクを達成するロボットの
構築のためには，周囲の環境に対応した音声対
話機能の実現が重要である．インタラクション
を行う中で，話し手が聞き手に対して言語表現
を用いて特定の事物を指し示す状況は頻繁に現
れる．そのような言語表現は参照表現と呼ばれ
る．人とインタラクションを行いながら協力し
てタスクを行うロボットは，適切な参照表現の
生成を行うことが必要である．
実環境の参照表現生成では，特にマルチモー
ダル情報を扱うことが要求される．位置関係や
視線を考慮し，指差し行動などと組み合わせる
ことで，人間にとってより自然な参照表現生成
を行える能力が望まれる．
身体情報を含むマルチモーダルな環境での人
間の命令を理解するロボットの研究は盛んであ
るが，ロボットによる参照表現生成の研究はあ
まり行われていない．その理由の一つとして，
評価が容易ではないことがあげられる．本研究
では実環境の対話における参照表現生成を評価
するためのシステムの実現を目指す．配置され
た物体を人間に取ってもらうタスクを用いた，3
次元シミュレータに基づく参照表現生成の評価
システムを提案する．

本研究では, ダイナミックに変化する環境で
の参照表現生成の評価を行うことを目的とした，
シミュレーション環境を提案する．ベースのシ
ミュレーション環境として SIGVerse 上で再現さ
れ た RoboCup@Home の 世 界 環 境 を 用 い る ．
RoboCup@Home は日常的な実世界空間でロボット
と人間が自然にコミュニケーションを行いなが
ら特定の目的を達成する行動を評価する競技で
ある[1]．RoboCup@Home では，指定した場所への
ものの移動をはじめ，指示された日用品の未知
環境での探索，ユーザの特定及び追従などのい
くつかのタスクで構成されており，各チームの
ロボットが制限時間内での達成度を競う．
SIGVerse は RoboCup@Home ような環境での，人間
と知能ロボットのインタラクションを検証する
プラットフォームとしてのシミュレータである
[2]． SIGVerse は 3 次元空間上で物理的な力学
計算（運動），知覚（センサー），対話（コミ
ュニケーション）のシミュレーションを同時に
行うことが可能な統合シミュレータであり，ソ
フトウェアによる知能ロボットの動作が可能な
ことや多人数の参加型の実験が可能であること
から様々な研究に用いられている[3]．SIGVerse
は展開の 1 つとして RoboCup@Home でのシミュレ
ーションリーグを立ち上げており，仮想空間で
のインタラクションによるタスクの検証によっ
て，ハードウェアの開発にかかる負担の大幅な
軽減や，参加者の拡大，認識部分や学習部分な
どのより局所的な研究へのリソースの集中を目
指している[4]．
提案シミュレーション環境で用いた SIGVerse
上の世界環境では，全体の空間が，ダイニング,
寝室, 2 つのリビングからなる 4 つの部屋で構成
されており, 人間とロボットがそれぞれ配置さ
れる．
本シミュレーション環境では生成された参照
表現を評価するため，物探しタスクを扱う．探
す対象となる物体として，飲み物やぬいぐるみ
などのいくつかの種類のものがランダムな位置
に配置されている．図 1 に例を示す．

2. 関連研究
参照表現生成を含む自然言語生成の評価を行
う研究として，複数の物体の写真うちの一つを
指す参照表現を生成する Tuna Project[5]や，特
定の目的を達成するための動作を言語生成によ
って人間に指示する Give Challenge[6]がある．
これらの試みでは，ロボットと人の位置がダイ
ナミックに変わるような，実環境に近い複雑な
状況は想定されていない．
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図 2 物探しタスクの流れ (SIGVerse)

4. おわりに

図 1 シミュレーション環境の外観 (SIGVerse)
提案シミュレーション環境の特徴として，
TCP/IP を用い，ロボットの知能や動作，音声処
理，言語生成処理などの独立したモジュールが
通信しながら動作している点があげられる．こ
れにより独立モジュールとして参照表現生成を
実装することが可能になる．したがって，参照
表現生成を様々なモデルに置き換えて検証する
ことが可能になる．
本研究では，参照表現生成モデルとして参照
表現ベイジアンネットワーク (REBN) に基づく
モデルを実装した．REBN は記述表現，照応表現，
直示表現を統一的に扱う参照表現の理解のモデ
ルである．対話文脈や状況情報を統合し，多様
な参照表現を扱うことができる[6]．このモデル
を用いて，generate-and-test 方式で参照表現生
成を行うことができる．今回構築したシミュレ
ーション環境を通した物探しタスクの全体の流
れを図 2 に示す．物探しタスクは規定された回
数，物体を人間に探してもらう構成になってお
り，はじめにロボットが人間（ユーザ）に対し
て，探索する対象となる物体について参照表現
を生成する．ユーザは，ロボットによって参照
された物体を，キーボードによる操作で探索す
る．
実際に生成された参照表現を音声合成でユー
ザに伝え，ユーザが探索を行った後，参照表現
がうまく理解されたかどうかを判定できること
を確認した．

本稿では SIGVerse で再現された RoboCup@Home
の環境を用いて，人間とロボットの位置などの
環境情報が動的に変わる複雑な環境で行う参照
表現生成のシミュレーション環境を提案した．
今後は様々な参照表現生成モデルの有効性の検
証や比較をこのシミュレーション環境を用いて
行っていく．
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