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日本語音声認識を用いたキャラクターの操作システム
吉田美乃里†1

神部真音†1
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川合康央†1

本研究では，音声認識を用いた 3D キャラクターモデルの操作システムの開発を行ったものである．これまでの音声
入力で操作するコンテンツの多くは，あらかじめ指定された語を用いて操作するものとなっている．本システムでは，
日本語の意味辞書である日本語ワードネットを用い，指定語だけではなく類義語をキャラクターの動作と関連させる
ことによって，あいまいで複雑な音声入力であっても操作可能なものとした．今後，文章解析を用いることによって，
さらに複雑で多様なシステムの開発を目指すこととする．

Character Control System Using Japanese Speech Recognition
MINORI YOSHIDA†1 MAKOTO JINBU†1
HIRO BIZEN†1 YASUO KAWAI†1
In this study, we developed a control system for a 3D character model using voice recognition. Most of the contents operated by
voice input so far have been operated by using predetermined words. The system uses the Japanese word net, which is a semantic
dictionary of Japanese, and associates not only specified words but also synonyms with the character's actions to make it possible
to operate even for ambiguous and complex speech input. In the future, we will aim to develop more complex and diverse systems
by using text analysis.

1. はじめに

イプアプリケーションの開発を行っている[8]．一方，我々
はこれまで，音声入力インタフェースとして，音声情報を

音声入力技術の発展に伴い，様々な音声入力インタフェ

色彩情報[9]や，UAV のコントロール[10]に変換するシステ

ースが普及しつつある．また，音声入力技術は，認証技術

ムの開発を行ってきた．ユーザの発話した言葉を認証して

としても用いられ，顔画像，指紋，静脈認証とともに，非

動作をフィードバックするには，処理に時間がかかるため，

接触型の生体認証技術としても活用されている．音声認識

音声の持つ音響信号に注目することで，機械的な直接操作

を用いたインタフェースとしては，Microsoft 社の Cortana，

を効率的に実現することが可能である．一方，これらのシ

Apple 社の Siri などの対話型システム， Amazon 社の Alexa，

ステムで入力に使用される音声は，言語情報ではなく非言

Google 社の Google Home などのスマートスピーカー，ソ

語情報であるため，不自然な発話が必要となり，公共の場

フトバンクロボティクスによる Pepper などの人型ロボッ

での利用は難しいなど，入力インタフェースとしての課題

トなどが挙げられる[1][ 2]．Alexa の音声認識では，
「Alexa」

が残されている．

という言葉をかけることで，プロンプト状態になる．その

これまでの日本語音声認識では，母音が同じ単語は識別

状態で，「今日の天気は？」や「天気を教えて」「天気？」

が困難であったため，正しく単語を認識することが難しい

と様々な言葉で，問いかけると，天候情報が出力される．

ものであった．そのため，音声を音響として変換する，事

しかし，
「今日は暑いのか」と聞くと，別の答えが返ってく

前に指定されたキーワードのみで，キャラクターの操作を

る．このことから，言葉の意味を理解しているのではなく，

行うといったものが中心であった．しかし，近年の音声認

「天気」という語に対して反応して，用意された回答を出

識技術向上に伴い，様々な単語を正しく識別することが出

力する処理が行われていると考えられる[3]．

来るようになりつつある．そこで，幼児の発話入力[11]や，

また，音声入力を用いたビデオゲームなどのコンテンツ
としては，シーマン，ピカチュウげんきでちゅう，オペレ

音声入力とその入力された語に対する評価による入力イン
タフェースについても検証を行ってきた[12]．

ーターズサイドなどが挙げられる[4][5]．さらに，音声技術

一方，音声によるキャラクター操作では，入力に指定語

を用いてキャラクターを操作するゲームやインタフェース

を用いる場合，ユーザが日常的に用いる単語と異なる場合

に関する研究なども行われてきた．川崎らは，音声によっ

がある．瞬時の判断で入力される言葉は，指定語ではなく，

て 3D 空間内のオブジェクトの移動や特定の指示を行うイ

直観的に発話可能な，普段使い慣れている語による入力が

ンタフェースを提案している[6]．また，五十嵐らは，音声

望ましい．

の持つ音響的側面に基づくインタフェースを提案した[7]．
Bilmes らは，音響音声によるジョイスティックのプロトタ

本研究では，日本語の概念辞書である日本語 WordNet を
用い，指定された語だけではなく，その類義語も含めた音
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声入力をキャラクターの動作と関連させることによって，

操作するゲームである OPERATOR'S SIDE [15]では，ゲー

あいまいで複雑な音声入力であっても操作可能なシステム

ム開始前にチュートリアルがあり，キャラクターを前進さ

の開発を行ったものである．

せるには「いけ」，落ちているアイテムに注目を向けるには
「ビンをみて」など，決められた言葉でかつ言葉は命令形

2. 研究目的

で指定された単語で操作するシステムになっている．この

本システムでは，音声認識を用いて，3D キャラクターモ

ことから三人称視点で，音声入力を用いて操作するには，

デルを指定された語句だけでなく，日本語の概念辞書であ

基本的な動作である前進やジャンプする動作は，
「前に進む」

る日本語 WordNet から操作に関する類義語を取得すること

「ジャンプする」ではなく，
「いけ」や「ジャンプして」の

で，あいまいで複雑な音声入力であっても操作を可能とす

ように，命令形の単語での入力によって操作を行う人が多

ることを目的としている．

いのではないかと考える．
そのため本研究では，3D キャラクターモデルの動作と単

3. 開発手法

語の関連付けを行う上で，命令形の言葉を用いて，動作と

3.1 日本語 WordNet
日本語 WordNet は，国立研究開発法人情報通信研究機構
（NICT）によって開発公開されている，日本語の意味辞書
である[13]．個々の概念はそれぞれ類義語のセットである
synset という単位でグループにまとめられており，一つの
概念が一つの synset に対応している．それらが他の synset
と上位下位関係など，多様な関係で意味的に結びついてい
る．これら日本語 WordNet は，Princeton WordNet の synset
に対応して構築されている[14]．これらは，表 1 のように
単語ごとに表形式でまとめられている．本辞書を用いて，
入力音声に関連する同義語（類義語）を取得することによ
って，あらかじめ用意された指定語だけでなく，その言葉
と同等の意味を持つ語を，操作のための入力語として使用
することが可能となる．語の取得方法としては，SQLiteDB
形式の WordNet をゲームエンジン Unity から呼び出す方法
を採用した．
表 1

キャラクターを前に進ませるには，
「いく」ではなく「いけ」
とした．加えて，
「いけ」の単語を日本語 WordNet から類義
語検索を行い，DB ベースに登録していくことによって，命
令形「いけ」の類義語を含む単語を，キャラクター動作ア
ニメーションのトリガーに設定することとした．
3.3 ゲームステージについて
Unity の 3D Game Kit[16]を用いて，ゲームステージの構
成を行った．3D Game Kit は，ゲームエンジン Unity 上で，
ゲームの要素，ツール，システムを作成できるように設定
されたプロジェクトを含む無料アセットである．
3D キャラクターモデルの音声認識を用いた直接操作イ
ン タ フ ェ ー ス は ， Unity で 使 用 す る こ と が で き る
UnityEngine.WindowsSpeech を用いて，ユーザが発話するフ
レ ー ズの 認 証 を 行 った ． 配 列 に 登録 し た キ ー ワー ド を
KeywordRecognizer に渡し，キーワードの単語とその類義語

日本語 WordNet における synset のリンク名称と意
味[13]

Table 1

アニメーションを関連付けしていくこととする．例えば，

Link names and meanings of synset in Japanese
WordNet [13].

をキャラクターの動作と関連付けることによって，キャラ
クターのアニメーションのトリガーとして設定することが
可能である．この設定により，配列の中のキーワードとユ
ーザが発話したフレーズを照らし合わせ，認証した単語が
キーワードに含まれていれば，キャラクターの操作を行う
ことができる．この 3D Game Kit をベースとして用い，3D
キャラクターモデルの操作系に対して，類義語を含む語を
用いた音声入力による直接操作インタフェースとして実装
を行った．
ゲームデザインは，基本的な動作である「前に進む」
「戻
る」
「ジャンプ」
「アタック（攻撃）」
「（動作をすべて）とま
る」を音声認識で行うこととした．また，ステージは，操
作系の評価を行うため，上下移動する必要のある個所を多
数設定し，いくつかの障害物のあるものを作成した．さら

3.2 音声入力によるキャラクター操作
一般的な 3D キャラクターモデルの基本的な操作方法と

に，アイテムを一定数回収することによって，ゲームがク
リアとなるゲームデザインになっている（図 1）．

して，キーボードによる「十字キー」若しくは「WASD キ
ー」による 3D 空間内の移動や，
「SPACE キー」によるジャ
ンプなどが挙げられる．また，音声入力でキャラクターを
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図 2
Figure 2

システム構成図

System configuration diagram

4. まとめ
音声認識を用いて３D キャラクターモデルを指定された
語句だけでなく，日本語の概念辞書である日本語 Wordnet
から操作に関する類義語を取得することで，あいまいで複
雑な音声入力であっても操作を可能とすることを目的とし
た シ ス テ ム の 試 作 を 行 っ た ． Unity の 音 声 認 識 で あ る
UnityEngine.Windows.Speech を用いることによって，前に進
め」など認識した語を使用して，単語の意味通りに 3D キ
ャラクターモデルの操作を行うことが可能であった．また，
音声入力でキャラクターの操作を行う上で，指定されたキ
ーワードでしか動作できないとなると，人によっては使い
慣れない単語で操作を行うことになってしまう．そこで，
大規模な日本語の意味辞書である日本 WordNet を用いるこ
図 1

ゲーム実行画面

（上：待機，中：ジャンプ，下：着地）
Figure 1

In-game screen

(Top: waiting, Middle: jump, Bottom: landing)

とで，操作に関連する類義語を取得し，操作のキーワード
に加えることで，様々な言い回しに対応した操作を可能と
した．
今回作成したシステムで使用した Unity の音声認識 API
である UnityEngine.Windows.Speech では，単語の認証は十
分可能だが，単語を認証してからアニメーションが動作す

3.4 システム構成図

るまでに，少し時間がかかっている．このことによって，

システムの構成を図 2 に示す．シーン開始時に，呼び出

ユーザの発話とキャラクターの動作のタイミングがずれて

される関数を，DB サーバに格納している．これは，日本語

しまい，直観的操作にやや支障をきたしている．この問題

WordNet の類義語を含む動作の単語を，配列として格納し，

に対して，他の音声認識エンジンの導入と比較を試みるこ

入力に応じてこれらを取得するものである．ユーザが発話

とによって，発話と操作のずれを改良していくことが出来

した入力語を，格納した語を参照し，照らし合わせること

るのではないかと考える．

によって，モデルの各種動作アニメーションとの関連付け
を行っている．

また，現段階では認証した単語と類義語を動作と関連付
けているが，これは，文章認識ではなく単語認識による操
作となっている．今後，形態素解析を利用して，形容詞，
副詞，名詞，動詞などの品詞とその組み合わせを見ていく
ことによって，文章を解析，評価し，より複雑で多様な音
声入力による直接操作インタフェースのシステム開発を目
指すこととする．

ⓒ2020 Information Processing Society of Japan

152

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP19K12665 及び科学技術

融合振興財団調査研究助成の支援を受けたものです．

参考文献
1) Kepuska, V., and Bohouta, G.: Next-generation of virtual personal
assistants (microsoft cortana, apple siri, amazon alexa and google
home), In 2018 IEEE 8th Annual Computing and Communication
Workshop and Conference (CCWC), IEEE, pp. 99-103 (2018).
2) Pandey, A. K., and Gelin, R.: A mass-produced sociable humanoid
robot: Pepper: The first machine of its kind, IEEE Robotics &
Automation Magazine, Vol.25, No. 3, pp.40-48 (2018).
3) 名倉秀人: AI と言語学, 東洋大学大学院紀要, Vol.55, pp.157-168
(2019).
4) 斎藤由多加, 他: シーマンは来たるべき会話型エージェントの
福音となるか？ , 人工知能, Vol.32, No. 2, pp.172-179(2017).
5) 江渡浩一郎. : アート・エンターテインメントにおける音イン
タフェース, 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータイン
タラクション(HCI), 2004-HI-109, pp.53-58 (2004).
6) 川崎智久，大西翼，篠崎隆宏，古井貞煕: 音声による 3 次元直
接操作インタフェース, 情報処理学会インタラクション, 2009,
pp.43-44 (2009).
7) 五十嵐健夫, John F. Hughes.: 言語情報を用いない音声による直
接操作インタフェース, 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピ
ュータインタラクション (HCI), 2004.74, pp.47-51 (2004).
8) Bilmes, J., et al.: The Vocal Joystick: A voice-based human-computer
interface for individuals with motor impairments, In Proceedings of
Human Language Technology Conference and Conference on Empirical
Methods in Natural Language Processing, pp 995-1002 (2005).
9) 吉田周生，川合康央: 音声情報を色彩情報に変換する新たな拡
張入力システムの開発, 情報処理学会インタラクション, 2018,
pp.656-661 (2018).
10) 吉田周生, 他: ドローンの新しい操作システムの開発と評価,
情報処理学会インタラクション, 2018, pp.763-766 (2018).
11) 川合康央, 池辺正典, 佐久間拓也.: 幼児の言語獲得に寄与す
るディジタル絵本の試作, 情報教育シンポジウム 2012 論文集,
Vol.2012, No. 4, pp.161-168 (2012).
12) 小林菜摘，川合康央: 感情分析を用いた音声発話の具現化,
日本デジタルゲーム学会第 10 回年次大会予稿集, pp.244-246
(2020).
13) 日本語 Wordnet, http://compling.hss.ntu.edu.sg/wnja/（参照
2020.07.27）
14) WordNet | A Lexical Database for English,
https://wordnet.princeton.edu/（参照 2020.07.27）
15) OPERATOR’S SIDE | ソフトウェアカタログ | プレイステ
ーション® オフィシャルサイト,
https://www.jp.playstation.com/software/title/scps15039.html（参照
2020.07.27）
16) The Explorer: 3D Game Kit - Unity Learn,
https://learn.unity.com/project/3d-game-kit（参照 2020.07.27）
17) Unity - 3D Game Kit Official Thread - Unity Forum,
https://forum.unity.com/threads/3d-game-kit-official-thread.530684/
（参照 2020.07.27）

ⓒ2020 Information Processing Society of Japan

153

