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Abstract
ロボットの動作生成を目指して, 人の対話と同時
に起こるジェスチャーの分類とそれらのジェス
チャー中の手の位置や, 発話との関係を調査した.
ジェスチャーの分類はアノテーターによってラ
ベルづけされ,k-means 法によってジェスチャー
の手の動きのクラスタを生成した. また Wordnet
からジェスチャーとともに現れる発話の上位概
念を取得した. これらの取得したデータの関わり

図 1: Environment setup for 3 person dialogue experi-

を今後も調べていき, ロボットの動作生成へとつ

ment.

なげていく.
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チャー, 拍子のジェスチャー, 指示を表すジェスチャーの

はじめに

4 種類に分類した. 映像的なジェスチャーとは具体的な物

近い未来, アンドロイドなどのロボットがより大衆的に

体を表すものであり, 例えばリンゴの形を表すためにリン

なり, 社会の中での人に役割の一部を代替する場面が増加

ゴの形を手で表現するジェスチャーが当てはまる. 隠喩的

すると思われる. その役割の一つとして, 人と向き合って

なジェスチャーは抽象的な概念を表出するジェスチャーで

対話を行う人間の役割の代替が考えられる. その場合テキ

あり,「行く」などの動作や炎や心などの不定形なものを

ストのみによる対話システムと異なり, 対話の中に言語情

表すのに用いられる. 拍子のジェスチャーは対話の強調な

報だけでなく非言語情報も含まれる. 人間とロボットが

ど目的とした手や指の振動で, 指示を表すジェスチャーは

対面して自然な対話を行うためには, それらの情報からロ

指さしジェスチャーが該当する. また複数の種類の重複が

ボットが相手の伝えたいことを正しく理解したり, 自分の

許されている. この分類のうち映像的なものを用いて CG

表現したいことが相手に伝わるように表現できることが

エージェントの動作を生成する取り組みを LÜcking らが,

望ましい. 当研究室では, 発話に伴う口唇・頭部・表情・

隠喩的なものに関しては Wordnet を用いて門野らが行っ

腰部の動作生成に関する研究をこれまで数多く報告して

ている [12] [6].

きた [2][3][4][5][10][11]. 当研究では, 対話の中で出現する

人間の代替を目的とする場合, 自然なふるまいを行うに

非言語情報のうち発話とともに現れるジェスチャーに焦点

は, 特定の種類のジェスチャーだけでなく全ての種類のジェ

を当て, その動作生成を目的として, 人間の対面対話中に

スチャーの生成を行う必要があり, さらに対話中の人間の

現れるジェスチャーの分析を行った.

動作には言語と関係のないアダプターと呼ばれる癖の動

対話の中におけるジェスチャーにはすでにたくさんの研

作が含まれる. この研究では, それらのジェスチャーの種

究が行われているが, ジェスチャーをその機能ごとに分類

類と癖がそれぞれどのようなときに現れ, 実際の手の動き

する方法として有名なものは McNeill によるものである

とどのような関係があるのか, 個人差の影響はどの程度あ

[13]. McNeill はジェスチャーのうち同時に話された言葉

るのかを分析し, ハンドジェスチャーが可能なアンドロイ

に関連する動きを映像的なジェスチャー, 隠喩的なジェス

ドのジェスチャーを生成することを最終目的とする.
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• 終わり

対話データの取得

2

準備フェーズとは反対に, 手の位置をホームポジ

人間同士による自然な対話データの収集を目的に対話

ションに戻す動き.

実験を行った. 様々な対話状態に対応したシステムを作る

• ホールド

ため,3 人による自由対話を記録し, そのジェスチャーを分

ストロークが起きる前後に手がホームポジショ

析した. これは,2 人での対話では発話相手が決まっていて

ンではない場所にとどまっているフェーズ.

1 人が発話するともう 1 人が必ず対応しなければならない
など状況が限定されるからである. 今回分析したのは 3 組

3. ストローク内でのジェスチャーの機能

による対話で, 被験者は互いに面識がある. 年齢層は 20 代

McNeill[13] の分類のうち映像的, 隠喩的, 拍子, 指示

から 40 代の男女からなる. 実験を複数回行った. 本稿では

とエンブレムの 5 つのカテゴリに分類する. エンブ

そのうち拍子に関するもの以外のアノテーションが完了

ルムとは OK サインや V サイン, バイバイの動作な

した 5 人分のデータを使用する.

実験環境は図 1 に示さ

ど形と意味が社会的に定まっている動きである. さら

れるように四角いテーブルの 3 面に一人ずつ座った状態

に, 映像的, 隠喩的, 指示のジェスチャーに関して, 先

で, 約 45 分間自由対話をしてもらった. 途中, 座っている

行研究 [6] や書籍 [9] を参考に一部変更を加え, より詳

席の位置によるデータの偏りを防ぐため席順を 2 度変更

細なサブカテゴリを定義した. 詳細を Figure 2 に示

した.4 台のカメラによって各被験者を撮影し,3 台のキネ

す. McNeill の定義では, 映像的, 隠喩的, 拍子, 指示の

クトにより骨格情報および映像を, 各被験者が各々に装着

各カゴテリは重複可能であるが, 本研究では, 映像的,

したマイクロフォンと机に設置したマイクロフォンアレイ

隠喩的,, 指示それぞれと拍子との重複のみを考える.

から音声情報を記録した. また, 実験に使うテーブルは被

拍子に関するラベルは以下のとおりである.

験者の手が見えるように十分低くなっている.

実験後,

記録した動画に Openpose[14] を使用し, 全身の骨格 18ヶ

• 動き

所および, 手 21ヶ所, 顔 70ヶ所の 2 次元位置データを取得,
記録した. 座標系は水平軸を x 軸, 垂直軸を y 軸とし, デー

– 単発

タの範囲は 0 から対象となる動画の画素の各軸に対する

上下運動一回のみ

数までとなる.

– 連続

データ処理

3
3.1

上下運動が連続して起こる

• 意味

対話中に現れる手の動きの分類

本研究では得られた実験データ中に現れる手に関連す

– 強調

る動きを次の要素にしたがって定義し, 分類した.

強調部分で行われるビート

1. ジェスチャーと癖

– リズム

対話と関連して現れる動きをジェスチャー, それ以

単にテンポよく行われるビート

外を癖とする. 例えば対話と関係なく自分の体を触る
動きや, 姿勢の変更に関連して発生する手の動きは癖

3.2

に分類される. また, 動きがない状態をホーム, その時

対話中に現れる手の動きのアノテーション

実験で得られたデータに対して 1 人のアノテーターが

の手の位置をホームポジションと呼ぶ.

映像と音声によるジェスチャーの区間と機能のラベル付
けを 3.1 章で定義したカテゴリに従って行った. 以降この

2. ジェスチャーのフェーズ
ジェスチャー動作には一連の流れが存在する. 本研

ラベルをジェスチャーの機能ラベルと呼ぶ. また, ジェス

究ではそれらを構成する要素をジェスチャーのフェー

チャーと発話が同時に発生した場合, その発話を含む一文

ズと呼び,Kendon[8] の分類法に従って以下の 4 つの

を書き起こした.

フェーズに分類する.

3.3

• 準備

ジェスチャーの動作の特徴抽出

実験で得られたデータから各ジェスチャーのストローク

ジェスチャーを行うために, ホームポジションか

フェイズにおける手の振る舞いについて調査する. 手の動

ら手を動かすフェーズ. 存在しない場合もある.

きは複雑かつ多岐にわたるため基準となるクラスタの生成

• ストローク

を試みた. Openpose から得られるデータは各関節に対応

ジェスチャーのメインとなる意味がある動きを

した画素の絶対位置であるため, 話者ごとにカメラからの

行うフェーズ.

距離や体格差によって同じ動きが違ったデータになること
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図 2:

Gesture categoriesThe list of categories and subcategories of gesture meanings in stroke phase

を防ぐため, 平滑化によるノイズ除去を行った後, すべて

縮小した, また, 縮小する際軌跡が途切れないよう縮小前

のデータを首元からの相対位置に変換した. さらに, 文献

の軌跡の幅を図 3 で示したものの 10 倍とした. 写像の類

[1] を参考にして x 軸に対して右肩から左肩の距離を 1,y

似度の計算には比較する点の位置のずれにある程度ロバ

軸に対してのど元から腰の長さが 1 となるようにスケー

ストな SSIM を用いた. この操作により生成したクラスタ

リングを行った. 本稿では, 各腕の動きとして各手首の軌

をジェスチャー動作クラスタと呼ぶ.

跡を用いる.
アノテートされたラベルから各ジェスチャーのストロー

3.4

クフェイズでの軌跡を取得する. 取得した軌跡は各腕に対
して x 方向, y 方向, 時間の 3 軸からなる 3 次元データとな
る.

WordNet による概念抽出

ジェスチャーの機能ラベルや動作の特徴と対話に出現す

ジェスチャーの動作をその機能や同時に発言された

る単語の関係を調べるため, 先行研究に従って WordNet[7]

言葉と対応づけるためには, 何らかの手法で, ジェスチャー

による単語の概念抽出を行った.WordNet は単語を synset

の動きを分類しなければならない. 本研究では k-means に

と呼ばれる類義関係のセットでグループ化していて, 一つの

よるクラスタリングを行う. k-means とは d 次元の n 個

synset が一つの概念に対応している.Wordnet にはこれら

のベクトルの観測 (x1 , x2 , ..., xn ) ∈ x と k 個のクラスタ

の一つ一つの概念に上位の概念や下位の概念といったほか

(c1 , c2 , ..., ck ) ∈ C が存在する場合

の概念との関係性が記録されており, これを利用することで

argminC

k
∑

∑

i=1

x∈Ci

上位語 (Hypernym) や下位語 (Hyponym) などを取得する

cost(x, µi )

ことができる. 本研究では先行研究と同様に単語どうしの関

(1)

連度を測るために国立研究開発法人情報通信研究機構が提

と な る ク ラ ス タ を 計 算 ア ル ゴ リ ズ ム で あ る. た だ

供する WordNet(http://compling.hss.ntu.edu.sg/wnja/)

し,cost(a, b) はベクトル a と b の距離を測る何らかのコ

を用いる. 本稿ではジェスチャーとともに現れた発話一文

スト関数で,µi はクラスタ ci に含まれるベクトルすべての

すべてをジェスチャーと同時に起こったとして解析を行っ

平均値である. k-means に用いるコスト関数として, 一般

た. アノテートされた文に形態素解析を行ったのち, 各単

的にはユーグリッド距離が使用される. ジェスチャーの軌

語を原形に変換し,WordNet を用いて概念を抽出する. 一

跡を扱うにあたって, 時系列データである軌跡に一般的な

単語には複数の概念を持つものがあるが, 統計的な問題か

ユーグリッド距離を用いた方法はジェスチャーには時間的

らそのうち一つを選ばなければならない. また上位の概念

は伸縮が考えられるため有効ではない. 次に時間的な伸縮

も複数存在するのでどの上位概念を取得するかを考える

にロバストな Dynamic Time Warping(DTW) を使用す

必要がある. 今回は, その方法として単語から 2 段階上の

ることが考えられるが, ジェスチャー開始時点での手の位

概念を取得し, もし複数の概念が存在していたならば, 過

置や動きの大きさによる影響によりうまくいかなかった.

去にすでに出現したことのあるものを優先的に選んだ.

そこで, 本研究では, ジェスチャーの軌跡を x-y 平面に射影
し, その写像の類似度をコスト関数とする k-means を用い

3.5

関係性の計算

ることでクラスタの生成を試る. 写像する平面の範囲は,x

3.3 章と 3.4 章で生成したデータとジェスチャー機能ラ

軸に関して肩幅の 2 倍,y 軸に関して肩から腰の下までと

ベルの関係を計算した. 次章はその結果を示す.

し, 計算量の観点から写像した平面の画像を 64*48Pixel に
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図 3:

図 5: Histogram of gesture durations in stroke phases.

An example of projected gesture trajectories of
both hands.

Cross points indicate start points of the gesture.
X-axis and y-axis are normalized to the shoulder and
hip joints drawn by light dots.

4

結果
この章ではジェスチャー機能ラベル, ジェスチャーの動

き, ジェスチャーと同時に出現する単語の関係に関する 3
調査結果を示す. データは実験を行ったグループのうちア
ノテーションが完了している 1 グループのデータを用い
て計算した.

Fig 4 に示す通り, ジェスチャー機能のラベルと癖の動き
の分布は, 映像的ジェスチャーが 57 回, 暗喩的ジェスチャー

図 6: Example of a gesture cluster potentially

が 221 回, 拍子ジェスチャーが 504 回, 指示的ジェスチャー

expressing up-down movements.

が 110 回, 癖が 146 回だった. なお, 拍子ジェスチャーはほ

かのジェスチャーと重複を許すが, 今回は, 重複していない
ものだけを拍子ジェスチャーとして計算した. また, 各ジェ
スチャーのストローク部分の継続時間は Fig 5 となり,0.5
秒から 1 秒の間が一番多かった.

4.1

ジェスチャー動作のクラスタリング

3.3 章で説明した方法を用いて,3 人分のデータを 100 ク
ラスに分類した時の結果を示す.Fig 6,Fig 7 に示したもの
は 3 人分のデータを 100 クラスに分類した時のあるクラ
スタ内に含まれる一部のジェスチャーの軌跡の射影図であ
る.

同じ色で示される 2 曲線が対となる左右の手の動き

となる.Fig 6 に示されるクラスタは, 腕の上下運動を表す
図 4:

と思われる. このクラスタは, 上または下への両手の動き

Number of occurrences of gesture meaning

3 例と上または下への片手の動き 1 例, 両手を上にあげて

categories.

から下に戻す動きを含んでいる.
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表 2: Nouns mostly appeared in diﬀerent gesture mean-

ing categories.

図 7: Example of an ineﬃcient gesture cluster

クラスタもあったが, できていないものも散見された. そ

containing diﬀerent types of trajectories.

の原因として以下のことが考えられる. 一つ目はある点に
とどまっているジェスチャーと動いている点では動いてい
る点の影響が大きいことがあげられる. これは射影平面上
でジェスチャーの軌跡が通る距離が変化するためであり

表 1: Word concepts mostly appeared along with ges-

その結果 Fig 6 内でみられるような, 片一方の手のジェス

tures.

チャーは類似しているがもう片一方の手の動きは類似して
いないものが同一のクラスタになる現象が発生すると思
われる. 次に, 往復動作と往のみの動作の区別がほとんど
できないことも原因として考えられる. さらに, 今回の実
験データでは指先の情報を使用しておらず, ジェスチャー
が発生しているはずの区間でも軌跡では動いてないよう
に見えるものが多数存在した. これらの改善のために, ク
ラスタリングの手法の見直しや, 指の情報を追加するなど
対策を今後行っていく.
次に, ジェスチャーの機能と単語の対応について,Table 2
では, 名詞に限定して単語の調査をし,Table 1 や Table 3
ジェスチャー機能ラベルと出現する単語の関係

では,Wordnet を用いて概念を検索したものである. 前者で

Table 1 はジェスチャーとともに出現する概念数を,Ta-

は, 映像隠喩に感じやみたいといった比喩表現, 指示に人物,

ble 3 に示したものは各ジェスチャー機能ラベルとそれと同

エンブレムに数字が多い系傾向にあることが分かるのに対

時に出現する単語の概念の関係を表したものである. 左か

し後者のほうは傾向がつかみにくい. これは Wordnet で上

ら出現した概念名, 出現回数, 出現した回数のうち, 各ジェ

位概念に上りすぎたため一つの概念がカバーする範囲が

スチャー機能ラベルとともに現れる確率を示す. 例えば, 指

広くなりすぎている可能性が考えられる. 以降は Wordnet

示カテゴリの中の聴覚コミュニケーションの概念は, 全会

をどこまでたどるか, どの品詞をたどるべきかなどを検討

話中に 72 回出現し, その中の 36 回は指示的なジェスチャー

していく. また,Wordnet には一つの単語に複数の上位概

とともに現れたということを表している. また,Table 2 で

念が候補として出てくることがあり, 前後の文脈などで正

示されるのは, ジェスチャー機能のカテゴリごとの名詞の

しいものを選択す機構も必要と思われる. これらの課題を

出現度を示す.

解決しながら, 自然な動作が行えるよう動作生成へのモデ

4.2

ルの検討も進めていく.

5

考察と今後の展望

6

Fig 4 より, ジェスチャーの機能の割合やジェスチャー

謝辞

が起きる頻度には, 同じ対話に参加していても個人差があ

この研究は JST, ERATO（グラント番号：JPMJER1401）

ることが分かる. ジェスチャー動作のクラスタリングにつ

の一環として行われたものです. ジェスチャーの分類やラ

いて,Fig 6 のようにある程度クラスタリングができている

ベリングに協力いただいた三方瑠祐氏, 村瀬妙子氏, 奥野
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表 3: Word concepts mostly appeared in diﬀerent gesture meaning categories.

美紀氏に感謝する.
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