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Abstract: 現在 RoboCupの標準プラットフォームリーグ (SPL)では, ロボット間のコミュニケー
ション手段として, 主に無線通信が用いられている. しかし, 人間のサッカーにより近づけていくた
めには, 無線通信に代わるコミュニケーション方法の開発が必要となる. 本研究では, 無線通信に代
わるものとして, 音声を用いたコミュニケーションについて検討する. 具体的には, 自然言語の合成
音声に対し, スペクトル拡散法を用いて秘匿データを埋め込む手法を提案する. そして, ロボット間
の距離と透かし情報の大きさを変更した場合でのビット誤り率の比較検証を行った.

1 はじめに

RoboCupでは 2050年までに, サッカーワールドカッ
プの世界チャンピオンに勝てるロボットサッカーチーム
を作ることを目指している [1]. RoboCupサッカーの標
準プラットフォームリーグ (Standard Platform League：
SPL)では, 全チームが同一のロボットを用いてソフト
ウェアシステムの優劣を競うリーグである [2]. 現在は,

SoftBank Robotics社のヒューマノイドロボットNAO

が用いられている.

現在RoboCupでは, ロボット間コミュニケーション
に無線通信を用いることが主流である. しかし, 将来人
間と対戦する上で, より人間と同じ条件にするために
は, 無線通信に代わるコミュニケーション方法が必要と
なる. とりわけ, SPLでは, 無線通信におけるパケット
量を制限したり, ホイッスルの音源定位に関するテクニ
カルチャレンジが行われたりするなど, 無線通信ではな
く音を利用したロボット間コミュニケーション技術の
開発が求められている.

一般的に,音を利用したコミュニケーションには,モー
ルス信号のような符号的な音や自然言語の発話が考え
られる. 前者は, 人間には識別が困難である. エンター
テインメント性を考慮すると, 人間のサッカーに見られ
るような, プレイヤーと観客とのインタラクションは生
まれにくく, 観客を置き去りにしてしまいかねない. 一
方, 自然言語の発話によるコミュニケーションは, 観客
にもロボット同士のコミュニケーションが理解でき, ロ
ボットが何を考えて動いているかが推測できる. しか

し, 単位時間あたりに伝えられる情報量が少ないという
ことや, 相手チームにも対話内容が伝わってしまうとい
う危険性がある.

本研究では, この問題を解決するために, 自然言語の
発話の中に, 秘匿データを埋め込む手法を提案する. 具
体的には, スペクトル拡散法を用いて合成音声にビット
列を埋め込む. これにより, 観客は合成音声からロボッ
ト同士の対話を観察でき, ロボットは埋め込まれたビッ
ト列から命令や意思疎通を行うことができる. さらに,

相手チームからはビット列が読み取られないよう, 秘匿
性を担保することも可能となった.

2 先行研究

2.1 スペクトル拡散

スペクトル拡散 (Spread Spectrum：SS)方式とは,信
号の変調方式のことであり, 携帯電話や無線 LANなど
の無線通信や, 音響電子透かしなどで用いられている
[3][4][5]. SS方式では, 通常の情報伝送に必要な帯域幅
を大幅に超えたより広い帯域幅を持つ信号を用いて通
信を行っており, 秘匿性や耐ノイズ性といった通信を行
うにあたって非常に優れた特性を有している.

SS方式には, 直接拡散 (Direct Sequence：DS)/SS方
式や周波数ホッピング (Frequency Hopping：FH)/SS

方式などがある. DS/SS方式では, 信号強度を常に弱
い状態で保てるため, FH/SS方式よりも秘匿性が高い
と言える. 本研究の趣旨として, 秘匿性がある方が望ま
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しいと考えられることから,DS/SS方式を用いた音声通
信について考察する.

図 1に DS/SS方式の送信機,受信機の構成における
データの流れを,図 2に各状態でのデータの様子を示す.

最初に, データを BPSK(Binary Phase Shift Keying)

やQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)を用いて変
調する. 高速通信には向かないものの, 伝送品質が劣化
しにくいことから, 本研究では BPSK変調を用いるこ
ととする. 次に, 拡散系列を用いてデータの拡散を行い,

送信機から受信機へ拡散したデータを送信する. 受信
機では, 受信したデータに対し逆拡散を行うことで, 拡
散を行う前のデータ得ることができる. 最後に, 復調器
でデータの復調を行うことで, データの復元ができる.

図 1: DS/SS方式におけるデータの流れ

図 2: DS/SS方式における各状態でのデータの様子

2.1.1 逆拡散

逆拡散では, 図 3のように重み係数として拡散系列
を与えた相関器を生成し, 受信信号との相関を求めて
いる. 相関が高い程出力される値の絶対値が大きくな
る. そのため, 図 4のように相関器出力の各ピークを取
り出すと拡散前の変調したデータを復元できる.

2.1.2 レイク合成

スペクトル拡散方式では, 伝送信号の波形が歪になる
選択性フェージングを解決することは可能である. し

図 3: 相関器の入出力のイメージ

図 4: 相関器の出力例

かし, 伝送信号波形の振幅が小さくなるフラットフェー
ジングの影響を受けてしまう.そのため, 必要となるの
がレイク合成である [6]. レイク合成では, スペクトル
拡散方式で分離されたマルチパス信号を SN比が最大
になるよう合成する. すると,受信した伝送信号が大き
くなり, フラットフェージングの影響を軽減できる. SN

比を最大にするには, 最大比合成を行う. 最大比合成と
は, 各伝送経路に重み係数を掛け, 位相を揃えて合成す
る手法である. この重み係数をチャンネル係数と呼び,

1を拡散して送信したものを受信機で相関器に通すこ
とで得られる.

2.2 線形予測分析

線形予測分析とは, 現在の出力サンプル値 xt がそれ
以前の N個のサンプル値の線形結合によって予測され
るものとするモデルで, 声道フィルタの推定など音声分
析に広く用いられている手法である [7][8].

声道フィルタH(z)を,

H(z) =
1

1 +

N∑
n=1

αnz
−n

と表される全極型のフィルタで近似することを考える.

αnを線形予測係数と呼び,この値を調整することで,声
道フィルタを近似する.
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3 提案手法

本研究では, 送信したいビット列をスペクトル拡散さ
せて, 合成音声に埋め込んだ. この音声をロボットのス
ピーカから送信し, 別のロボットで受信して得た音声か
らビット列を復元した. 提案手法における音声生成か
らビット復元までの流れを図 5に示す. この手法によ
り, 人間にも理解できる音声に, 秘匿化された情報を埋
め込むことができる.

3.1 音声へのビット列の埋め込み

音声生成部分では,まず,送信したいビット列をBPSK

変調する. 例えば, 送信したいデータが {1, 0, 1, 0}で
あれば, BPSKによる変調後は {1,−1, 1,−1}となる (0

が-1に変換される). これと, 拡散系列をビット毎に掛
け算し, 拡散ビット列を得る. 拡散ビット列の音圧レベ
ルを調整するため, 合成音声に重み係数を乗じてパワー
を増幅した後, 拡散ビット列と足し合わせ, 再生する音
声を得る.

3.2 ビット列の復元

ビット復元部分では, まず, 録音した音声にハイパス
フィルタをかける. これにより, 合成音声の影響を低減
させるとともに, 低周波ノイズが除去できる. 次に, 拡
散ビット列を作成するときに使用した拡散系列を用い
て, ハイパスフィルタをかけた録音音声の自己相関を求
める.

実環境で録音すると, 壁や障害物などに反射して遅延
波が発生し, 相関器の出力しまうため, レイク合成によ
り, 先行波と遅延波のピークの合成を行う. レイク合成
後, BPSK復調を行い, ビット列を復元する.

4 実験

本研究では, 前節の提案手法を用いて合成音にビット
列を埋め込み, 実環境にて送受信を行った. 実験の評価
のポイントは次の 3点である.

• 送信側ロボットと受信側ロボット間の距離

• 合成音と埋め込みビット列の SN 比 (Signal-to-

Noise Ratio：SNR)

• ビット誤り率 (Bit Error Rate：BER)

4.1 実験条件

実験は, 愛知県大学次世代ロボット研究所のアリー
ナ (室内)にて行った. 実験中の環境音の大きさは 40～
45[dB]程度であり, 換気扇の運転音のみが聞こえる状
態であった.

音声の送信, 受信には, 現在, SPLで使用されている
SoftBank Robotics 社の NAO V6(図 6, 7) を用いた.

NAO V6のスペックを表 1に示す [9]. 送信には左右
両方のスピーカから音声を出力し, ビット列の復元に
は 4つのマイクのうち 1つのマイクからの情報のみを
使用した. なお, 送信, 受信時のサンプリング周波数は,

NAOで録音可能な値である, 48,000[Hz]とした.

表 1: NAO V6のスペック
項目 詳細
OS NAOqi 2.8

高さ 57.4cm

スピーカ 左右 2つ
マイク 指向性マイク 4つ

音声を送信側NAOと受信側NAO間の距離は, 1.0m,

3.0m, 5.0m, 7.0m, 9.0m, 10.8mの 6パターンとし, そ
れぞれの BERを比較した. NAOは, 図 8に示すよう
に, それぞれが正面を向き合うように配置した. 送信
側NAOは直立しており, 受信側NAOはしゃがんだ状
態である. 現在, SPLのフィールドの大きさは 6.0m ×
9.0mであり, 10.8mまで誤りなく情報を伝送できれば,

実用上, 十分にフィールドをカバーできたといえる.

4.2 実験用音声の生成

まず, 実験を行うために, 送受信するための音声を作
成した. 合成音声は表 2のように作成した. 声帯音源
は, 基本周波数 250[Hz]の音源に共振周波数 1,000[Hz]

の 2次フィルタをかけ, ランダム雑音を足し合わせた.

声道情報には, 人間が発話した音声から線形予測分析
(次数 20)で抽出した線形予測係数を使用し, フレーム
単位 (フレーム長：1,024点)で声帯音源にフィルタリ
ングした. また拡散ビット列は表 3のように作成した.

表 2: 作成した合成音声
項目 詳細
発話内容 “ガンバレーガンバレー”

発話時間
7.0[sec]

(末尾 0.2[sec]は無音区間)

サンプリング周波数 48,000[Hz]

基本周波数 250[Hz]
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図 5: 提案手法における音声生成からビット復元までの流れ

図 6: NAOの前頭部

なお, 拡散系列には, 1と-1がランダムで現れる系列を
使用した.

表 3: 作成した拡散ビット列
項目 詳細

送信ビット列 {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1}
伝送速度 1[bps]

拡散系列長 48,000/bit

変調方式 BPSK

合成音声と拡散ビット列を足し合わせる際, そのまま
足してしまうと, 拡散ビット列の音の大きさが大きすぎ
るため, 500, 900, 1,600の 3パターンで合成音声に重
みづけを行った後, 拡散ビット列と足し合わせて正規化
をした. 重み係数を乗じた合成音声と拡散ビット列と
の SNRを表 4に示す. 同表より，重み係数が大きくな
ると SNRも大きくなるので, 生成音声のノイズ成分が

図 7: NAOの後頭部

小さくなり, 人間が聴取したときに合成音声が聞き取
りやすくなる. なお, SNRは合成音声を信号, 拡散ビッ
ト列を雑音成分として算出した.

表 4: 重み係数と SNRの対応
重み係数 SNR[dB]

500 40.8

900 45.9

1,600 50.9

それぞれの重みで合成音声と足し合わせ, 送受信した
ときの BERを観察した. なお, 全体で 7ビット送信す
ることになるが, 先頭 1ビットはチャネル係数を求める
ためのテストデータとして用いるので, ビット誤り率は
6ビット中の誤り率となる.

103



図 8: 実験中の NAOの配置

4.3 ビット列の復元

音声の送受信にはNAOを用いたが, 計算コストのた
め, ビット列の復元には計算機を使用した. ハイパス
フィルタは, 受信音声に表 5の条件で処理を行った. レ
イク合成のチャネル係数には, 受信音声の初めの 1秒の
自己相関を用いた.

表 5: ハイパスフィルタの条件
項目 詳細

使用ソフトウェア MATLAB R2019b

使用関数 highpass

通過帯域周波数 4,000[Hz]

4.4 結果と考察

合成音声の重み係数ごとに, ロボット間距離を変更し
たときの BERの推移を図 9に示す. ただし, BERは,

重み係数とロボット間距離の組合せ毎に 5回送受信を
行ったときの平均値である. 重み係数が 500のときは,

すべてのロボット間距離で BERが 0[%]であった.

環境音が 40～45[dB]という実験環境では, 重み係数
が 500のとき (SNRは 40.8[dB]), SPLフィールド全体
に誤りなく情報を伝送できると思われる. 重み係数が
900, 1600のときは, 拡散ビット列の音の大きさを弱め
すぎてしまい, 環境音と分離できなくなったものと考え
られる.

5 おわりに

本研究では, 合成音声にスペクトル拡散させたビッ
ト列を埋め込み, 実環境で送受信した. 環境音が 40～
45[dB]であれば, SNRが 40.8[dB]の音声を用いて SPL

フィールド全体に誤りなく情報を伝送できることがわ
かった.

今後の課題として, ノイズの少ない実験環境ではな
く, より環境音が大きく, 瞬間的なノイズも混在し得る

図 9: 重み係数毎のボット間距離に対応する BER の
推移

状況での対処方法を検討していきたい. また, 観客に
とって違和感のない SNRの限界や, 伝送速度を増加さ
せる方法も探りたい.
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