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1．は じ め に

2･1

ロボカップとは

ロボカップ（RoboCup）[Kitano 97] は，2050 年まで
に「サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる，自律

AI チャレンジ研究会（SIG-Challenge）
（http://

型ロボットのチームをつくる」ことをランドマークとし

www.osaka-kyoiku.ac.jp/~challeng/，主査：光

たプロジェクトとして，日本の研究者らによって提唱さ

永法明，主幹事：鈴木麗璽）では，ロボットを題材に，

れた．その過程において，人工知能やロボット工学など

実環境・実時間での動作を可能とする人工知能技術の確

の研究を推進し，さまざまな分野の基礎技術として波及

立を目指し，ロボカップ，ロボット聴覚・音環境理解の

させることを目的としている．現在は，サッカー（ロボ

二つのテーマを中心に議論を行っている．ロボカップを

カップ・サッカー）だけでなく，大規模災害へのロボッ

テーマとした回では，実際にロボカップの大会で用い

トの応用としてのレスキュー，家庭環境での応用を目指

られている最新の人工知能技術に対する研究発表を中心

した @Home（アットホーム）
，工場内での搬送などを模

に，また，ロボット聴覚をテーマとした回では，ロボッ

擬したロジスティクスリーグがある．さらに，次世代の

トが自らの耳で音を聞き分ける技術を確立することを目

技術の担い手を育てるジュニアの大会も開かれている．

的に基礎からアプリケーションまで幅広い人工知能に関
する研究発表，議論が活発に行われている．本稿では，
このような特色ある研究会について，テーマ別に紹介す
る．

2･2

ロボカップに関する話題

ロボカップ特集では，サッカーシミュレーション 2D
（選手やボールの動き，視界などを水平面に限った二次
元世界でのサッカーシミュレーション，動きを水平面に

2．テーマ：ロボカップ

限らない 3D のシミュレーションリーグが別にある）に
関する論文が継続して投稿されており，近年は相手チー

本研究会では，
「ロボカップ特集」として，ロボカップ

ムの戦略を読み，自チームの戦略を変えていくためのア

と関連とした話題を中心とする回をロボカップ・ジャパ

プローチの提案が増えている．また同一のハードウェア

ンオープン（5 月開催が多いが，2019 年は 8 月開催）と
併催している．また日本ロボット学会インテリジェント
ホームロボティクス研究会＊1 との連続開催をしている．

＊1 http://intelligenthomerobotics.org/
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図2
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ロジスティクスリーグの様子．
円形の移動台車が無人搬送車で直方体が工場内の工作機械
に相当する
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ドローンによる地上の音源探査．
先端に取り付けてある白い球の一つが 16 ch のマイクロホ
ンアレーとなっている（[ 公文 18] より）

としてさらに発展させた，Nakadai らによって提唱され
た研究領域である [Nakadai 00]．実環境でロボットが自

を用いてサッカーの試合をするサッカー標準プラット

らの耳（マイクロホン）を用いて，周囲の音環境理技術

フォームリーグ（同一ハードウェアのヒューマノイドを

の構築，および技術の実世界への適用を扱う．

使う）
，@Home リーグ，ロジスティクスリーグの話題が

本テーマでは，ロボット自身から発生する雑音，周囲

多い．@Home リーグの研究課題は自己位置同定，画像

雑音，同時発話，音声に限らないさまざまな音源からの

処理，音声認識，個人識別，自然言語処理，物体の把持

混合音を扱う必要がある．こうした問題を解決するため

や操作と多岐にわたるが，家庭で使用するロボットであ

に，人間や動物にヒントを得た両耳聴，視聴覚統合，マ

るため人との対話が必要になる．関連して，最近では単

イクロホンの本数にこだわらないマイクロホンアレーの

語のベクトル表現の応用について投稿があった [矢野 19]．

利用，ロボットならではの積極的な動作利用（アクティ

ロジスティクスリーグ（RCLL）は工場内で生産の自

ブオーディション）などさまざまなアプローチから，音

由度を高めるために無人搬送車が利用されていくことを

源定位，音源追跡，音源分離，音声認識といった技術を

想定し，工場での搬送計画などを競技としたリーグであ

中心に研究報告があり，毎回アクティブな議論が行われ

る（図 1）
．世界大会がすでに行われているが，日本で

ている．近年，大きな進展があった深層学習のロボット

は 2019 年のジャパンオープンで初のデモが行われる予

聴覚・音環境理解への適用も活発に議論されている．ま

定である．このように新しい RCLL についても本研究会

た，ロボットでの聴覚実現には，ロボティクスだけでな

では議論がある [山北 19]．

く，制御，信号処理といった工学から，心理学，脳科学

日本発の取組みとしてはサッカー小型ロボットリーグ

といった理学まで，横断的に広く知見を取り入れる必要

にヒューマノイドによる試合を行うリーグを追加する提

があり，関連のある異分野の方から基調講演をいただい

案が本研究会でされた [升谷 09]．これは環境設置型カ

たり，他研究会との併催も積極的に行っている点も特色

メラ，外部計算機と車輪型ロボットを用いる小型ロボッ

である．

トリーグで，ロボットをヒューマノイドとする提案であ

成果の一例として，ロボット聴覚用オープンソースソ

る．これにより豊富な計算機資源と環境カメラが利用で

フトウェア HARK ＊2 が公開されている．2018 年 12 月

きる環境下で重量が軽いヒューマノイドによるサッカー

現在のダウンロード数は 13 万件を超えており，多くの

の試合が可能になり，技術の発展を待たずに実環境で

ロボット系・音響系の研究者に利用されている．また，

ヒューマノイドの試合をテーマとした人工知能部分の研

国内では毎年冬（12 月頃）
，国外では不定期（最近では

究に集中できると期待され，ジャパンオープンでも競技

2018 年 10 月に開催されたロボット分野の主要国際会

が行われている．

議 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems（IROS）にて）で講習会・ハッカ

3．テーマ：ロボット聴覚・音環境理解

ソンを開催し，初歩的な使い方から応用例までを実際に
体験してもらっている．講習会の開催情報は上記 HARK

ロボット聴覚・音環境理解をテーマとした研究会は，
例年秋（11 月頃）に開催している．
3･1

ロボット聴覚・音環境理解とは

音環境理解
（Computational Auditory Scene Analysis）

のホームページにて随時公開しているので，ぜひチェッ
クされたい．
3･2

実世界への応用

これまでに発表された研究報告の中から，実際に実世

は，音声に限らない，一般的な音の理解を工学的に実現
する問題を扱う基盤技術である．また，ロボット聴覚
（Robot Audition）は，音環境理解をロボット向けの技術

＊2 https://www.hark.jp/
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ロボットの知能化など AI のロボットへの応用に興味
のある方は，ぜひ一度 AI チャレンジ研究会にいらして

ݤãഘä

議論に参加していただくとともに，ロボカップ・ジャパ
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図3

屋外設置型 16 ch マイクロホンアレー DACHO（左）を用
いた夜間に鳴くトラツグミの歌の到来方向定位（右）．
偏角はマイクから見た方位，動径は仰角（真上が 90 度）
（[松林 18] より）

界への応用を行っている報告を紹介する．公文らは，災
害現場などにおける救助活動支援の一環として，ドロー
ンによる地上の音源探査に関する報告を行っている [ 公
文 18]．人が到達できない，あるいはカメラで発見でき
ない要救助者を，ドローンに搭載したマイクロホンア
レーを用い（図 2）
，上空から人由来の音を探査するこ
とで位置を特定する試みである．ロボット聴覚技術を，
ノイズ耐性向上や三次元化などの観点から発展させ，ド
ローンの騒音下での上空からの音源探査を実現してい
る．このような極限環境への対応により，ロボット聴覚
技術のさらなる発展が期待できる．
また，関連技術の野生生物の生態観測への応用も試み
られている．例えば，鳴き声を光に変換する音声可視化
システム「カエルホタル」によるカエルの合唱の観測と
分析 [合原 14] や，ロボット聴覚技術を活用した森林性
鳥類の歌行動観測（プレイバック実験での歌の方向分布
[炭谷 16]，空間情報を用いた鳥の歌分析 [小島 16]，夜
に鳴く鳥の観測 [松林 18]（図 3）
）などが議論されている．
これらの観測手法は生物に直接触れない非侵襲性である
ため，長期・広範囲の行動観測と親和性が高く，環境調
査や生態音響学への応用が期待される．また，基調講演
においても，コウモリの生物ソナーなど生物の行動につ
いてお話しいただいている [飛龍 18]．人と人工物を取
り巻く自然全体の音環境理解に向けて，AI 関連分野か
らの貢献が期待される．

4．お わ り に
AI チャレンジ研究会について紹介した．さまざまな
テーマ（現状では，ロボカップおよびロボット聴覚・音
環境理解）を扱い，実環境・実時間での動作を可能な人
工知能技術を確立するというチャレンジングな目標を
もって活動を行っている．予稿集は完全電子化しており，
過去分も含め Web サイトで公開している＊3．

＊3 http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~challeng/

ンオープン，HARK 講習会など併設イベントにも訪れて
いただきたい．アカデミックからエンタテイメントまで，
ロボットへの AI 技術適用とはどういうことなのか実際
の雰囲気を肌で感じることができる．新たな研究テーマ
の発見にも役立つであろう．
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