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対人業務訓練・支援のための認知的インタラクション
支援技術に必要となる領域オントロジーについて
Work Training Support System based on Cognitive Interaction Support Technologies
integrated with AI and XR (and where is your domain ontology?)
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Abstract: AI and XR integrated cognitive interaction technologies are expected to be an important
component for work training support systems. In this presentation we will discuss what domain ontologies
will be required to implement such systems.

序論

るために必要となる知識ベースの要件について
検討する。

少子高齢化に伴う労働力人口の急激な減少へ
の対策として、政府は「働き方改革」の実現を目
指しており、潜在的労働者の労働市場への参加と
労働生産性の向上は大きな課題となっている。
離職意向の低減施策においては、従業員満足度
を向上させる施策が数多く議論されてきたが、国
民の労働市場への参加促進と生産性向上のため
には、就業時のみならず、訓練時の満足度の向上
が不可欠である。幅広い人材を活用するためには、
職業訓練時から、従業員の自己効力感を高めると
共に、適切な自己評価能力を引き上げることで
「仕事の質（QOW, Quality Of Work）
」の向上を支
援することが有効であると期待される。このよう
な支援を実現するために、従来型の業務マニュア
ルやロールプレイによる職業訓練に対して、効果
的な「認知的インタラクション」を支援する技術
の開発が望まれる。具体的には、さまざまな職種
において新規参入労働者のように未熟練な従業
員が自己効力感をもって働く意欲を高めつつ、効
果的に業務に熟達することを支援する技術であ
る。また、これらの技術はセンサー・デバイスの
開発からセンシング・データを処理する知識ベー
ス、認知インタラクションを伴う訓練者への介入
を実現するヒューマンインタフェースまでを含
むサイバー・フィジカル・システム（CPS）として
労働現場で社会実装することが求められる。
本発表ではこのような支援システムを実現す

課題設定
本研究では、主に対人業務を扱う複数企業の事例
を対象として、センシング技術とエスノグラフィ的
手法、実場面における認知的インタラクションを感
情面まで含めて測定したデータが計測現場、計測実
験毎に個別に継続的にアーカイブされることを寄与
のものとする。
本研究はこれらのデータを知識ベース化すること
で、作業者のモチベーションの向上と効率的業務遂行
やそのためのスキル向上が期待できる業務訓練・支援
課題を抽出可能にすることを目指す。さらに、そのよう
な知識ベースを、自己効力感を高める認知的インタ
ラクションをバーチャルリアリティ技術等（XR）に
より再現する業務訓練・支援システムに応用するこ
とを目指す。

関連研究
従業員の自己効力感を高め、適切な自己評価能
力を引き上げる職業訓練支援システムを支える
知識ベースを構築するためには、従業員の行為・
生活モデルを記述する語彙体系が必要となる。[3]
は PDR（Pedestrian Dead Reckoning）センサーモジ
ュールで取得したデータや音声データから従業
員の業務行為を推定する技術を開発し、行為を記
述する語彙として８つの SO（Service Operation）
分類を定義した。本研究課題においては、認知的
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図１ 業種横断的サービスアノテーション体系とタスクシーン・オントロジーの構築

インタラクションによる行為への介入が必要と
なるため、より粒度の細かい、また構造化された
行為語彙体系を検討する必要がある。[2]はライフ
スタイルにおける標準語彙（LS 標準語彙）を検討
している。生活シーンに関する行為分解木から一
般的に使用されている表層語彙を抽出し 218 語彙
の LS 標準語彙を採用している。
本研究課題では、
接客業に特化し QOW を評価する行為語彙体系が
必要となる。
知識ベース構築には、データ統合が必要となる。
オントロジーによるデータ統合の方法としては、ス
キーマに基づく統合とデータに基づく統合手法があ
り、前者は組織統廃合における人データベースのス
キーマ統合、後者はデータのアノテーション情報に
基づいて統合を行う医学生物学データベースが典型
的な例である[1]。本研究課題では、研究開発中のセ
ンサーデバイスを含めた多種多様なセンサーデータ
を利用するため、後者のデータに基づく統合のアプ
ローチを選択する。

に構築するアプローチを取る。

方法

参考文献
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