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【概要】 

１．藤江 真也 （11：00～11：40 質疑応答含む） 

「空間共有型コミュニケーションデバイスとしてのロボットに関する研究」 

ロボットが人と自然にコミュニケーショ

ンを行えるようになる為には，人同士が日

常的に用いているコミュニケーション手

段を実現する必要がある．人同士のコミュ

ニケーションにおいては，音声言語が用い

られるのは勿論のこと，表情の変化やちょ

っとした身振りなどが用いられている．本

研究は，コミュニケーションに用いられる

各種情報を認識する手法を検討するとと

ともに，これらを実際のロボット上に実現

して実験を行う事でその有効性を明らかにすることを目的とする．本講演では，これまでに

開発した認識技術およびロボットについて紹介する．特に，発話音声に含まれる言語外の情

報を用いた発話態度認識，人の発話にあわせた相槌生成，システム発話中における相槌認識

等の音声に関する研究や，うなづきや首振りなどの頭部ジェスチャ認識，笑顔等の顔表情認

識等の画像に関する研究，またそれらを組み込んだ会話ロボット ROBISUKE を紹介する． 

 

Studies on robots as space-sharing communication device 
The communication methods in our daily life are necessary for robots to realize a natural 
communication. People use not only spoken utterances but also still other information, 
such as facial expressions and gestures when they communicate. In this study, the 
recognition methods of such information useful for communication are proposed and 
implemented on a conversation robot, and the effectiveness is evaluated through the 
experiments. The recognition methods and a robot developed so far are presented in this 
talk. Particularly, the topics are the speech-related techniques such as utterance 
attitude recognition and the back-channel feedback generation and recognition systems, 
and also the image-related techniques such as head gesture recognition and facial 
expression recognition. The conversation robot "ROBISUKE" is also presented. 



２．藤巻 和宏助教 （11：50～12：30 質疑応答含む） 
「中世南都宗教言説史の構築―近代から見た前近代の知的体系―」 

 これまで日本文学研究の対象は、特定の

作家・作品に偏向しており、作品という形

態をとらない言説や事象は研究対象と認

識されにくい状況であった。こうした「大

作家大作品主義」というイデオロギーは、

西洋の影響下になされた学問領域の再編

とそれにともなう特定作品のカノン化の

過程で形成された極めて近代的なもので

あり、これによって前近代を考察する際に

は留保が必要である。 

 さて、私自身は研究テーマとして「宗教言説史研究」を標榜している。これは、現行の学

問分類には当て嵌めにくいが、資料として残存するものだけでなく、その背後に展開してい

たことが想定される宗教言説群の総体を対象とし、それらの生成・展開の様相を考察するも

のと定義できる。その上で、まずは中世南都という範囲、そして「霊地ネットワークの形成」

という具体的な問題を考察する。同時に、それを生み出した当時の知的体系も考慮する必要

があり、それを成り立たせる基盤にも注目したい。つまり、諸文献の分析を通じ霊地ネット

ワークの実態に迫りつつ、それを人的交流のみならず思想的結合というレヴェルで保証して

いる当時の宗教者の世界認識までもが射程に入るのである。 

 

Framing a History of Religious Discourses in Medieval Nanto (Nara): On the 
Pre-Modern Intellectual System Seen through the Modern Ages 
 Until today the subjects of Japanese literary studies have centered around particular 
writers or works, and various discourses and phenomena without literary fame have 
remained almost untouched as a subject of serious research. What we may call the 
ideological ‘favoritism of great writers and great works’ is a modern invention which 
appeared in the course of the reorganization of scientific fields under the influence of the 
West, and of the concomitant canonization of some particular works. This ideology or 
attitude should be suspended in exploring the pre-modern ages. 
The speaker in the meantime has advocated a ‘historical study of religious discourses’ as 
his own subject. This can be defined as a study of not only the entire religious discourses 
including existent texts and those assumed to have existed but also aspects of their 
generation and movement. The speaker will consider firstly such specific problems as 
the realm of medieval Nanto and the ‘formation of hallowed-place network’, and 
secondly the contemporary intellectual system creating it and the basis enabling it to 



subsist. In other words the speaker will approach the reality of hallowed-place network 
by analysis of manifold literature. As a result the human interaction and worldview of 
the contemporary religious will come within our sight. 


