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あらまし  ピクトグラムとは，日本語で絵記号，図記号と呼ばれるグラフィックシンボルであり，意味するもの
の形状を使ってその意味概念を理解させる記号である．我々の研究グループでは，人型ピクトグラムを用いたコン

テンツ作成環境「ピクトグラミング（Pictogramming）」を開発している．人型ピクトグラムの形状のシンプルさや，
命令セットの単純さを生かして，そのスマートフォン版である「モバイルピクトグラミング」も開発・公開してい

る．しかし，現状ではソフトウェアキーボードによる入力のみをサポートしており，入力インタフェースの改良が

喫緊の課題であった．そこで，スマートフォンに標準でサポートされている音声入力機能を利用した入力方式を実

装したので，報告する． 
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1. はじめに  
ピクトグラムとは，日本語で絵記号，図記号と呼ば

れるグラフィックシンボルであり，意味するものの形

状を使って，その意味概念を理解させる記号である [1]．
共通化の重要性から，世界では ISO（国際標準化機構）
を中心に規格の審議や策定が進められており， ISO 
3864 の付録では，人間のピクトグラムに特化した作成
ガイドラインが提示されている．以後，本論文では，

このピクトグラムを人型ピクトグラムと呼称する．  
我々の研究グループでは，人型ピクトグラムを用い

た コ ン テ ン ツ 作 成 環 境 「 ピ ク ト グ ラ ミ ン グ

（Pictogramming）1」を開発している．「ピクトグラミ

ング」は，ピクトグラムとプログラミングを組み合わ

せた造語であり，初学者向けプログラミング学習環境

の用途でも用いられている [2]．「ピクトグラミング」
は Web アプリケーションであり，PC での利用を想定
した開発に重きを置いてきたが，人型ピクトグラム自

体の形状のシンプルさや，命令セットの単純さを生か

して，スマートフォン上で動作する「ピクトグラミン

グ」も開発・公開し，「モバイルピクトグラミング」と

呼称している [3]．しかし，「モバイルピクトグラミン
グ」は，PC のブラウザ上で動作する版と同じく，キー
ボード入力による命令の記述を旨としており，スマー

トフォンの特徴を活かしたアプリケーションの開発が

急務であった．  
そこで，スマートフォンに標準でサポートされてい

る，音声入力機能に着目し，音声による命令入力機能

を追加したので，報告する．  
以下 2 章では関連研究について述べ，3 章でピクト

グラミングおよびモバイルピクトグラミングについて
                                                             
1 https://pictogramming.org/ 

解説をする．次に，4 章で実装した内容を解説し，5
章で今後の展望についてまとめる．  

 

2. 関連研究  
はじめに，ピクトグラムについては，グローバル化

やその流れに伴う外国人観光客の急激な増加などの理

由もあり，一例を挙げるだけでも，感性工学 [4]，異文
化コミュニケーション [5]，メディア情報処理 [6]，記号
論 [7]など，様々な学問領域で研究が盛んになっている．
これは，ピクトグラムが世界共通の記号表現として世

界中で用いられていることに起因する．  
次に，総務省が例年公表している通信利用動向調査

によると，スマートフォン保有者の割合は年々増加し

ており，平成 29 年の調査では，個人のインターネット
利用機器に関しては，スマートフォンがパソコンを上

回った [8]．また，世代別インターネット利用状況では，
60 歳以上を除いて，スマートフォンの利用がパソコン
の利用を上回っており，スマートフォンは，私たちの

生活に着実に浸透していると言える．しかし，日本の

電気通信事業者である KDDI が公表した「音声操作に
対する意識調査 2017」によると，45.4％のユーザが「文
字入力による検索は面倒だと思う」と回答している [9]．
また，標準的なスマートフォンには，音声入力のサポ

ートがされており，音声入力の利用状況については，

アメリカ合衆国の調査・コンサルティング会社である

Creative Strategies は，「 iPhone ユーザのうち 98%が
"Siri"を利用したことがあり，Android ユーザのうち
96%が"OK/ Google"を利用したことがある」と 2016 年
6 月に公表している [10]．さらに，文字列の入力にあた
っては，キーボードによる文字列入力よりも，音声に

よる入力の方が効率よく作業を行うことができるとい



 

 

う研究結果 [11][12]や，音声入力によって生じた認識誤
りを，ユーザが容易に訂正可能な音声入力インタフェ

ースでは，より効率的な文字列の入力が可能であると

いう研究結果 [13]もある．したがって，今後，スマー
トフォンユーザにおける音声入力の需要が高まること

が予測される．  
一方で，スマートフォン上でプログラミング可能な

環境は，Pocket Code2や Progate3，codeSpark4，viscuit5な

ど，多く存在するが，いずれのツールも，スマートフ

ォンに標準でサポートされている音声入力の機能を活

かした，音声による命令入力機能は実装されていない． 
 

3. ピクトグラミング  
3.1 概要  
ピクトグラミング [2]に PC のブラウザでアクセスし

た場合のスクリーンショットを，図 1 に示す．  
図 1 において，(a)は人型ピクトグラム表示パネルで

あり，初期状態ではパネル全体を占有するほどの大き

さの人型ピクトグラムが表示される．(b)はプログラム
コード記述領域であり，この領域に命令を入力するこ

とで，(a)に表示される人型ピクトグラムの動作を定義
する．(c)は命令入力支援ボタンであり，このボタンを
クリックすることでも，(b)への入力を行うことができ
る．  

 

 
図 1	 ピクトグラミングのスクリーンショット  

 
(a)に表示される人型ピクトグラムは，ISO 3864 で定

義されているサイズ比を忠実に再現している．ピクト

グラミングでは，身体の部位あるいは関節を指定して，

人型ピクトグラムの動作や状態を決定する．図 2 に部
位の名称一覧を，図 3 に関節の名称一覧を示す．  

                                                             
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=org. 
catrobat.catroid 
3 https://prog-8.com/ 
4 https://codespark.com/ 
5 https://www.viscuit.com/ 

 
図 2	 部位に基づく名称  

 

 
図 3	 関節に基づく名称  

 
(b)への命令の入力は，動作や状態を変化させるため

の「命令」コードと，引数列をスペース（空白）で区

切る，図 4 の書式で行う．  
 

命令  引数 1 引数 2 …  

図 4	 命令の書式  
 

実行は，画面上に配置されている実行ボタンをクリ

ックするか，改行コードが入力された時点で逐次行わ

れる．プログラム例を図 5 に示す．なお，図 1 (a)の表
示は，図 5 のプログラムを実行した場合のワンショッ
トである．  
 
01: 
02: 
03: 
04: 
05: 
06: 
07: 
08: 
09: 
10: 
11: 
12: 

ペン 持つ 右膝 
回転待ち 右膝 360 1 
ペン 離す 右膝 
待ち 0.5 
倍率 0.6 
移動待ち 20 -110 1  
待ち 0.5 
回転待ち 左肩 -120 1 
繰り返し 3 
回転待ち 左肘 -60 0.3 
回転待ち 左肘 60 0.3 
終わり 

図 5	 プログラム例  
 

3.2 モバイルピクトグラミング  
iOS 端末上のブラウザでモバイルピクトグラミング

[3]にアクセスした場合のスクリーンショットを，図 6



 

 

左部に示す．ピクトグラミングは， HTML5, CSS, 
JavaScript を用いた Web アプリケーションなので，ス
マートフォンでの表示にも容易に対応できる．ただし，

表示領域やインタフェースの違いを考慮しなければな

らないため，3.1 節  図 1 で示した，(a)：人型ピクトグ
ラム表示パネル，(b)：プログラムコード記述領域，(c)：
命令入力支援ボタン  は縦に並ぶレイアウトとなって
いる（図 6 右部）．  

 

	 	  
図 6	 モバイルピクトグラミングのスクリーンショット  

 

4. モバイルピクトグラミングへの音声入力機
能の構築  

4.1 実装方式  
音声の入力には，スマートフォンに標準でサポート

されている音声入力機能を利用する．図 7 に， iOS 端
末でのスクリーンショット（左部）と Android OS 端末
でのスクリーンショット（右部）を，それぞれ示す．  

 

	 	  

図 7	 音声による命令入力機能を追加した  
モバイルピクトグラミングのスクリーンショット  

 

図 7 において， (a)は人型ピクトグラム表示パネル，
(b)はプログラムコード記述領域，(b)’は音声入力領域，
(c)は命令入力支援ボタンである．画面の基本的な設計
は，3.2 節  図 6 で示したモバイルピクトグラミングと
同様であるが，図 7 において， (b)’は本実装に特化し
た画面設計である． (b)’をタップすることで，音声に
よる命令入力が可能となる．本実装にあたり， (b)’を
用いた理由は，テキスト入力上（ (b)：コード記述領域）
で変換を行ってしまうと，変換実施後に音声入力され

た文字列を変換できないからである．そのため，音声

入力によるテキストを，そのままの状態で格納するだ

けの領域を作成し，対応することとした．  
スマートフォンには，画面の横幅が狭いという制約

があることから，モバイルピクトグラミングでは，頻

繁に使用される命令が限定されている．そのため，本

実装では，モバイルピクトグラミングで用意されてい

る命令セット一覧の中から，表 1 に示す 10 種類の命令
を，音声による命令入力機能でサポートすることとし

た．なお，表 1 の命令の中には，引数に身体の部位あ
るいは関節を取るものがあるが，身体の部位の名称に

関しては，ピクトグラミングで用意されている全ての

名称を，音声による命令入力機能でサポートしている． 
また，表 1 の命令の中には，「回転  引数 1 引数 2 [引

数 3]」のように，引数に連続して数値が入る命令があ
るが，スマートフォンに標準でサポートされている音

声入力機能は，連続した数値の区切りを判断すること

が困難である．例えば，「180 2」を音声で入力するた
めに，「ひゃくはちじゅう  に」と発話しても，「182」
と誤認識される確率が非常に高い．そこで，本提案で

は，数値の後に，単位となりうる文字列を発話するこ

とで，連続した数値の区切りを明確化することとした．

表 2 に，それぞれの数値の単位一覧を示す．それぞれ
の単位は，自然な日本語として発話することが可能と

なるように，表 1 での記述に基づいて選定した．ただ
し，「ピクセル」は，日常での使用頻度が低い単語であ

る上に，「x 軸正方向への移動量」と「y 軸正方向への
移動量」の区別がつかないことから，「x 軸正方向への
移動量」では「横」，「y 軸正方向への移動量」では「縦」
を単位として使用することとした．  
続いて，図 8 に，3.1 節  図 5 で示したプログラム例

を音声入力で実現するための発話例を示す．図 8 では，
視認性を考慮して，命令名および引数の間に区切り（ス

ペース）を設けているが，実際に発話する際は，発話

を区切る必要はなく，一文を息継ぎなしで発話をする

ことも可能である．なお，表 1 に示した単位の発話は，
数値の区切りを明確化するためのものであり，図 7 
(b)：コード記述領域  には記述されないように処理を
行う．(b)に単位が記述されないことで，ピクトグラミ



 

 

ング [2]やモバイルピクトグラミング [3]と同様に処理
を行うことが可能となる．  

 
表 1	 音声入力機能でサポートする命令一覧  

命令の様式  処理  
回転  引数 1 引
数 2 [引数 3] 

引数 1 で指定される身体の部位あ
るいは関節を，反時計回りに引数 2 
度だけ引数 3 秒かけて，支点を中
心に等速回転する．引数 3 が省略
された時は 0 が入力されているも
のとして取り扱う．  

回転待ち  引数 1
引数 2 引数 3 

引数 1 で指定される身体の部位あ
るいは関節を，反時計回りに引数 2 
度だけ引数 3 秒かけて，支点を中
心に等速回転する．回転が終了する

まで，次の命令は実行されない．  
移動  引数 1 引
数 2 [引数 3] 

引数 3 秒かけて x軸正方向に引数 1 
ピクセル，y 軸正方向に引数 2 ピク
セルだけ全体を等速直線移動する．

引数 3 が省略された時は 0 が入力
されているものとして取り扱う．  

移動待ち  引数 1
引数 2 引数 3 

引数 3 秒かけて x軸正方向に引数 1 
ピクセル，y 軸正方向に引数 2 ピク
セルだけ全体を等速直線移動する．

直線移動が終了するまで，次の命令

は実行されない．  
ペン  引数 1 引
数 2 

引数 1 が「持つ」の場合，ペンを
持つ（描く）．「離す」の場合，ペン

を離す（描かない）．初期状態は，

ペンを持っている状態である．ペン

の動作を行う身体の部位の名称を，

「回転」，「回転待ち」命令と同様の

表記で引数 2 に指定できる．引数 2 
が省略された場合は，「体」が記述

されているものとして取り扱う．  
透明  人型ピクトグラムを透明モードに

する．透明モードで再度命令する

と，通常の人型ピクトグラムに変更

する．  
繰り返し  引数 1 対応する「終わり」までの命令を，

引数 1 回繰り返す．  
終わり  「繰り返し」の終了を示す．  
倍率  引数 1 人型ピクトグラムの拡大率を引数 1 

倍にする．初期状態は，1 倍である． 
待ち  引数 1 引数 1 秒何もせずに待つ．待ちが

終了するまで次の命令は実行され

ない．  
 
表 2	 音声入力機能で使用する数値の単位一覧  
引数が表現するもの  発話する単位  

角度  度  
時間  秒  
x 軸正方向への移動量  横  
y 軸正方向への移動量  縦  
回数  回  
倍率  倍  
 

ペン もつ みぎひざ 
かいてんまち みぎひざ さんびゃくろくじゅうど い
ちびょう 
ペン はなす みぎひざ 
まち れいてんごびょう 
ばいりつ れいてんろくばい 
いどうまち にじゅうよこ まいなすひゃくじゅうたて 
いちびょう 
まち れいてんごびょう 
かいてんまち ひだりかた まいなすひゃくにじゅうど 
いちびょう 
くりかえし さんかい 
かいてんまち ひだりひじ まいなすろくじゅうど れ
いてんさんびょう 
かいてんまち ひだりひじ ろくじゅうど れいてんさ
んびょう 
おわり  
図 8	 音声入力機能を利用する際のプログラムの発話例  

 
音声入力による誤認識・誤変換の修正は，あらかじ

め収集した誤変換の候補をもとに作成した変換テーブ

ルを利用する．変換テーブルは，3 種類作成した．表 3，
表 4，表 5 に 3 種類の変換テーブルを示す．「誤変換の
候補」が（なし）になっている「語句」は，変換テー

ブルを作成するためのテスト発話において，誤変換が

生じなかった語句である．  
第一に，表 3，4 は，数値の発話を伴わない語句を

変換するためのテーブルであり，表 3 は命令に関する
変換テーブル，表 4 は引数に関する変換テーブルであ
る．表 3 の「ペン  持つ」ならびに「ペン  離す」にお
いて，「ペン」と「持つ」，「離す」を別の語句として扱

わなかった理由は，「ペン」の誤変換候補として，「店」，

「、」があったからである．これらの語句は，「回転」

の誤変換候補の一部であるため，「ペン」を単独で扱っ

てしまうと，適切な変換をすることは不可能である．

第二に，表 5 は，表 2 に示した単位に関する変換テー
ブルで，コード記述領域には記述されない語句の変換

テーブルである．処理手順については，4.2 節で示す．  
モバイルピクトグラミングに音声による命令入力

機能を追加することが，表 3，4，5 に示す 3 つの表だ
けで行える理由は，ピクトグラミングに用意されてい

る命令セットが単純だからである．単純な表を作成・

利用するだけで，誤認識や誤変換の修正を行えること

で，音声認識に関する API を利用せずに，モバイルピ
クトグラミングに音声による命令入力機能を追加する

ことが可能となる．音声認識に関する API は， IBM 
Bluemix6や OpenEars7，Google Speech API8をはじめ，

                                                             
6 https://www.ibm.com/developerworks/jp/learn/cloud/ 
7 https://www.politepix.com/openears/ 
8 https://console.developers.google.com/cloud-  
resource-manager?hl=JA 



 

 

多くのものが提供されているが，オフライン環境下で

は動作しない，有償である，日本語が対象言語に含ま

れない，利用時間に制限がある，広告が表示される，

などの制約が設けられている場合がほとんどである．

これらの点は，ユーザが音声入力に嫌悪感を抱く要因

になりかねないため，API を利用せずに音声入力機能
を実装できることは，大きな利点であると考えられる． 

 
表 3	 命令に関する変換テーブル  

語句  誤変換の候補  
回転  はい、 /開店 /会見 /外で  
移動  自動 /伊藤 /イトウ  
待ち  巻 /巻き /馬生 /マキシ /脇 /麻痺 /町 /牧  
ペン  持つ  辺木 /辺ボックス /片木  
ペン  離す  辺話す /、話す /編嵐  
透明  東名 /タオル名 /トウメイ /トウ名  
繰り返し  くり返し  
終わり  終り /お会い  
倍率  バイりく /大菊 /倍菊 /梅肉 /バイク  

 
表 4	 引数に関する変換テーブル  

語句  誤変換の候補  
左  日大 /平木 /平井 /平戯 /平着 /柊 /やり  
右  握 /日木 /美里  
上腕  城王 /冗談 /上段 /強腕 /平安 /今日は /定番  
前腕  電王 /電話 /前王 /元王 /言腕 /挙王 /鍵盤  
大腿  大体 /大大 /太太  
下腿  難い /かたい /固い /硬い  
肩  方 /こと  
肘  日日 /富士 /ひじ  
股  また /今田 /俣  
膝  比嘉 /光 /日が /陽日 /ギガ  
体  カラーラ  
− マイナス  

 
表 5	 単位に関する変換テーブル  

語句  誤変換の候補  
度  事 /°/摂氏温度  
秒  票  
横  （なし）  
縦  館  
回  階  
倍  杯  
 

4.2 音声入力された文字列への処理手順  
音声入力による誤認識・誤変換の修正を行う処理手

順の概要を次に示す．次に示す手順Ⅰ，Ⅱをこの順序

でユーザが音声によるプログラム入力を終了するまで，

繰り返し行う．  
[手順Ⅰ ] 4.1 節  図 5 (b)’の文字列の修正を何文字目

から行うかを判別するため，変数  startPoint と変数  
txt を用いる．文字列の修正は， (b)’の文字列のうち， 

startPoint (文字目 )以降の文字列を  txt に格納し，行う．
初期状態では，  startPoint は 0 である．  

[手順Ⅱ ] txt が 4.1 節  表 3，表 4，表 5 の「語句」も
しくは「誤変換の候補」に一致しているかを判定する．

一致した際は，  (ア ) 表 3 の変換テーブルと一致した
場合， (イ ) 表 4 の変換テーブルと一致した場合， (ウ ) 
表 5 の変換テーブルと一致した場合  のいずれかの処
理を行う．  

(ア ) 次に示す  A) から  E) の手順で処理を行う．な
お，具体例として， (b)’：音声入力領域  に「かいてん
まち」が音声入力された際の処理の流れを，図 9 に図
示する．図 9 に記載した  A) から  E) は，次に示す手
順の  A) から  E) に対応している．  

A) txt が「語句」と一致した場合は， txt の後方に“ス
ペース ”を追加する．  txt が「誤変換の候補」と一致
した場合は， txt を表 3 該当行の「語句」に変換した
上で，変換した語句の後方に“スペース”を追加する．
“スペース”を追加する理由は，3.1 節  図 4 で示した通
り，ピクトグラミングのプログラムでは，命令コード

と引数列をスペース（空白）で区切る方式を採用して

いるからである．  
B) startPoint が 0 でない場合は，  A) で処理を行っ

た語句の前方に “改行コード ”を追加する． “改行コー
ド”を追加することで，1 行あたりの命令数が 1 つとな
り，視認性を向上させることができる．一方，  
startPoint が 0 である場合は，入力された語句が 1 つ
目の命令であるため，“改行コード”を追加する必要が
ない．  

 
図 9	 表 3 と一致した場合の処理の流れ  



 

 

C) ただし，「待ち」については，「回転待ち」，「移
動待ち」といった命令もあることから，「回転  “スペー
ス” “改行コード” 待ち」，「移動  “スペース” “改行コー
ド” 待ち」を修正する必要がある．そこで，これらの
語句については文字列の置換を行い，“スペース”と“改
行コード”を除去する．  

D) C) までに処理を行った語句を (b)：プログラムコ
ード記述領域  に加算代入する．  

E) (b)’に格納されている文字列の長さを  startPoint 
に代入し，  startPoint の値を更新する．  

(イ ) 次に示す  A) から  C) の手順で処理を行う．な
お，具体例として， (b)’に「ひだりかた」が音声入力
された際の処理の流れを，図 9 に図示する．図 9 に記
載した  A) から  E) は，次に示す手順の  A) から  E) 
に対応している．  

A) 初めに， txt が「左」，「右」，「−」以外の「語句」
もしくは「誤変換の候補」と一致した場合の処理を記

す．「語句」と一致した場合は，  txt の後方に“スペー
ス”を追加し，「誤変換の候補」と一致した場合は， txt 
を表 4 該当行の「語句」に変換した上で，変換した語
句の後方に“スペース”を追加する．“スペース”を追加
する理由は， (ア ) A) で述べた通りである．一方，  txt 
が「左」，「右」，「−」の「語句」もしくは「誤変換の候

補」と一致した場合は，txt の後方には“スペース”を追
加しない．これは，「左」，「右」，「−」の語句単体では

引数になり得ないからである．  
B) A) で処理を行った語句を (b)に加算代入する．  
C) (b)’に格納されている文字列の長さを  startPoint 

に代入し，  startPoint の値を更新する．  

 

図 10	 表 4 と一致した場合の処理の流れ  
 

(ウ ) 次に示す  A) から  D) の手順で処理を行う．な
お，具体例として， (b)’に「ひゃくど」が音声入力さ
れた際の処理の流れを，図 11 に図示する．図 11 に記
載した  A) から  E) は，次に示す手順の  A) から  E) 
に対応している．  

A) txt が「語句」または「誤変換の候補」に一致し

た場合は，  txt の数字部分の文字列部分のみを  num 
に格納する．  

B) num の後方に“スペース”を追加する．“スペース”
を追加する理由は， (ア ) A) で述べた通りである．  

C) B) までに処理を行った語句を (b)に加算代入する． 
D) (b)’に格納されている文字列の長さを  startPoint 

に代入し，  startPoint の値を更新する．  
 

 

図 11	 表 5 と一致した場合の処理の流れ  
 

5. 今後の展望  
本稿では，我々の研究グループで開発している「モ

バイルピクトグラミング」の入力インタフェースを改

良するために，スマートフォンに標準でサポートされ

ている音声入力を利用した新たな入力方式を実装し，

提案した．今後は，評価実験による本実装の有効性を

検証する予定である．また，「ピクトグラミング」や「モ

バイルピクトグラミング」は，本実装で対象とした日

本語による命令入力だけでなく，英語による命令入力

もサポートしている．本稿で実装した，日本語の発話

による命令入力機能の有効性を検証したのち，英語の

発話による命令入力も機能の実装も進めたいと考えて

いる．  
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