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はじめに

1.

現状の対話システムの問題点のひとつとして，言語情
報による入力が同じであれば，どのようなユーザに対し
ても画一的に応答する点がある．システムは，ユーザの
状態に応じて適応的に発話することが望ましい．例えば，
ユーザが緊張している場合には，システムはそれを推定
し，答えやすい質問をする方がよい．またユーザがシス
テムを単なる機械として扱っている場合には，システム
はあたかも自らに人格があるかのような発話を避ける方
がよい．
対話においてユーザの状態を推定する研究として，韻律
情報を用いたユーザの親近感，喜び，困惑の推定 [1] や，
言語情報を用いた印象の推定 [2] がある．これらのような
発話ごとに変化する状態に加えて，より時間的な継続性を
有する，ユーザの属性に近い状態も把握する必要がある．
本稿では時間的に継続するユーザ状態として，緊張度
とシステムの擬人化度の 2 つを設計し，このうちまず前
者の推定に取り組む．推定には，マルチモーダル対話シ
ステムで得られる情報のうち，韻律情報と顔画像情報を
組み合わせて用いる．

ユーザ状態の設計

2.

時間的に継続するユーザ状態として，緊張度と，システ
ムの擬人化度を扱う．システムの擬人化度とは，ユーザ
がシステムを人間のように扱うか，機械として扱うかと
いう度合いである．これらは喜びや困惑などよりも時間
的な継続性があり，ユーザの属性に近い．また緊張度と
比較して相対的に，システムの擬人化度の方が一対話内
で大きく変化することは少なく，属性に近いという特徴
がある．

2.1

緊張度

非タスク指向対話におけるシステムからの質問には，
ユーザにとっての答えやすさに段階がある．例えば，表 1
に示す「朝ごはんは食べましたか？」のように，単純な事
実を尋ねる Yes/No 質問は最も答えやすく，「朝ごはんの
メニューは？」のような Wh 質問はその次に位置づけら
れる．一方で，意見や考えを尋ねる質問は，回答するため
にその内容を考える必要があり，答えにくい場合がある．
このようなシステム質問の答えやすさを，本稿では質問
の自由度と呼ぶ．
表 1 システム質問の分類
自由度

説明

例

低
中
高

事実を質問 (選択肢あり)
事実を質問 (選択肢なし)
意見・考えを質問

朝ごはんは食べましたか？
朝ごはんのメニューは？
好きな映画は？
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図 1 緊張したユーザへの応答例

図 2 擬人化度を考慮しない応答例

緊張度に応じて，システムはそれに応じた自由度の質
問を選択するのがよい．具体的には，ユーザが緊張して
いる場合には，図 1 の例のように，自由度の低い Yes/No
質問の方がユーザが答えやすくてよい．一方で，リラッ
クスし始めたユーザに対して自由度の低い質問を繰り返
すと，対話が単調になる．

2.2 システムの擬人化度
人どうしの対話では，自己開示が互いの親近感を高め
るうえで有効とされる．自己開示とは，自分の意見や考
え，好みなどを相手に伝えることである．
これに対して，人とシステムとの対話では，システムを
あたかも人のように扱うユーザと，単なる機械として扱
うユーザが存在する．この擬人化度に応じて，システム
は発話を変える必要がある．
具体的には，図 2 左の例のように，擬人化度の低いユー
ザに対して，システムが「甘いものは大好きです」のよう
な自己開示を行うのは適切ではない．一方で，図 2 右の
例のように，擬人化度の高いユーザに対しては自己開示
をする方がよい．

3. マルチモーダル情報からの緊張度の推定
韻律と顔画像から得られる素性を入力とし，緊張度を
後述する 3 クラスで出力する．推定には scikit-learn1 の
SVM を用いる．推定実験は緊張度のみを扱う．

3.1 対話データ
実験にはシステムとユーザの対話が収録されたマルチ
モーダル対話コーパス Hazumi1902[3] を用いた．コーパ
スにはユーザ 1 名につき 15 分程度の非タスク指向型対話
が 30 人分収められている．本稿ではこのうちユーザ 17
人分のデータを用いた．
推定は交換を単位として行う．交換は図 3 のように，
システム発話開始から次のシステム発話開始までとする．
使用したデータに含まれれる交換の総数は 1441 である．
1

機械学習ライブラリ：https://scikit-learn.org/stable/
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表 4 緊張度の推定結果の混同行列
推定結果

アノテーション

high
middle
low

high
60
107
75

middle
52
464
54

low
101
303
225

表 5 素性の有効度
順位

1
2
3
4
5

図 3 推定対象の区間と各素性を抽出する区間
表2
5 段階のラベル
交換の数 (5 段階)
交換の数 (3 段階)

アノテーションの分布
1
28

2
185
213

3
874
874

4
5
320
34
354

合計

0.017
0.006
0.005
0.004
0.002

4. 実験結果

顔画像素性
首を傾げたか
瞬きの頻度
頷きの頻度
顔全体の左右の動き
顔全体の上下の動き

この交換ごとに緊張度を人手で付与した．表 2 の 2 行
目に，数字が小さい程緊張しているとして 5 段階で付与
したアノテーション結果のラベル数を示す．
緊張度の推定は，この 5 段階のアノテーションのうち，
1 と 2 を結合したクラスを high，3 を middle，4 と 5 を結
合したクラスを low とした 3 クラス分類とした．3 段階
にした場合のラベル数を表 2 の最下段に示す．この 3 ク
ラスは，表 1 における自由度の 3 段階に対応させて緊張
度を推定するための設計である．
素性設計

3.2

有効度

に示す素性を設計した．例えば瞬きは，上まぶたと下ま
ぶたの距離としきい値を用いて検知し，その回数を素性
とした．

1441
1441

表 3 設計した素性
韻律素性
発話の有無
発話区間の長さ
発話区間の数
発話区間の数の割合
パワーの発話区間平均
基本周波数の発話区間平均
発話開始までの時間

素性
発話区間の長さ
顔全体の左右の動き
声量の発話区間平均
顔全体の上下の動き
発話開始までの時間

韻律情報と顔画像情報から設計した素性を表 3 に示す．
素性の数は，韻律素性が 7，顔画像素性が 5 である．素性
値は学習セットにおいて平均 0，分散 1 となるよう標準化
した．
3.2.1 韻律素性
交換内のシステム発話終了時刻以降の区間から，韻律
素性を抽出した．システム発話終了時刻はログから得ら
れる．抽出区間の例を図 3 に示す．
この区間に対して表 3 に示す素性を取得した．具体的
には，1 フレームごとに openSMILE2 によりパワー，音声
である確率，基本周波数を取得して用いた．1 フレームは
33.3 ミリ秒である．発話区間は，音声である確率を用い
て認定した．1 交換内にユーザ発話が含まれないデータも
含まれない場合もある．そのような場合，F0 の発話区間
平均はそのユーザの平均値，発話開始までの時間はその
交換が終了するまでの時間，それ以外の素性は 0 とした．
3.2.2 顔画像素性
瞬きや頷きなどの動作を検知するために，openCV3 と
Dlib4 を用いて図 3 に示す区間の動画データから顔画像の
ランドマーク座標を抽出した．この座標を用いて，表 3

推定結果の混同行列を表 4 に示す．本稿では評価指標
に，マクロ平均 F 値を使用する．マジョリティーベース
ラインは，すべて middle とした場合の F 値で 0.252 であ
る．表 4 の F 値は 0.449 であり，マジョリティーベース
ラインと比較すると精度の向上が見られた．各クラスに
ついてみると high の再現率は 0.28 と低い数値である一
方，low の再現率は 0.64 と比較的高い値となった．この
ことから，今回使用した素性は，ユーザが緊張した場面を
あまり捉えられていない一方，リラックスしている場面
はある程度捉えられていることが分かる．
推定に有効な素性を調べるために，ある素性 x の有効
度 scorex を式 (1) で定義する．

scorex = Fall − Fall−x

(1)

Fall は全ての素性を用いて推定したときの F 値を，Fall−x
は素性 x 以外のすべての素性を用いたときの F 値を表す．
素性 x の有効度 scorex は，その素性 x を除いたとき推定
精度がどの程度下がるかを表しており，高い程有効な素
性だとみなせる．使用した素性の有効度上位 5 つを表 5
に示す．発話区間の長さが最も有効な素性だと示された．
また，有効な素性上位 5 つのうち 3 つが韻律素性，2 つが
顔画像素性であることから，マルチモーダル情報を用い
た推定が有効に働いていることが示唆された．
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