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言語獲得ロボットによる発話理解確率の推定に基づく
物体操作対話
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Object Manipulation Dialogue by Estimating Utterance Understanding Probability
in a Robot Language Acquisition Framework
Komei Sugiura∗ , Naoto Iwahashi∗ , Hideki Kashioka∗ and Satoshi Nakamura∗
This paper proposes a method that generates motions and utterances in an object manipulation dialogue task. The
proposed method integrates belief modules for speech, vision, and motions into a probabilistic framework so that a
user’s utterances can be understood based on multimodal information. Responses to the utterances are optimized
based on an integrated confidence measure function for the integrated belief modules. Bayesian logistic regression
is used for the learning of the confidence measure function. The experimental results revealed that the proposed
method reduced the failure rate from 12% down to 2.6% while the rejection rate was less than 24%.
Key Words: Object Manipulation Dialogue, Confidence, Robot Language Acquisition, Bayesian Logistic Regression

体的なタスクとして，物体操作対話タスクを扱う．物体操作対

1. は じ め に

話タスクとは，ユーザが発話によりロボットにオブジェクトを

高齢化社会の到来とともに，生活環境で人間を支援するロボッ

操作させるタスクを指す．物体操作対話タスクにおいて，ユー

トへの期待が高まっている．生活支援ロボットにとって，ユー

ザの発話の意味が適切に理解されるためには，（1）言語による

ザの命令を理解するコミュニケーション機能は極めて重要であ

オブジェクト参照，（2）言語による動作参照，における曖昧性

るが，ロボットの対話処理機構は必要なレベルにまったく到達

を解消する必要がある．例えば，上述の「コップ持ってきて」と

していない [1]．例えば「コップ持ってきて」という命令を聞い

いう発話では，候補の中からカメラ画像やコンテキストからオ

て，食器棚に向かうのか，目の前のテーブルに手をのばすのか，

ブジェクトを推定したうえで，その状況において「持ってくる」

など適切な行動を選択することは，現状の対話処理技術にとっ

という動作を表す関節角・オブジェクト位置の軌道を生成する

て難しい問題である．家の中には候補となる「コップ」が多く

必要がある．
（1）の曖昧性解消に対しては人工知能や自然言語生成の分野

存在し，食事の準備か片付けのためかなどによって，ユーザに

で多くの研究が行われてきた [3] [4]．これらの研究では，仮想的

渡すべき対象は異なるためである．
現状のロボット対話処理機構では，動作コマンドの伝達を目

なオブジェクトを用いて，オブジェクトを指示する言語表現の

的とすることが多いにもかかわらず，動作情報と音声認識は別々

生成が試みられている．これに対し，（2）の曖昧性解消と関連

に処理されている（例えば文献 [2]）．ユーザの発話の意味はグ

が深い研究としては，動作の言語化を目指す試みが近年注目さ

ラウンドされない知識に基づいて解釈されるため，動作が状況

れてきている [5]〜[7] ．高野らは，運動の分節化を通じてヒュー

にふさわしいかどうかは音声認識時には考慮されない．しかし

マノイドロボットが獲得した原始シンボルを用いて，運動認識・

ながらこのような手法では，ユーザの発話の意味が状況に応じ

生成を行っている [7]．Ogata らは，動作系列と記号列の間の多

て適切に理解されないため，ロボットが予期しない動作を行っ

対多対応問題を扱うリカレントニューラルネットに基づく手法
を提案している [6]．一方，我々は（1）（2）の曖昧性を解消す

てしまう危険性がある．
本研究では，この危険性を減少させることを目的とする．具

るアプローチとして，言語獲得フレームワーク LCore を提案し
ている [8] [9]．
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本論文では，LCore を拡張し，発話理解確率を推定すること
により動作・発話生成を行う手法を提案する．提案手法の独自
性は，以下の 2 点である．
（1）マルチモーダル入力に基づく発話理解確率（統合確信度）の
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推定問題に対して，ベイズロジスティック回帰（BLR）[10]

る．このモデルのパラメータは，ユーザとのインタラクション

を用いる．

から学習サンプルを得ることで推定される．つまり，LCore を

（2）統合確信度を用いて過不足ない自然な確認発話を生成する．

用いることにより，言語知識と非言語知識に関するモデルが得

LCore におけるユーザとロボットのインタラクションは，発話
から動作へつながる一方向的過程であった [11]．これに対し提

られる．言い換えると，
「赤い」や「箱」という単語がどのよう

案手法では，ユーザの発話が曖昧であれば確認発話を生成し，

を表現するか，に関しての知識は設計者により事前に与えられ

な音韻列で構成されるか，またそれらがどのような視覚的特徴

動作の実行前にユーザに許可を求めることが可能である．BLR

たものではない．加えて，「上げる」「近づける」などロボット

を用いた発話理解確率の利点は，（1）成功確率を事後確率とし

に行わせる動作も設計者が与えたものではない．設計者があら

て推定可能であること，（2）少数サンプルで推定が可能である

かじめ用意した主な機能は，画像からのオブジェクト抽出およ

こと，が挙げられる [12]．

び画像特徴量抽出である．LCore の詳細については 3 章で説明

本稿では，まず本研究で扱うタスク環境について 2 章で述べ，

する．

3 章では提案手法の基盤となる LCore について概説する．4 章

タスクは以下のように進行する．まず，ユーザはオブジェク

において，提案手法による統合確信度の学習手法と，統合確信

トを操作するよう音声によりロボットに指示を与える．両者は

度に基づく発話生成手法について詳細を述べる．手法評価のた

音声対話により曖昧性を解消し，ロボットがユーザの意図した

めに行った実験の方法について 5 章で述べ，6 章に実験結果を

行動をとればタスク成功とする．例えば，Fig. 1 に示すシーン

示したうえで考察を加える．7 章では，物体操作対話に限定せ

において，ユーザが「バーバブライト，赤い箱のせて」と発話し

ず，より広い視点から関連研究について述べたあと，8 章で本

たとする．このとき，ユーザが意図した行動は，オブジェクト

稿のまとめを行う．

1（バーバブライト）をオブジェクト 2（赤い箱）にのせる行動
である．ロボットはユーザ発話を受けて，必要であれば「小さ

2. タ ス ク 環 境

い赤い箱にのせていいですか？」などの確認発話を行う．最終

2. 1 物体操作対話タスク

的に，ロボットが図中で白線で示されるような軌道でオブジェ

本研究では，ロボットがユーザの発話に従って，テーブル上の

クト 1 を操作すればタスク成功である．

オブジェクトを操作するような状況を想定する．ユーザは Fig. 1

ロボットはユーザ発話を受けて即座に行動してもよいが，そ

のようにロボットと向かい合って座るものとする．実験に用い

の場合はユーザの意図しない行動を行う（行動失敗）というリス

るオブジェクトを Fig. 2 に示す．

クを負うことになる．仮に音声認識誤りによりユーザ発話中の

オブジェクトの名前，動作，文法などは言語獲得手法 LCore

「箱」が「エルモ」と誤認識された場合，「バーバブライト（オ

[8] [9] を用いて，あらかじめ学習されているものとする．LCore

ブジェクト 1）を赤いエルモ（オブジェクト 3）にのせる」行動

では，オブジェクトやその動かし方に関する非言語知識と，単

が生成されることになる．Fig. 2 に示すようなぬいぐるみが行

語や文法（単語や節の並び）など言語知識がモデル化されてい

動失敗により破損することは稀であるが，食器等のオブジェク
トを用いる場合はユーザの意図しない行動を生成することは危
険である．
本タスクでは，できるだけ少ないターン数の対話を通じて，
ユーザの意図する行動を出力できることが望ましい．いま，Fig. 1
の状況において，ユーザが「バーバブライトのせて」と発話し
たとする．このとき，
「上面が平らでないオブジェクトには他の
オブジェクトがのせられにくい」という知識があれば，オブジェ
クト 1 をオブジェクト 3 の上にのせるような行動は起こりにく
いと推論できる．この推論に，オブジェクト 1 が「バーバブラ
イト」としてもっともらしいという知識を総合すれば，前述の

Fig. 1 An example of object manipulation dialogue tasks

発話ではオブジェクト 2 を表す間接目的語が省略されたと推論
できる．したがって，
「青い箱にのせていいですか？」といった
確認発話を生成すれば，ユーザの許可を得られる可能性が高い．
また，直前の行動でオブジェクト 1 が動かされたあとにユーザ
が「のせて」と発話したのであれば，直接目的語・間接目的語
の両方を推定する必要がある．
ユーザの指示発話は，「大きい赤い箱まわして」のように動
詞 1 個と，名詞／形容詞を 0 個以上含むものとする．また，ロ
ボットの生成する発話には機能語（「を」や「に」などの助詞）
が含まれるが，ユーザ発話には機能語が含まれないものとする．
これは，機能語の音韻と機能語を含む文法が未学習であるため，

Fig. 2 Objects used in experiments
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ユーザ発話に含まれる機能語の音声認識ができないことによる．
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ただし，3 章で述べる手法により，発話から直接目的語と間接目
的語を含む節が得られるので，これらの節にそれぞれ助詞「を」
と「に」を付加することで，よりユーザに分かりやすい確認発
話を生成する．また，
「エルモの隣にある箱」のように他のオブ
ジェクトとの相対的な位置関係を表すような表現は用いないこ
ととする．
本研究の主旨は，言語と実世界事物の多対多対応という性質
に焦点を当てて，対話により行動失敗リスクを低減することで
ある．多対多対応の性質を扱うため，音声認識が完全であった

Fig. 3 Robotic platform used in the experiments

としても，実世界のオブジェクトが一意に指定できないことが
ある．例えば，Fig. 1 のオブジェクト 2 を「箱」，「赤いもの」，
「小さい赤い箱」などと表現することが可能であるのと同時に，
「赤い」という表現は通常オブジェクト 2 およびオブジェクト
†

3 の両方に当てはまる ．また，動作に関しても，Fig. 1 に示す

ラのフレームレートは 30 [frame/s] であり，解像度は 320 × 240
である．画像特徴量として，色三次元（L*a*b*），形状三次元
（オブジェクト領域 farea ，四角らしさ fsq ，縦横比 fwhr ）を

軌道を「のせる」
「置く」など複数のラベルで表現することが可

用いる．これらは，画像上の縦（鉛直方向）h，幅 w，ピクセル

能であるのと同時に，Fig. 1 に示す軌道がやや変形していても

数 Nobj から，farea = wh，fsq = Nobj /wh，fwhr = w/h
と定義する．新規動作の学習や動作認識を行う際には，オブジェ

「のせる」という表現を用いることができる．
以上のような問題意識から，曖昧性の解消には指さしやグラ

クトの座標時系列が利用される．

フィカルユーザインタフェース（GUI）などは用いず音声のみ

3. LCore における発話理解

を用いるものとする．テキストベース対話に対する音声対話の

LCore [8] では，マルチモーダル入力から学習されたユーザ

利点は，キーボードやディスプレイ等を必要としないハンズフ
リーなインタラクションが可能な点である．例えば，キーボー

モデルを用いてユーザの発話を理解する．本論文では，音声・

ド等でテキスト入力するようなシステムでは，ユーザが両手に

画像・動作などの各モダリティに対応するユーザモデルを信念

オブジェクトを持っているような状況下で指示を与えることが

モジュールと呼ぶ．また，
（1）音声，
（2）動作，（3）視覚，（4）

できない．

（5）行動コンテキスト，の五つの信念
動作-オブジェクト関係，
モジュールを統合したユーザモデルを共有信念 Ψ と呼ぶ．

2. 2 ロボットシステム

度のロボットハンド（Barrett Technology 製 BarrettHand），

3. 1 LCore における動作生成
LCore による動作生成では，文献 [13] で提案した参照点に依
存した隠れマルコフモデル（HMM）に基づく手法を用いる．こ

マイクロフォン，ステレオカメラ（Point Grey Research 製

の手法では，物体操作軌道がトラジェクタ（動かされるオブジェ

Bumblebee 2），視線表出ユニット（Directed Perception 製
PTU-46-70 にロボットヘッドを取付）からなる．視線表出ユ

クト）と参照オブジェクトとの相対軌道としてモデル化される．

ニットは，ユーザまたはオブジェクトにロボットの視線を向け

を指し，トラジェクタそのもの，あるいはランドマーク（トラ

ることで，簡単な内部状態（オブジェクトトラッキング中，ユー

ジェクタの動きの基準となるオブジェクト）から選択される．い

ザ発話受け入れ可能，など）を表出する．ユーザは，ハンドに

メル周波数ケプストラム係数（MFCC）12 次元，Δ MFCC12

ま Fig. 1 において，ユーザがロボットに対して，オブジェクト
1（バーバブライト）をオブジェクト 2（赤い箱）にのせるよう
に指示したとする．この場合，トラジェクタはオブジェクト 1，
参照オブジェクトはオブジェクト 2 である．
3. 2 共有信念モデルに基づく発話理解
ユーザの発話 s は，以下の概念構造 z と対応づけて解釈さ

次元，対数パワー一次元を用いた．フレーム長は 20 [ms]，シフ

れる．

実験に用いたロボットシステムを Fig. 3 に示す．ロボットシス
，4 自由
テムは，7 自由度のロボットアーム（三菱重工製 PA-10）

取り付けられた触覚センサを叩くことで教示信号を与えること
ができる．
音声データは 16 [kHz]，16 [bit] でディジタル化され，各フレー
ムごとに，25 次元の特徴量ベクトルが計算される．特徴量として，

参照オブジェクトとは，動作の基準となるオブジェクトのこと

ト長は 10 [ms] とした．

z = [(α1 , Wα1 ), (α2 , Wα2 ), (α3 , Wα3 )]

オブジェクトの画像特徴および二次元座標（カメラ座標系）

αi ∈ {T, L, M }

は，固定されたステレオカメラを用いて得る．なお，オブジェク

i = 1, 2, 3

トの抽出およびトラッキングは，色およびステレオカメラから得

ここに，αi は文節の属性を表し，トラジェクタ（T ），ランド

られる距離に基づくヒューリスティックな手法により行う．カメ

マーク（L），動作（M ）のいずれかをとることとする．よって，

†

カラーのカメラ画像では Fig. 1 中のオブジェクト 2 および 3 は赤色で，
オブジェクト 1 は水色に近い青色である．LCore では，オブジェクト
の属性を「色=青」のように設定するような離散表現を行っていない．
実際には画像認識における外乱を前提として，オブジェクト 1 も「赤
い」と表現される可能性を考慮するような知識表現がなされている．

JRSJ Vol. 28 No. 8

WT , WL ，WM は，それぞれトラジェクタを表す文節，ランド
マークを表す文節，動作を表す文節を意味する．例えば，Fig. 1
に示すシーンにおいて，ユーザが「バーバブライト，赤い箱の
せて」と発話したとする．このとき，正しく分割された文節は
以下のようになる．
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[（T, [バーバブライト]）, （L, [赤い，箱]）, （M, [のせて]）]

BH により，指示語や日本語に多い目的語の省略をモデル化
できる．BH のパラメータ hc（非負の実数）は，Minimum
Classiﬁcation Error（MCE）学習 [14] に基づいて学習さ

ただし本手法では，s に含まれる動詞の活用形はすべて命令形
であり，音声認識時に助詞を扱わないこととする．また，ランド

れる．

マークを必要としない動作概念では，z = [(T, WT ), (M, WM )]
である．

981

以上より，共有信念関数 Ψ を，各信念モジュールの重み付き
和として定義する．

文節および単語の順序の規則は，統計的言語モデル G でモデ
ル化される．G は，属性 αi の系列の出現頻度と，文節内での

Ψ(s, ak , O, qit ) =



単語インデックス列の出現頻度からなる．



maxz γ1 log P (s|z)P (z; G)

いま，シーン O において発話 s が与えられたとしよう．O

+γ2

は，カメラ画像中の全オブジェクトの画像特徴量および位置を表

+γ3
+γ4

す．O において可能な行動の集合 A は以下により与えられる．
j

A = {(it , ir , CV ) | it = 1, ..., ON , ir = 1, ..., RN , j = 1, ..., VN }

 {ak | k = 1, 2, ..., |A|},

+γ5

i 
i 
log P (xI t |WT ) + log P (xI r |WL )
i 
i 
j
log P (Ŷk |xp t , xp r , CV )
it
ir
j
log P (xI , xI |CV )
BH (it , qit ) + BH (ir , qir ) ,





[BS ]
[BI ]
[BM ]
[BR ]



[BH ]
（3）

（1）

ここに，トラジェクタのインデックスを it ，参照オブジェクト

i

ここに，xp はオブジェクト i の位置， = (γ1 , ..., γ5 ) は，各

のインデックスを ir ，O 中のオブジェクトの数を ON ，動作を

信念に対する重み（非負の実数）を表す． の学習には，MCE

表す単語数を VN ，j 番目の動作モデル

学習を用いる．Ψ により，発話 s と行動 ak の対応の適切さを

j
CV

に対して可能な参

照オブジェクトの数を RN とする．したがって，物体操作対話

評価することができる．

タスクでは，s に対し正しい行動 ak を選択することが求めら
れる．以下，本稿では ak のように動作インデックスと関連オ
ブジェクトインデックスで表される離散的な表現（記号レベル）
を「行動」と称し，軌道レベルの物体操作を表すために「動作」
という表現を用いる．

4. 発話理解確信度の推定に基づく応答生成
4. 1 統合確信度による発話理解確率のモデル化
前章の共有信念関数を用いると，コンテキスト q ，シーン O，
発話 s が与えられたときの最適行動 â は以下で得られる．

各信念モジュールを以下のように定義する．

• 音声信念 BS
BS は，文法 G の下での，発話 s に対する z の条件付き
確率の対数として表す．

â = argmax Ψ(s, ak , O, q)
k

行動 aj と，最適行動 â(k = j) のマージンを以下の関数 d に
より定義する．

• 視覚信念 BI
i
BI は，オブジェクト i の視覚特徴量 xI に対する確率モ

d(s, â, O, q) = Ψ(s, â, O, q) − max Ψ(s, aj , O, q)
j=k

デル（ガウス分布）の対数尤度である．

（5）

• 動作信念 BM
i 
BM は，トラジェクタ it の位置 xp t が与えられたうえで
の Ŷk に対する動作モデルの対数尤度で表される．この動
作モデルには参照点に依存した HMM により表現される．
ここに，Ŷk は ak に対する最尤軌道を表す．動作モデル λ
i 
i 
は，xp t および，ランドマークの位置 xp r ，動作インデッ
j
クス CV から文献 [13] の手法により得られる．
• 動作–オブジェクト関係信念 BR
BR は，オブジェクト (i, j) の視覚特徴量に対する確率モ
デル（ガウス分布）の対数尤度である．

• 行動コンテキスト信念 BH
i
i
BH は，コンテキスト qi = (q1 , q2 ) のもとでの，指示
対象としてのオブジェクト i の適切さ（スコア）を表す．
i
i
ここに，q1 , q2 をそれぞれ，オブジェクト i が「把持さ
れている」，
「直前に操作された」状態を表す真偽値である．

BH は以下で定義される．
BH (i, qi

 10
;h ) =
 h0
c

日本ロボット学会誌 28 巻 8 号

（4）

c

いま，最大値の次に大きい値を与える行動を al とする．式（5）
より，最適行動 â に対するマージンは â と al の共有信念関数
の値の差であることが分かる．よって，â に対するマージンが

0 に近ければ，発話 s は â と al を指示する発話として同程度
に適した表現であるといえる．逆に，マージンが大きい場合に
は，â のほうが s の指示する行動として適している．したがっ
てマージン関数は，行動 â を指示する発話としての s の曖昧性
の尺度として用いることができる．
ここで，マージンを用いて â に対する確信度を得ることを考
える．音声対話システムでは，認識結果に対する確信度を導入
することにより，発話を棄却するか否かを制御する研究が行わ
れている [15]．なお，マージンは第一候補と第二候補の共有信
念関数値の差のみから得られるが，第三，第四，.. の候補につ
いて指標に含める方法も考えられる．しかし，式（3）における
パラメータ γ の学習において，マージンの最大化を基準として

MCE 学習が行われているため，第一候補と第二候補を扱うこ
i
(q1
i

= 1)
(q = (0, 1))
(qi = (0, 0))

とが合理的である．
（2）

提案手法では，統合確信度関数 f (d) をロジスティックシグモ
イド関数を用いて以下のように定義する．
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ここに，パラメータ w = (w0 , w1 ) である．この f (d) により，
d のもとで発話が正しく理解される確率をモデル化する．
4. 2 統合確信度関数の学習
マージンと正解ラベルを学習サンプルとして，ロジスティッ
ク回帰により f (d; w) のパラメータ w を推定することを考え
る．学習サンプル集合を入力 di と教師信号 ui の組として以下
のように与える．
N

= {(di , ui )|i = 1, ..., N },

（7）

ただし，ui は 0（不正解）または 1（正解）の 2 値であるとす
る．実験では，ui は音声（「はい」「いいえ」など），または触
覚センサなどを通じて入力される．
いま，入力 di を与えたときの出力 f (di ) を，入力 di のも
とで教師信号 ui が 1 である確率の推定値であると考える．本
手法では，BLR [10] を用いて w の推定を行う．以下のように，

wj (j = 0, 1) の事前分布として，平均 mj ，分散 τj のガウス
分布を用いる．

P (wj |mj , τj ) = N (mj , τj ) = √

Fig. 4 The relationship between the ICM value and the expected utility

1
−(wj − mj )2
exp
2τj
2πτj

ただし，ri1 , ri2 はそれぞれ，â = a∗ ，â = a∗ のときの応答 bi
に対する効用である．
ここで，r12 < r22 < r21 < r11 であるとする．この大小関係
は，「動作 â を実行して間違った場合の効用が最も低く，動作
â を実行して成功した場合の効用が最も高い」ということを表
す．f (d) を確率表現することにより， [Ri ] は f (d) の線形関
数になる．このとき，等式  [R1 ] =  [R2 ] は，0 < θ0 < 1 な
る解 θ0 を持つ．つまり，θ0 を閾値として最適応答のインデッ
クス î = argmaxi  [Ri ] が選択できる．
次に，b2 が最適応答である場合，共有信念として学習された
ユーザモデルを言語表現の生成に用いることを考える．例えば

4. 3 期待効用最大化に基づく応答最適化
ユーザの発話 s に対してロボットが行った行動 â が，ユーザ
がロボットに行わせたい行動 a∗ と異なることは，安全性の観
点から望ましくない．このような危険を回避するための手法の
一つは，ユーザ発話が曖昧な場合に確認発話を行うことである．
このとき，どれほど曖昧性が含まれる場合に確認発話を行うか
という意志決定問題を解く必要がある．
この意志決定問題に対し，統合確信度を用いることを考える．
この場合，発話 s に対する最適行動 â の統合確信度が小さけれ

食器が複数ある状況では，
「四角くて白い皿」のように最も曖昧
性が減少し，かつ冗長でない表現でオブジェクトを表現できる
ことが望ましい† ．提案手法では，ユーザの発話に対しマージン
を最大化する単語を加えることで曖昧性を減少させる．
ここで，音響モデルの尤度を含まない共有信念を ψ(s, ak , O,
qit , z) で表すことにする．ψ と Ψ の違いは，ψ には音響モ
デルの尤度が含まないこと，z に対して最大化されていないこ
と，の 2 点である．このとき，z が与えられたうえでのマージ
ン dz を以下のように定義する．

dz (s, aj , O, q, z) = ψ(s, aj , O, q, z) − max ψ(s, ak , O, q, z)

ば，ユーザに â を行うか否かを確認する発話をすればよい．別

k=j

の手法として，マージンに閾値を設定し，確認発話を行うかど



挿入単語集合 c =

うかを決定することも考えられる．この場合，各ユーザに対す
る γ が異なるため，ユーザごとにマージン閾値を変更する必要
がある．特定のユーザに対するマージン閾値が別のユーザに対
して有効であるとは限らないので，設計上の負担は大きい．こ
れに対し統合確信度を用いる場合は，統合確信度に対する閾値

語列 c1 c2 · · · c|W | であるとする．このとき，最適挿入単語集合

ĉ = {ĉm | m = 1, ..., M } と最適挿入位置集合 p̂ = {p̂m | m =
1, ..., M } は以下で与えられる．
(ĉ , p̂) = argmax dz (s, aj , O, q, z)
よって挿入後の文節 W  は以下のようになる．

W  = c1 · · · cp̂1 −1 ĉ1 cp̂1 · · · cp̂2 −1 ĉ2 cp̂2 · · · c|W | （10）

いま応答として，動作応答 b1 と確認発話応答 b2 があると
する．統合確信度 f (d) は，マージン d のもとで発話が正し
く理解される確率をモデル化するものであった．このとき応答

bi (i = 1, 2) に対する効用 Ri の期待値  [Ri ] を以下のように

この操作を WT ，WL に対して行い，最終的に以下の概念構造

z  を得る．
z  = [(T, WT ), (L, WL ), (M, WM )].

推定することができる．

 [Ri ] = ri1 f (d) + ri2 (1 − f (d))
†

（8）

（11）

以上をまとめて，提案手法のアルゴリズムを示す．

Input O, q, s をシーン O，コンテキスト q，発話 s からな
る入力集合とする．

音声認識結果そのものを聞き返しても曖昧性解消効果は低い．

JRSJ Vol. 28 No. 8

（9）

cm ∈W, p

してマージンと確率の写像が学習されているためである．以下
いて述べる．

| m = 1, ..., M } が，文節 W （WT ま

たは WL ）に挿入されるとしよう．ここで，W は長さ |W | の単

を別のユーザに適用することができる．これは，各ユーザに対
では，統合確信度を用いて最適な意志決定を行わせる手法につ

{cm
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1. 行動候補集合 A（式（1）参照）のすべての要素について
実行予定軌道を生成し，Ψ(s, ak , O, q) を求める．
2. 最適行動 â（式（4）参照）に対し，f (d(s, â, O, q)) ≥ θ0
ならば â を動作応答として終了．f (d(s, â, O, q)) < θ0 な
らば 3 へ．
3. 確認発話がターゲットとする行動集合 A を A = A で初
期化．

983

ングセット尤度を最大化するパラメータ推定法である．パラメー
タの最尤推定値は，Fisher 情報行列を用いた繰り返しアルゴリ
ズムにより求められる．また，Fisher のスコアリングアルゴリ
ズムにおけるパラメータ更新回数を 20 とした．
実験（1）において，トレーニングおよびテストデータは以下
のように収集した．共有信念関数の学習と同様の実験環境で，被
験者にロボットにオブジェクトを操作させるための発話を行わ

4. 単語挿入数 M を M = 0 と初期化．ターゲット行動を
aj = argmax f (d(s, aj , O, q)) とする．
aj ∈A



5. M ← M + 1 とし，式（11）に従って z を生成する．
6. 更新されたマージン d について f (d ) ≥ θ0 ならば 7 へ．
f (d ) < θ0 ならば 6（a）へ．
6（a） z  に追加可能な単語が存在すれば 5 へ．存在しなけれ
ば 9 へ．
7. aj について確認発話を行う．z  をもとに音声を合成して
発話を行う．ただし，WT または WL が元の WT または
WL と等しければ発話に含めない．
8. ユーザの応答が肯定であれば，aj を動作応答として終了．
否定であれば，A から aj を除いて 8（a）へ．
8（a） A が空集合であれば 9 へ．それ以外は 4 へ．
9. 発話 s を棄却して終了．
「わかりません」という発話を出力
する．

せ，カメラ画像と音声を 100 セット収録した．得られた画像・音
声セットに，ユーザが意図した行動を正解としてラベル付けし
た．本手法の特徴である，動作や画像等の情報を発話理解に利
用する点について性能を評価するために，ユーザにはできるだ
け省略を用いるような発話を行わせた．収録データのチャンス
レベルは平均 2.34%であり，収録した音声に含まれる単語数は
平均 2.54 語であった．収録データのうち半数の 50 個をトレー
ニングセット，残りの 50 個をテストセットとした．
統合確信度関数のパラメータ w に関するハイパーパラメー
タの設定においては，平均 m0 ，m1 が標準ロジスティックシグ
モイド関数の値，すなわち m0 = 0，m1 = 1 になるように設
定した．分散に関しては，τ0 = τ1 = 100 と設定した．
実験（2）の目的は，提案手法による行動失敗率の減少につい
て検証することである．実験（2）では，被験者と提案手法を実
装したロボットを対話させる．本実験では，実験（1）のトレー
ニングセットを用いて学習された確信度関数のパラメータを固

5. 実 験 設 定

定して用いる．被験者とロボットの対話は以下のようにして行

提案手法の評価のために，（1）統合確信度関数の学習，（2）
確信度に基づく意志決定，の 2 種類の実験を行う．あらかじ
め，[13] [16] で提案した手法により，23 単語（名詞 8 語，形容
詞 8 語，動詞 7 語）を学習させた．Table 1 に [16] の手法で
学習させた γ の値を示す．統合確信度学習中の新規語彙の追加
は本論文の主旨ではないので，新規語彙の追加は行わせないこ
ととした．

う．まず，テストセットからサンプルを一つ選択し，オブジェク
ト配置を再現する．次に対応する音声を入力し，提案手法によ
り応答を生成させる．確認発話応答に対しては，被験者に肯定
または否定の応答を行わせる．ロボットによる動作または発話
棄却により終了する一連のインタラクションをエピソードと定
義する．動作を行ったエピソードにおける，正解行動以外の行
動が実行されたエピソードの割合を行動失敗率として評価する．

生活支援ロボットへの物体操作対話の導入を考えると，少な

6. 実験結果および考察

いインタラクションから学習可能な手法が望ましい．特に実ロ

6. 1 結果（1）：統合確信度関数の学習

ボットとの対話では，ハードウェア故障やオブジェクトを破損
させるリスクがあるため，大量のインタラクションを想定する
ことは難しい．そのため実験（1）では，サンプル数が少ない場
合のテストセット尤度により提案手法の有効性を検証する．提
案手法を比較検討するためのベースラインとして，最尤推定に

統合確信度関数の学習に関する定性的結果を Fig. 5 に示す．
図におけるそれぞれの曲線は，Fig. 5 はトレーニングサンプル数
を変えたときの回帰結果である．(a)〜(d) は，それぞれトレー
ニングサンプル数 10, 20, 30, 50 のときの結果に対応する．

よるロジスティック回帰手法（以下 MLE と略記）を選択した．

BLR と MLE の入力はマージンとし，出力は（発話理解）確
率とする．サンプルを増加させた場合の両者の性能が同程度に
なることは理論的に明らかである [17] が，実際には MLE より

BLR が物体操作対話タスクに適することを示す．
MLE では，統合確信度関数のパラメータ w の学習に，Fisher
のスコアリングアルゴリズム [18] を用いる．これは，トレーニ
Table 1 Parameters of the shared belief function used in the
experiment
Weight

γ1

Value

1.00(fixed)

日本ロボット学会誌 28 巻 8 号

γ2

γ3

γ4

γ5

0.75 1.03 0.56 1.88

Fig. 5 The forms of f (d; w) trained by (a) 10, (b) 20, (c) 30,
and (d) 50 samples
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Fig. 6 Average negative test-set log likelihood of the ICM function

[Situation: Object 2 was manipulated most recently]



次に，定量的結果について検討する．Fig. 6 に，ベースライ
ン（MLE）と提案手法（BLR）の比較結果を示す．図には，テ
ストセットが与えられたうえでの統合確信度関数の対数尤度 L

U: のせて． / Place-on.
R: (The robot places Object 2 on Object 3.)



Fig. 7 Dialogue example (1). Motion execution without a confirmation utterance. The correct action is to place Object 2 (Kermit) closer to Object 3 (large red box)

をプロットした．ただし，両者を視覚的に比較しやすくするた
めに，負の対数尤度を対数スケールで示してある．図に示した

L の値は 10 回の実験における平均値であり，各実験は 100 個
のサンプルを 50 個ずつトレーニングセットとテストセットに
ランダムに振り分けて行った．図から，サンプル数が 15 以下の
場合に MLE と BLR のテストセット尤度の差が顕著であるこ
とが分かる．つまり，BLR の性能は MLE に比べて同等以上で
あり，特にサンプル数が少ない場合に BLR の性能が高いこと
が示唆される．物体操作対話タスクでは，一つの学習サンプル
を得るコスト（ユーザを用いるコスト，オブジェクト配置を物





理的に変更するコスト，ハードウェア故障リスク等）が大きい

[Situation: Object 2 was manipulated most recently]

ため，少ないインタラクションから学習できることは重要であ

U:
R:
U:
R:
U:
R:

る．したがって，物体操作対話タスクには，サンプル数が少な
い場合であっても高い性能を示す BLR がより適していると考
えられる．

6. 2 結果（2）：確信度に基づく意志決定
はじめに，定性的な結果について述べる．Fig. 7，Fig. 8 に
ユーザ（U）とロボット（R）の対話例を示す．これらはともに
θ0 = 0.7 と設定したときに得られたものである．各図において



いて発話しなかったものの，ロボットは正解行動（「オブジェク
ト 2 をオブジェクト 3 に載せる」）を出力した．この理由は以下
のように考えられる．Fig. 7 に示すシーンでは，正解行動の軌
道に対する尤度（動作信念モジュールから得られる尤度）は比
較的小さい．具体的には，正解行動における軌道の尤度は，行
動候補 60 通りのうち 24 位であった．しかしながら，動作-オブ
ジェクト関係の信念モジュールと，コンテキスト信念モジュー
ルから得られるスコアを加えることで，正解行動に対するスコ
アが行動候補のなかで最大になった．さらに，正解行動の確信
度は f (d) = 0.998 > θ0 であったので，動作を実行する効用が
確認発話をする効用を上回り，動作を実行する意志決定が行わ
れた．
†

Fig. 8 では，最適行動の確信度は f (d) = 0.478 < θ0 であっ
た．よって確認発話が最適応答であり，
「アオイ ハコ」という言
語表現が生成された．この言語表現は，オブジェクト 2 と 3 の
視覚的特徴のなかで最も異なる属性† について述べており，ユー
ザにとって理解しやすい．ランドマークについては確認発話を
行わなくても確信度に影響はないため，確認を省略していると
考えられる．
次に，提案手法の処理時間について述べる．提案手法の質問
応答は，ユーザが負担に感じない時間内で行われることが望ま
しい．θ0 = 0.999 の場合，質問文選択（5 節のアルゴリズムの
4 から 6）に要する時間は平均 1.73 秒であった．なお，実験に
用いた計算機は，Dell Precision 490（2.0 [GHz] の Intel Xeon
CPU E5335，メモリ 4 [GB]）であった．以上から，本実験設
定上では処理時間は問題ない範囲であったといえる．大量の語

カラー画像ではオブジェクト 2 は緑，オブジェクト 3 は青色である．

JRSJ Vol. 28 No. 8



Fig. 8 Dialogue example (2). Motion execution with a confirmation utterance. The correct action is to move Object
3 (blue box) closer to Object 1 (Elmo)

右上の数値は統合確信度を表す．

Fig. 7 では，ユーザはトラジェクタおよびランドマークにつ

ハコ エルモ ちかづけて． / Move-closer box Elmo.
ミドリハコをちかづけて？ / Move-closer green box?
いいえ． / No.
アオイハコをちかづけて？ / Move-closer blue box?
はい ．/ Yes.
(The robot moves Object 3 closer to Object 1.)

彙を学習させるなど設定が複雑になった場合は，画像の尤度を
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Table 2 Evaluation of decision-making based on the ICM value

985

ていると解釈できる．このような設定の下でも，曖昧性が少な

θ0

0 (speech-only)

0 (baseline)

0.7

0.999

い発話では確認発話なしで動作を実行するような，合理的な応

Pf [%]
Pr [%]
Pc [%]
Tc

83.4
0
0
-

12.0
0
0
-

10.4
4.0
12.0
1.17

2.6
24.0
48.0
1.25

答選択が行われていると考えられる．なお，Table 2 より平均
確認発話数は 1.3 以下であった．
最後に棄却率について検討する．Table 2 より，θ0 の増加に
伴って行動失敗率が低下する一方，棄却率は上昇していること

用いて不必要な語彙を除くことによって，探索を効率化する必
要がある．

Table 2 に，確信度に基づく意志決定手法の定量的結果を示
す．表において各項目は以下を表す．

が分かる．ユーザの発話が棄却されるエピソードは，
（1）θ0 を
超える効用を与える確認発話を生成できないと判断された場合
と，（2）確認発話に用いられた表現をユーザが理解できなかっ
（学習させた）言語表現のみ
た場合に分けられる．
（1）の例は，
ではオブジェクトを同定できないシーンにおける発話が挙げら
れる．特に，本実験では「右」や「左」などの位置関係を表す

行動失敗率： Pf = Nf /(Ns + Nf )

語彙を用いないので，同じオブジェクトが二つあるシーンでは，

棄却率： Pr = Nr /Na

片方のオブジェクトを同定する言語表現は存在しない．（2）の

確認発話率： Pc = Nc /Na

例は，画像処理における不確実性により，シーンに存在しない

ここに，Na ，Ns ，Nf ，Nc ，Nr はそれぞれ，全エピソード数，

オブジェクトの名前を用いた言語表現を生成することが挙げら

正解の行動が行われたエピソード数，行動が失敗したエピソー

れる．

6. 3 考察
6. 3. 1 ヒューマンロボットインタラクション中の学習

ド数，確認発話がなされたエピソード数，発話が棄却されたエ
ピソード数を表す．なお，Na = Ns + Nf + Nr である．また，

提案手法では，ユーザとのインタラクションを通した学習が

Tc は平均確認発話数であり，確認発話が行われたエピソードに

可能である．しかし，ユーザが発話してロボットが行動するよ

おける確認発話の平均回数を表す．
本研究は行動失敗の低減を目的としているため，行動失敗率

うなインタラクション中に学習を行わせると，定量評価に多大

を直接の指標とする．なお，把持失敗やオブジェクト同士の衝

なコストが発生する．これは，様々な初期設定下で結果を検討

突などに関する失敗については考慮しない．棄却率はできるだ

するためには，その都度今までのインタラクションに含まれて

け低いほうが望ましいが，棄却による損失は行動失敗の損失に

いないようにオブジェクトを再配置しなければならないためで

比べて無視可能なものと考え，補助的な指標とする．同様に，

ある．これに対し，本実験のようにあらかじめデータベースを

ユーザの負担の観点からは Tc が小さいほうがよいものの，行

構築すれば，低コストで学習に必要なサンプル数などの定量評

動失敗の損失に比べて無視可能なものと考え，補助的な指標と

価が可能である．

6. 3. 2 θ0 の設定

する．

Table 2 において，θ0 = 0（speech-only）は，動作や視覚な

実験（2）では，設定すべきパラメータ数の削減のため，式

どの情報を用いず，音声のみで発話理解を行った場合の結果で

（8）の rij を設定せずに直接 θ0 を設定した．これは，本研究

ある．音声認識には誤りが含まれないものとしたため，WM に

の主旨が正確に rij を設定することではないためである．ただ

は誤認識がない．一方，トラジェクタとランドマークはランダム

し，原理的には rij を設定することにより θ0 が求まる．

に選択されるものとした．表より，音声のみを用いると行動失

提案手法を実際の物体操作対話アプリケーションに適用する

敗率が 80%以上になることから，たとえ音声認識が完全であっ

場合は，アプリケーションに応じて行動失敗や確認発話がもた

たとしても，本タスクを音声のみで解くことは難しいといえる．

らす効用（損失）を定量化し，rij を設定すべきである．例え

Table 2 において，θ0 = 0（baseline）の条件は，本手法を用
いない場合の結果を意味する．これは従来の LCore の結果と等

ば，行動成功の効用を 1,000，行動失敗の効用を 1 などと設定
すればよい．4. 3 節で述べたように，rij を設定すれば θ0 は最

価であるので，これをベースラインとする．このとき，ユーザ

適応答を選択する閾値となる．最適な効用の設定は簡単ではな

の発話に対して常に動作応答が行われる．ベースラインにおけ

いが，設定自体は不自然な作業ではない．例えば医療画像の分

る行動失敗率は 12.0%（6/50）であった．

類においては，誤分類に対する損失の定量化が行われ，期待損

表より，本手法を用いる場合（θ0 = 0）には，行動失敗率が
12.0%より小さくなっている．例えば θ0 = 0.999 の場合には，
行動失敗率は 2.6%（1/38）であった．このことから，提案手
法は baseline に比べ行動失敗率を低減させることができたとい

失を最小化する閾値が求められている [17]．

サンプルが少ない初期のエピソードでもある程度の性能を有す

える．

ることが分かる．特に MLE では，サンプル数が 10 個程度で

6. 3. 3 サンプル数が少ない場合の MLE の性能
Fig. 6 より，提案手法が MLE に比べ高い性能を有し，学習

次に，確認発話率について述べる．確認発話率は θ0 = 0.7 の

性能が著しく悪化する．このことは，対話を続けながらオンラ

場合に 12%であり，実用上問題ないと考えられる．θ0 = 0.999

インで MLE により学習を行わせた場合，初期のエピソードよ

では確認発話率は 48%と低くないが，すべてのエピソードで確

り中期のエピソードで行動失敗を行う危険性が高くなることを

認を行うような応答選択は行われていない．θ0 = 0.999 では，

意味する．

動作実行に対して確認発話を行う損失を相対的に小さく設定し
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Fig. 6 において，MLE のテストセット尤度 L がサンプル数
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グが扱われることが多い．Komatani らは，ホテル検索用の音
声対話システムにおいて確信度により応答選択を行った [21]．ま
た Misu らは，音声認識結果に対する確信度を基準として，タ
スク達成の効用を最大化する確認発話を生成する手法を提案し
ている [22]．文献 [12] は提案手法と同様，確信度を発話理解確
率としてモデル化し，バスの経路を検索する音声対話システム
におけるエラーハンドリングに用いている．文献 [12] と提案手
法の差異は，動作を含むマルチモーダル対話に確信度を用いる
ことと，確信度を用いた発話生成を行うことである．
Fig. 9 Four typical phases of learning. The open circles represent training samples. Each curve represents the ICM
function trained by the samples

提案手法における統合確信度の機能の一つは，様々なモダリ
ティの情報を統合して，発話理解誤りを低減させることである．
つまり，音声認識に起因する発話理解誤りは画像や動作など他

i = 10 付近で最小値（グラフ上は最大値）をとる理由を考察す
る．いま，

d˜ = min di − max di .
ui =1

ui =0

のモダリティによってカバーされている．提案手法と異なり動
作や画像は含まれないものの，特徴量を統合する目的で確信度
が用いられている研究としては，文献 [23] などが挙げられる．

（12）

文献 [23] では，認識結果の文としての音響的スコア，文に含ま

とすると，トレーニングサンプルを無作為に抽出すれば d˜ は単

れる単語の平均スコア，単語の最小スコアなどの特徴量が統合

調減少することが分かる．いま，有限回のパラメータ更新により，

され，発話の分類器を学習させている．

i

トレーニングセット i で d˜i , w1 , Li が得られるとする．この

提案手法における期待効用の最大化については，音声対話シ

とき，d˜i1 > d˜i2 > 0 > d˜i3 の条件下で d˜i2 を 0 に近づける
i 
i 
i 
と，ロジスティックシグモイド関数の傾きは w1 1 , w1 3 < w1 2
となる．w1 が増大すれば，テストセット中の誤分類したサンプ

学習の最初の研究の一つであるが，近年，これを部分観測マルコ

ルの損失（負の尤度）が増大するので，テストセット尤度は減

フ決定過程（POMDP）上の強化学習に拡張した手法が注目さ

少する．つまり，このような単調減少する d˜ に対して，テスト
セット尤度は Li1 , Li3 > Li2 となる．Fig. 9 に上記の過程

れている [25]．提案手法は，マージンから発話理解確率の推定値

の典型的な流れを示す．

めているのに対し，文献 [25] では行動の価値を Value Iteration

ステム分野における強化学習による対話戦略学習の研究と関連
が深い [24]．Singh らの研究 [24] は，強化学習ベースの対話戦略

を求めたうえで，
（8）により行動に対する期待効用  [Ri ] を求

（1）学習の初期フェーズ（d˜ > 0）
フェーズ（2）に比べ Fisher のスコアリングアルゴリズム

により求めている．また，リアルタイムではない学習に限られ

に用いる勾配は小さい．本実験設定では，パラメータ更新

状態トランスデューサ（WFST）に基づく手法も提案されてい

が有限回なので（2）に比べて統合確信度関数の傾きは急峻

（グラウンドしない）知識に基づく対
る [26]．これらの手法は，

ではない．

話システムに適用される場合がほとんどである．将来的にはマ

（2） d˜ が 0 に近付く（d˜ → +0）

るものの，より柔軟な対話戦略の獲得を目指して重みつき有限

ルチモーダル対話システムに適用されることが期待されるが，

正事例と負事例の境界において，統合確信度関数の傾きは

動作や画像に関してどのような対話データを収集すべきかにつ

フェーズ（1）より大きい．その結果，誤分類により L が

いて明らかにされていない．

大きく減少するので，このフェーズで L は最小値を持つ．
（3）初めて d˜ < 0 なるサンプルが入力されるフェーズ

2 章では，ユーザがオブジェクトを一意に絞りこめるような
言語表現を用いた確認発話生成について論じた．Fig. 1 の例で

トレーニングセット尤度を最大化するために，（2）に比べ

「赤い箱」
「赤
は，オブジェクト 2 に対応する言語表現は「箱」

傾きは緩やかになる．そのため，L はフェーズ（2）より大

くて四角いもの」など無数にあるが，ロボットは過不足ない自

きくなる．

然な表現を用いることが望ましい．
オブジェクトを表す言語表現生成を狙った研究は，人工知能

（4）十分なサンプルが入力されたあとのフェーズ．

や自然言語生成の分野で広く行われている [3] [4] [27]．山肩らは

7. 関 連 研 究

コップ類の名称とイメージモデルの参照関係における曖昧性に

本章では，物体操作対話に限定せず，より広い視点から関連

一貫した個人差があることを示している [3]．さらに，音声・言
語・画像レベルの情報を統合して，複数のオブジェクトの中か

研究について述べる．
本研究では，マルチモーダル入力に基づく発話理解確率推定

らユーザが意図したオブジェクトを選択する手法を提案してい

問題に対してベイズロジスティック回帰を適用した．これに対

る．ただし，オブジェクトの属性の種類および属性値の種類は，

し音声認識や対話システムの分野では，音声情報のみから得ら

コップ類に特化して設計者が与えたものであり，提案手法が扱

れる確信度に基づいて応答（確認発話や棄却）を決定する手法

うような実世界のオブジェクトへの応用性は低い．提案手法の

が提案されてきた（例えば文献 [15] [19]）．音声認識で用いられ

文献 [3] に対する主な差異は，1）動作と複数オブジェクトを参
照する発話に適用可能，2）設計者により属性が与えられない

ている確信度については文献 [20] が詳しい．
これらの研究では，主に音声対話におけるエラーハンドリン

JRSJ Vol. 28 No. 8
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習・認識が可能，の 3 点である．Roy は，ディスプレイ上の複
数の長方形のうち一つを指示する言語表現をテキストベースで
生成する手法を提案している [4]．文献 [4] で提案された手法で
は，単語のカテゴリは教師なし学習の枠組みでクラスタリング
されるため，設計者が属性を用意する必要はない．ただし，動
作とオブジェクトをともに指定する発話を理解する手法ではな
く，音声対話による曖昧性解消も考慮されていない．
自然言語生成（NLG）の分野では，コーパスに基づいて機械
に言語表現を生成させる試みが行われてきた [27]〜[29]．例え
ば，TUNA コーパスは，人間が生成する自然言語表現と近い
表現を生成する手法を比較評価するために構築されたコーパス
である [30]．ただし，システムへの入力は家具の画像と属性値
（XML テキスト）であり，属性の種類および属性値の種類は非
常に少ない．例えば，サイズ属性は大・小のいずれか，タイプ
属性は椅子・ソファ・机・扇風機のいずれか，など事前に定義さ
れた属性とその値がシステムに直接与えられる．このような前
提は，カメラ画像を処理するような実環境における人間–ロボッ
ト対話の前提との隔たりが大きい．他の多くの研究でも，シス
テムへの入力データはテキストや GUI 上の図形で与えられて
いる [27] [28]．このような入力データは，現状では物体操作対
話タスクが前提とする「実世界オブジェクトをロボットが操作
する」という設定を考慮したものではなく，本研究が扱う問題
には適さない．

8. お わ り に
生活支援ロボットが日常環境に導入されるためには，ユーザ
との安全・安心なインタラクションを実現する必要がある．本論
文では，ユーザの発話の曖昧性を定量化し，タスク達成の効用
を最大化する応答を生成する手法を提案した．本手法は，ユー
ザが曖昧性が少ない発話を行った場合は，状況に応じて最も適
切な動作軌道を HMM を用いて生成する．また，曖昧性が大き
い発話に対しては，ユーザにとって自然な確認発話を生成する
ことで，不適切な動作を実行前に中止させて行動失敗率を減少
させることが可能になった．本研究で構築したシステムの動
画 は ，http://mastarpj.nict.go.jp/˜ksugiura/video gallery/
lcore dec/ で閲覧可能である．
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