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対話型ロボットサービスにおける教師業務ルール実装のた
めの基本動作認識システムの開発
Development of Primitive Action Recognition System for Implementing Teachers’
Business Rules for Dialog Training Robot Service in English Classroom
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Abstract: According to the development of cloud services for intelligent processing such as speech to
text, dialog control, and visual recognition, intelligent robot services for various fields have been able to
develop. However, it is difficult to integrate each primitive processing with reflecting human expert
knowledge adaptively. In this study we focus on English learning classroom support by using an
intelligent robot service based on teachers’ business rules, reflecting teachers’ reactions to students’
behaviors. Taking the business rules for language activity in classroom, we have developed to implement
the rules by developing recognition modules for students’ audio and visual behaviors. In this paper, we
implement and evaluate the recognition modules with machine learning algorithms for visual behaviors
by combining primitive actions from images of the students. As for the result on some experimental
primitive actions, the machine learning algorithms for the recognition modules achieved high accuracies
by using a bag-of-VisualWords and the body parts recognition results as the features.

はじめに
近年，対話型ロボット本体の処理や通信といった
基本機能に加え，音声認識，対話制御，画像認識に
関するネットワークを通じた対話に必要な技術が向
上し，その対象領域が拡がっている．例えば，語学
教育においては，コンピュータ支援型言語学習
(CALL)システムの延長として，ロボットを用いた英
語学習の実施が行われてきている．そのため，現在
導入されているシステムは，教員の指導方針に従っ
て，柔軟に対話の訂正などの振る舞いを変更するこ
とは困難である．
日本における外国語教育に関しては，新学習要領
において，聞く・読む・話す・書くという 4 技能を
総合的に養うことが求められている．一方，現場の
教員は，授業の内容を工夫し，ネイティブスピーカ

ーではない教員が日本語や英語などを交えた指導に
より，学習者の外国語能力の向上を図っている．
このような状況から，教員と協調して教員の指導
方針に沿って，対話型ロボットを活用した授業を行
うためには，より円滑に業務を実現するためには従
来の業務プロセスをより深く分析し，対話型ロボッ
トの振る舞いに反映することが不可欠である，と言
える．
本研究では，上述の背景の下，英語のクラスルー
ムにおいて教員を支援するロボットサービスの開発
とこれを用いた授業支援システムの開発を目指す．
このため，教員の行動を観察し，教員が学習者の状
況に応じて働きかけや発言を行っている場面から，
対話練習における業務ルールを明らかにする．さら
に，これらの業務ルールに基づくロボットサービス
を開発する．
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本稿では，はじめに，従来の対話型ロボットを用
いた授業支援や画像認識による行動認識に関する関
連研究から，本研究の位置づけを述べる．次に，教
師の行動から抽出した教師業務ルールにより，英語
の授業内での言語活動を対象とした授業支援を実現
するシステムの構成について述べる．本システムに
おいて，対話型ロボットサービスを実現するため，
画像から学習者の行動を判別する必要がある．この
ため，画像特徴量に基づく基本動作の認識について，
データセットを作成するツールを用い，従来型の機
械学習アルゴリズムによる基本動作の認識について
正解率の評価を行った．これらの結果を基に，学習
者の行動認識の可能性と業務ルール実行に向けての
課題について考察し，今後の課題について述べる．

作や様子に臨機応変に応じることができることを目
指して，音声及び画像の認識を利用する．このとき，
識別を行う機械学習モデルが説明可能なモデルとし
て作成可能なよう，特徴量の作成を行うツールの開
発を含めて，授業支援システムの開発を行う．

教師業務ルールに基づく英語授業支
援システム
本研究では，英語のクラスルームを対象に，教員
が生徒の行動に対して行う言動を一対のルール（以
下，教師業務ルール）として記述し，教師業務ルー
ルの組み合わせにより，ロボットサービスとして再
現する教師支援システムの開発を行う．

関連研究
ロボットを用いた対話を通じた英語の能力向上用
のツールとしては，Musio[1]が日本国内の小学校お
よび大学などで使われ始めている事例がある．Musio
に搭載された教授法は，開発者によって作成された
ものであるが，現場の教員がその内容を変更するこ
とはできない．また，自由対話が可能ではあるが，
目的を持った対話練習での臨機応変な対応は不可能
である．
一方，対話する相手の表情やしぐさに合わせて対
応を変化させる研究については，Ifbot と呼ばれる対
話型ロボットの開発が行われた[2]．Ifbot では，対話
を対象としていたため，対話練習のように目的に合
わせた表情やしぐさへの対応ではなく，一般的な対
話の中での対応を変化させることが示されている．
このため，多くの場面に適用可能ではあるが，本研
究のように目的に応じて表情やしぐさへの対応を変
化させる機構は含まれていない．
動画像（連続画像）を対象とした画像からの動作
の認識は，これまで，数多くの手法が開発されてき
た[3]．これらの研究では，評価指標として動作の認
識精度（正解率，エラー率）が用いられ，評価指標
の高い手法の開発が主な目的であった．このため，
本研究のように，業務プロセスにおける業務ルール
に即し，認識すべき動作を目的に応じて設定するこ
とは，これまで行われてきていない．また，最近で
は，動作認識に用いた機械学習モデルの内容を評価
することを可能にするような特徴量の作成よりも，
深層学習など説明困難なモデルの適用事例が増加す
る傾向にある．
以上の現状に対し，本研究では，英語のクラスル
ーム授業における対話練習の業務ルールを教員が自
由に変更でき，ロボットサービスとして学習者の動

システムの概要
図 1 に教師業務ルールに基づく英語授業支援シス
テムの概観を示す．

図 1：教師業務ルールに基づく英語授業支援システ
ムの概観
教師業務ルールにより学習者（生徒）の様子や言
動に応じて，適切な指導や助言を行う対話練習ロボ
ットサービスを実装した対話型ロボットは，クラス
ルームにおいて，生徒の対話練習相手として利用す
る．このとき，業務ルールは，事前に教師自身によ
って入力，あるいは確認されているものとする．
対話練習において適用された教師業務ルールと発
話テキストは学習状況管理サーバに保存され，教師
が生徒の状況が分かりやすいように画面に表示され
る．教師は，個々の生徒の学習状況を把握しながら，
適宜指導を行う．
ロボットサービスのプログラムからは，音声認識
結果である発話テキストが構文解析プログラムによ
り構文解析され，結果が出力される．音声・画像は
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表 1：画像による場面判定と基本動作の対応付け

基本動作認識プログラムにより行動認識結果をロボ
ットサービスに返答する．構文解析結果・行動認識
結果を教師業務ルールの条件部と照合し，競合解消
によって選択されたルールの結論部がロボットの言
動として出力される．
教師業務ルールは，授業前の準備として，入力が
必要な場合は，入力インタフェースから入力する．
教師業務ルールは，ルールファイルとして対話練習
ロボットサービスプログラムにより解釈され，各種
処理（ここでは対話練習での指導）が場面に合わせ
て行えるようになる．

場面

画像

静止画

目線が定まらない

○

導入語句の間違い
頭が揺れる
手で頭を抱える

○
○

返答できない
固まって動かない
間違った回答をする

目を見開く
口を開く

○
○

口元が上がる

○

文章を理解できていない 頭が上下する

○

教師業務ルールと基本動作認識への段階的
返答に時間がかかる

体が揺れる

○

瞬きが多い

○

目線が上に向く

○

手が動く

関連付け

紙を見る

教師業務ルールは，開発者が教員の言動を観察し，
教員が認識していると考えられる生徒の様子（行動
など）を場面ごとに抽出する．この段階では，教員
の言動，生徒の様子とも，曖昧さを含む記述によっ
て書き出す．
次に，教員による業務ルール記述の優先順位を評
価し，優先度の高い業務ルールから開発者は業務ル
ール記述の条件部である生徒の行動認識をロボット
により実現する各種処理を作成する．
教員と開発者は，業務ルール記述の条件部を構成
する「場面」と基本行動認識への対応付けリストを
利用し，共通理解の下に記述された業務ルール記述
と行動認識と生徒への働きかけに関わる処理の対応
付けを業務ルール毎に行う．これらのロボットの行
動認識処理と生徒への動作の対応付けが行われた教
師業務ルールを組み合わせることで，教員毎に工夫
したロボットサービスの実行を可能とする．

動画

発音が流暢でない
相づち

○
○

単語ごとに発音身振り付き

○

固まる

○

落ち着きがない

○

画像特徴量によるデータセット作成
システム
本節では，画像に基づく基本行動認識のため，画
像に対する基本行動ラベル（クラスラベル）を付与
するアノテーションツール，および，従来型の機械
学習による説明力の高い学習モデルを生成するため
の画像特徴量抽出ツールを紹介する．
我々は，動画あるいはロボット動作中に連続的に
取得できる画像に対し，基本行動ラベルなどのラベ
ルを付与（アノテーション）するためのツールを図
2 のように開発した．

画像による場面判定のための基本動作認識
表 1 に画像による場面の判定のために認識するこ
とが必要な基本行動との対応付けの例を示す．
表 1 の場面は，中学校での英語授業において抽出
された教師業務ルールのうち，頻繁に用いられる解
釈性の高いルールの条件部を成り立たせるために必
要な各場面である[4]．各ルールの条件部は，場面の
組み合わせで構成されるため，基本行動の認識から
成立が判定された場面を用いることにより，ルール
を発火させることが可能となる．

図 2：連続画像クラスラベル付与ツールの概観
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本ツールは，連続画像と，後述する画像中の特徴
量を提示し，スライダによって複数枚の連続画像に
クラスラベルを付与していくことが可能なインタフ
ェース，および機能を有している．
画像特徴量の抽出処理は，決定木や分類ルールと
いった説明性の高い従来型の機械学習アルゴリズム
による学習モデルが得られるよう，画像処理による
特徴量抽出を行う必要がある．局所特徴量による画
像の特徴付けでは，ORB[5]などの局所特徴量抽出ア
ルゴリズムによって得られたもののうち，類似した
局所特徴量の出現回数を特徴量とする
Bag-of-VisualWords (BoVW)モデルを適用する．さら
に，画像中の人物の行動認識が対象となることから，
BoVW の特徴量に加え，OpenPose[6]による身体パー
ツの認識結果（画像中の位置座標と確度）を利用す
る．本ツールの概観を図 3 に示す．

作認識機能の評価
本実験では，対面による対話練習中のロボットか
らの学習者の基本動作認識を想定し，ロボットから
連続画像を得た．これらの画像から画像特徴量によ
るデータセットを作成し，8 種類の機械学習アルゴ
リズムによる基本動作の判別性能を正解率により評
価する．基本動作の認識については，下記の 2 条件
を設定した．
 条件 1：1 名が基本動作行動を行った場合
 条件 2：複数名が基本動作を行った場合
機械学習アルゴリズムの実装は Weka[Weka]を使
用した．

画像特徴量と身体パーツの認識結果による
データセットの作成
本実験で用いる画像は，Sota により撮影した同一
の場所での連続画像を認識対象の行動毎に取得した．
画像を取得する間隔は 2 秒，行動を行う時間は 1 回
24 秒とした連続画像とする．Sota と撮影対象の学習
者（人物）との間隔は 70cm 程度とした．
画像特徴量は OpenPose による認識結果（x 座標，
y 座標，確度）と局所特徴点（ORB）に基づく Visual
Words を 256 抽出し，各 Visual Words の出現回数を
特徴量設定した．
条件 1 のデータセットとして，横を向く・首を傾
げる・下を向く・顎に手がある・頭に手がある，の
5 つのポーズを行った。データセットの内訳を表 2
に示す．

図 3：画像内の人物の行動認識のためのデータセッ
ト作成処理の概観

表 2：条件 1 のデータセット内訳

以上の特徴量とクラスラベルを連続画像のタイム
スタンプをキーとすることで結合し，従来型機械学
習アルゴリズムに適用可能なデータセットを生成す
る1．撮影した画像を動作によって分類する．分類し
た画像をまとめて画像認識処理する．また，まとめ
た画像にクラスラベルを付ける．画像と認識結果・
画像とクラスラベルを出力する．

教師業務ルール実装のための基本動
1

クラスラベルごとに画像をフォルダに振り分けること
により，深層ニューラルネットワークなどの画像を直接入
力可能な機械学習アルゴリズムへの適用も可能．

クラスの
設定

データ数
（全体）

正面

認識対象の
基本動作

正面-頭に手

84

40

44

正面-下向き

72

36

36

正面-横向き

48

25

23

正面-顎に手

48

25

23

正面-傾げる

48

25

23

条件 2 のデータセットとして条件 1 の「横を向く」
基本動作を複数人（5 名）で行った．データセット
の内訳を表 3 に示す．
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表 3：条件 2 のデータセット内訳
クラスの
設定

データ数
（全体）

正面

認識対象の
基本動作

正面-横向き

60

35

25

証の正解率）を示す．この結果，いくつかのアルゴ
リズムによる正解率は若干低下したが，1 名で行っ
た場合と同様に高い正解率を得ることができた．
表 5：条件 2 の基本動作認識（正面-横向き）の正
解率(%)
1人

5人

1 名の画像による基本動作認識の評価

bayes.NaiveBayes

97.45

85.50

本実験では，条件 1 のデータセットにおいて，機
械学習のアルゴリズムによる基本動作の認識精度の
評価を行う。利用した機械学習アルゴリズムはナイ
ブベイズ（bayes.NaiveBayes）・サポートベクターマ
シン（function.SMO）・k 近傍法（k＝1）（lazy.lbk）・
ブースティング（ベース学習器：DecisionStump）
（meta.AdaBoostM1）・バッギング（ベース学習器：
REPTree ）（ meta.Bagging ）・ 分 岐 ル ー ル 学 習
（rules.PART）
・決定木（trees.J48）
・ランダムフォレ
スト（trees.RandomForest）である．
各基本行動を識別対象とするデータセットに対し
て，10 回繰り返し 10 回交差検証により得られた平
均正解率を表 4 に示す．この結果，各基本動作の識
別に対するアルゴリズム毎の正解率の平均値を比較
すると，最も高い値となったのはサポートベクター
マシンによるものであった．

function.SMO

97.85

98.33

lazy.Ibk

97.85

97.83

meta.AdaBoostM1

99.80

95.83

meta.Bagging

99.35

98.00

rules.PART

97.65

99.33

trees.J48

97.65

99.33

trees.RandomForest

97.85

95.67

表 4：条件 1 の基本動作認識の正解率(%)
横向き 傾げる 下向き 顎に手 頭に手
bayes.
NaiveBayes
functions.
SMO
lazy.
IBk
meta.
AdaBoostM1
meta.
Bagging
rules.
PART
trees.
J48
trees.
RandomForest

平均

97.45

100.0

86.32

83.20

97.36

92.87

97.85

97.60

93.48

92.70

98.79

96.08

97.85

97.80

85.59

93.15

98.79

94.64

99.80

97.05

89.59

84.45

97.14

93.61

99.35

95.40

89.46

79.45

95.43

91.82

97.65

87.10

84.29

75.30

95.17

87.90

97.65

87.10

85.25

75.15

95.17

88.06

97.85

98.65

92.36

89.70

99.15

95.54

考察
表 4 および，表 5 の結果から，常に最も高い正解
率が得られる機械学習アルゴリズムは見られず，
個々の問題設定に応じて機械学習アルゴリズムを選
定していくことが必要と考えられる．
また，1 名の画像による基本動作認識の結果と複
数名の画像による基本動作認識の結果には，平均正
解率の上で大きな差異は見られなかった．これより，
人の違いのために基本動作認識の結果が変わらない
といえる．これは，図 4 に示すように，OpenPose に
よる身体パーツの画像上の位置の認識結果がルール
の条件部（判断基準）として用いられていることか
ら，背景に現れやすい局所特徴量は考慮されなかっ
たことが分かる．これは，場合によっては背景を考
慮した方が識別の正解率を向上させることに寄与す
るが，動作の認識を行うためには補助的な役割を担
っていると言える．

複数名の画像による基本動作認識の評価
本実験では，5 ポーズの機械学習アルゴリズムに
よる正答率の平均値が一番高かった，
“正面と「横を
向く」の識別”を採用した．表 5 に 1 名から行動の
画像を取得した場合と 5 名から同じ動作の画像を取
得した場合の識別結果（10 回繰り返し 10 回交差検

図 4：正面と「横向き（左右どちらも）
」のデータセ
ットに対する PART による分類ルール集合
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ただし，今回は同一の場所の画像を用いたため，
異なる撮影場所での行動を認識は未検証のため，今
後は異なる撮影場所での画像からデータセットを作
成し，評価を行う必要がある．
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[５] Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige, Gary
Bradski: "ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF,
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本稿では，教師業務ルールに基づく英語授業支援
システム構築のため，学習者の振る舞いを認識する
画像特徴量に基づく基本動作の認識について，デー
タセットを作成するツールを用い，従来型の機械学
習アルゴリズムによる基本動作の認識について正解
率の評価を行った．局所特徴量と身体パーツの認識
結果を特徴量としたデータセットを作成し，5 つの
基本動作について認識を行った結果，平均正解率に
おいて最も高い性能が得られたのはサポートベクタ
ーマシンによるものであった．しかしながら，常に
最も高い正解率が得られる機械学習アルゴリズムは
無く，問題設定にあわせて選定を行う必要があるこ
とが明らかとなった．
今後は，授業支援システム全体の開発に向けて，
個々の行動認識モジュールの開発を行っていく．こ
れらの各モジュールを利用し，対話練習を実施する
ロボットサービスの実装及び評価を行う．また，教
員向けの業務ルール入力インタフェースおよび，授
業状況把握システムの開発を進めていく．

[６] Zhe Cao, Gines Hidalgo, Tomas Simon, Shih-En Wei, and
Yaser Sheikh: OpenPose: realtime multi-person 2D pose
estimation using Part Affinity Fields, arXiv preprint
arXiv:1812.08008, (2018)
[７] Mark Hall, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard

謝辞
本研究の一部は，JST/CREST「実践知能アプリケ
ーション構築フレームワーク PRINTEPS の開発と
社会実践」，および，平成 29 年度文教大学情報学部
共同研究費の助成によるものである．画像特徴量に
基づくデータセット作成ツール群は，株式会社ネッ
トコンパスにより実装された．また，評価実験にお
ける複数人の画像の提供にあたっては，文教大学大
学院情報学研究科在学生各氏に同意の上，ご協力を
頂いた．ここに記して，感謝の意を表する．

参考文献
[１] Musio, https://themusio.com/home (2019 年 7 月 12 日参
照)
[２] 嵯峨山茂樹, 中村哲: "擬人化音声対話エージェント
開発とその意義", 情報処理学会研究報告音声言語情
報処理 (SLP) 2000.101 (2000-SLP-033) , pp.1-6 (2000)
[３] 片岡裕雄，青木義満："行動理解とデータマイニング
を適用した人物意図推定・行動予測", 画像の認識・
理解シンポジウム(MIRU2012), (2012)

－ 60 －

Pfahringer, Peter Reutemann, and Ian H. Witten: The
WEKA Data Mining Software: An Update. SIGKDD
Explorations, Vol. 11, Issue 1, (2009)

