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Abstract: A preliminary consideration on cooperative dialogue management using Equilibrium
Selective Role Coordination (ESRC) [Iwahashi, iCAST 2019] is reported. ESRC is a decentralized
control framework for cooperative multi-agents based on a hierarchical equilibrium dynamics and
a meta-mutual belief structure. In this report, we propose to unite the notion of “initiative” with
the notion of “role”, a key of coordination in the ESRC framework, and to verify the approach by
using simulated dialogues of a simplified desert survival problem.
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はじめに

人は見かけ以上に複雑で高度な対話を行うことがで
きるように見える．船越らが分析した Wizard-of-Oz 対
話の事例では，人間のオペレータがごく限られた発話
レパートリーしかもたないロボットを操作して，戦略
的な対話を行っている [1]. この事例では，修復要求の
無視，長時間の沈黙，
（隣接対に照らして）非標準的な
回答という一見非協力的・非協調的な振る舞いを通じ
て，結果的に意思疎通を成立させ対話を成功裏に前進
させている．
このような対話を行えるシステムはまだ実現されて
いない．その理由としては，十分に高度な意図認識や
ユーザの状態推定をシステムが行うことができないこ
とに加え，戦略的かつ協調的な対話管理（対話行動の選
択）を行う仕組みが十分でないことが挙げられる．本稿
では，後者について，Iwahashi が提案する Equilibrium
Selective Role Coordination（以下 ESRC）[2, 3] に注
目し，ESRC の上で戦略的かつ協調的な対話管理を実
現するための検討を行う．
ESRC は，エージェント間の協力を実現する分散制
御（Decentralized control）手法である．協力を成立さ
せる機能は，独自のメタ相互信念構造による認知モデ
ルと，独自の階層的均衡動力学による数理モデルを基
盤とする（図 1）．既発表論文 [2, 3] では，自動運転に
おける狭路での対面通行など、他者との相互調整を題
材にその有効性を示している．
ESRC の要となる概念に「役割 (role)」がある．上記
の自動運転の場面では，どちらが譲るかが役割に対応
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図 1: 協力の基盤となる機能階層と対応する認知と数理

図 2: メタ相互信念
する，役割は，下位レベルの物理的運動とともに，上
位レベルで制御される．本稿では，この「役割」を「主
導権 (initiative)」と対応付けて，ESRC の対話制御へ
の適用を検討する．まずは単純化したトイプロブレム
での理論的検証を目標とし，シミュレーションによる
実効性・妥当性の評価を行う方法を議論する．
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Equilibrium Selective Role Coordination (ESRC)

ESRC は、協力を成立させる機能の、独自のメタ相
互信念構造による認知モデルと，独自の階層的均衡動
力学による数理モデルを基盤とした、エージェント間
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表 1: 動的非協力ゲーム理論の位置付け（[6] より引用）
Static
Dynamic

One Player
Mathematical
programming

Many Players
(Static) noncooperative
game theory

Optimal
control theory

Dynamic (and/or
diﬀerential) game theory

の協力を実現する分散制御（Decentralized control）手
法である．ここでメタ相互信念は，協力において役割
を調整する認知モジュールである（図 2）．
非協力ゲームはゲーム理論の主流の概念で，2 人以
上の意思決定において各個人が独立に個々の利益のみ
1
に基づいて行動を選択する場面を指す．
．非協力ゲー
ムは必ずしも敵対・競争を扱うものではないが，一方
で，個々人の利益だけを考えて合理判断をすることで，
非協力ゲームの理論に従う限り，しばしば全体最適で
はない戦略が個々人により選択されてしまうことも知
られている（いわゆる「囚人のジレンマ」問題2 ）．こ
のような場合，全体最適（パレート最適）な戦略は互
いが「協力」をすることで得られる．しかし協力とい
う選択は一般に個人の合理性のみからは導かれない．
多くの場合，協力を困難する主要因は，役割の分担の
仕方が複数存在することであると言える．従来のゲー
ム理論では，役割を表す均衡点の選択に関する十分な
理論が与えられていない．ESRC は，運動など下位信
号と、役割などの上位信号の両方を，動的非協力ゲー
ム理論 [6]（表 1 参照）を拡張した階層的均衡動力学で
同時に制御する．具体的実装として，自己と他者のコ
スト関数（最適制御により最小化したい目的関数）の
重み付き和 (1) を全体の目的関数とすることで，個々
人が協調的な制御を行えるようにする．
s
s
αts ·Jt,t+M
(xst , xot )+(1−αts )·Jt,t+M
(xst , xot ) (1)
p −1
p −1

式 (1) 中の重み α が「役割」と呼ばれるもので，端的に
言えば，自己と他者，どちらのコストの削減をより重
視するかを表す．優先度とも言えるだろう．ESRC で
は，自己が考える役割の値と他者が想定していると思
う役割の値を逐次推定・調整することで，協調的な制
御を実現している．また ESRC はこの「役割」をメタ
相互信念の一部として扱う．
例えば，歩行者と自転車が対面しそのままではぶつ
1 非協力ゲーム・協力ゲーム [4, 5] の中に含まれるゲームの種類
を区別する名称と定義は紛らわしい．
（n 人）協力ゲームは，3 人以
上の意思決定において「誰と誰が組むか」という提携 (coalition) の
概念を導入したゲームである．そうでないゲームは非協力ゲームに
なる．2 人協力ゲームは，脅しと要求という 2 段階からなる交渉場
面を対象とする非協力ゲームである．2 人が同じ行動を取ることに
メリットがある（2 人が同じ利得表を持つ）状況は純粋協調ゲーム
(pure-collaboration game) や調整ゲーム (coordination game) と
呼ばれ，これらも非協力ゲームの一種となる．
2 無限繰り返しゲームに設定を変え，懲罰の仕組みを導入すれば，
（結果としての）協力が生じることは知られている [4]．

かってしまう状況が発生したとき，慣習により，歩行
者が自己の α を高く，自転車が自己の α を低く設定し
た状態で行動を開始することができれば，歩行者はそ
のまま直進し，自転車が避けるという社会的に自然な
協調的対面通行ができることになる．一方で，歩行者
対歩行者で相互に同じような重みが想定された場合は，
一定の割合で衝突コースに入ることになるが3 ，相手の
振る舞いから「相互に同じような重み」であることを
推定できる．このとき，そのままの重み設定で，衝突し
ないコースを取るように制御することもできるが，自
己の重みを変更することで，より協調的で安全な制御
が実現できる．
現在，対話システム研究において一般的に用いられ
る最適制御の考えに基づく手法は，強化学習により静
的な対話方策を事前に獲得し，実行時は各時点の状態
に対し反応的に振る舞うものである（[7, 8] など）．こ
れに対し ESRC では，相互信念に基づき，一定の幅の
未来までの対話戦略を都度予測的に構成し，各時点で
の行動を選択する．その意味で探索的・熟考的な振る
舞いをする．

3
3.1

ESRC に基づく対話管理の定式化
「役割」としての「主導権」

主導権 [9, 7] は，対話をすすめる上でどちらが働き
かけを行うか（行えるか）を表す対話システムの設計
概念で，システム主導，ユーザ主導，混合主導の 3 つ
が区別される．ただし，システム主導・混合主導・ユー
ザ主導の区別は，個々のシステムをハードに分類する
ものではなく，1 つのシステムであっても，ある点では
システム主導であり，またある点ではユーザ主導であ
る，といったことは起こりうる．また，混合主導には
レベルがあり，主導権が固定されず対話者間で調整さ
れうるものが，究極的な混合主導であるとされる [10].
ある話者 A が完全に主導権を取るということは，そ
の対話者 B の発言が話者 A のその場の求めに直接関
わらない場合に無視されることを意味する．例えば完
全にシステム主導な対話を行うシステムが「年齢と性
別を伺います．まず年齢を教えて下さい．
」というよう
な発言をして，ユーザが「35 歳，男です」と答えた場
合，
「男です」というユーザが付加した（つまりユーザ
が授受を主導した）情報は無視され，改めてシステム
から「次に性別を教えて下さい．
」と尋ねられることに
なる．このようなシステムは，ESRC における重み αs
が 1 である，つまり自己のコスト低減だけを考慮する，
完全に自己の都合だけで動くシステムと対応付けるこ
とができそうに思える．また冒頭で取り上げた「修復
要求の無視」のような事象も，修復要求に応じた場合
3 お互いに道を譲ろうとして逆に相手の進路を塞いでしまうこと
を繰り返すことは現実によくある．
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のリスク評価（単に言い直しても問題解決に効果がな
い）に基づき，一時的に自己の優先度を高めることに
よって半ば強引に主導権を取り全体としての最適解を
求めた，と解釈することができる．このことから，以
降では仮説的に「主導権」と「役割」の概念を対応付
けた上で，ESRC による対話管理を検討する．

3.2

Desert Survival Problem

ESRC による対話管理を検討するにあたり，なにか
しら取り掛かりとなる対話の状況を定める必要がある．
しかしながら，冒頭の Wizard-of-Oz 対話などは，シス
テムの行動空間は狭いが，ユーザの行動空間は広く，状
態空間の定義も自明ではない．システムとユーザが非
対称である点も，実装には不都合である．そこでまず
はもっと簡略化されており，かつ参加者間で対称的な
対話を素材として検討を行いたい．そのような対話と
して，本稿では Desert Survival Problem [11, 12] を取
り上げる．
Desert Survival Problem（以下 DSP）は，様々な社
会的インタラクション研究に用いらてきた．砂漠に行
く際の持ち物（アイテム．例えば，水，ガソリンなど）
を決めるという設定で，対話の参加者は，リスト中の
アイテムの重要性について意見を述べ合いながら，ア
イテムの優先順位について合意形成をする課題である．
お互いが利得を最大化するように交渉するという点
で，ゲーム理論との馴染みがよい．また，自分が価値を
おくものと他者が価値をおくものとが違い，その違い
が事前に共有されていないということから，相互信念
の対話中の動的な調整・適応が必要となる点で，ESRC
が扱おうとする問題の核心に含まれる課題と考えた．

3.3

行動空間の単純化 各人は各時点において，以下の 3
種類の行動だけをとれるものとする．

Push-item i: アイテム i を推挙する．相手の推挙後に
同じものを推挙する場合は同意行為とみなせる．
Pull-item i: アイテム i を拒否する．自分の推挙し
たものを拒否する行為は推挙の取り下げとみな
せる．
Silence: 沈黙（何も行わない）
決定（合意）の単純化 どの時点で持っていくアイテ
ムについての決定がなされたことになるのかを単純化
するために，各アイテムにつき，
「Push-item の回数 - Pull-item の回数」
が，T 回を超えた時点
で，持ち物リストに含められることにする．順序付け
問題から選択問題への変更と，選択決定となる基準の
明確化により，課題終了が確定的になる．

3.4

ESRC を用いた制御のためには，行動空間 U ，状態
空間 X および行動に基づいて状態空間を更新するシス
テム関数 f ，状態空間に基づいて行動系列を評価する
ためのコスト関数 J を定める必要がある．行動空間は
前述のように U = {Push-item, Pull-item, Silence}
である．ここでは残りの状態空間とコスト関数を検討
するが，どのようなコストを考えるかで状態空間に記
述する情報が決まってくるため，まずコスト関数の検
討から入る．
3.4.1

簡易版 Desert Survival Problem

DSP は相当に限定された対話であるものの，それで
も意見の表明やその解釈，合意の認識などを，忠実に
再現することは容易ではない．
そこで以下のように変更を加え，更に単純化した簡
易版 Desert Survival Problem（簡易 DSP）を用いて
検討をすすめる．
課題設定の単純化 「N 個のアイテムの順序付け」で
はなく「N 個のアイテムの中から持っていくものを M
個決める」というタスクにする．順序付けの場合は達成
された順序と期待した順序の違いから利得を計算する
方法を定義する必要があるが，変更後は，
「希望した K
個のアイテムの中でいくつが最終的なリストに含まれ
るか」に基づく， より解釈しやすい利得を定義できる．

定式化

コスト関数

3.1 節の予備的な考察では，対話システムが役割重
み α = 1 をとることを，完全なシステム主導と対応付
けて考えた．しかし，このような対応関係が生じるか
どうかは，結局のところコスト関数の設計に依存する．
ユーザの質問を無視して話すことがシステムのコスト
低下になるなら，ユーザの発話を無視して話すことに
なる．一方で，発話すること自体がコストと考えるな
らば（課題指向対話における一般的な対話方策強化学
習の報酬設定），コスト低減のためにシステムは黙り
続ける動機を持つことになる4 ．
ESRC に基づく対話が，人間の行うような自然な対
話に近づくためには，コスト関数が以下のような制約
成分を包含する必要があると考える．
4 一般的な対話システムの設計では「黙る」という行為が選択肢
に無いため，発話することにコスト（負の報酬）を設定しても必ず
何かしら発話することになる．[7] はシステムの沈黙も考慮しており，
課題指向対話でもないため毎回の発話に負の報酬を与えることはし
ていない．
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対話コスト 対話を円滑に進める効用を持つ．黙り続
けないこと，同時に発話しないこと，を担保する．こ
こで，各発話長はランダムなばらつきを持つものとす
る．そして，自分自身の発話終了時刻は確定的に知る
ことができるが，相手の発話終了時刻は確率的な予測
としてしかわからないものとする．これによって，聞
き手側が発話衝突リスクを下げるためには一定の交替
潜時を設ける必要が生じ，それにより話し手側はター
ンを譲らずに続けて話し続ける戦略も取ることができ
ると予想される．また伝達情報量も発話の長さの関数
として組み入れることができるだろう．
課題コスト 課題（アイテムリストの完成）を進捗さ
せる効用を持つ．Push-item・Pull-item の応酬によ
り押し問答状態となることを回避できると予想される．

状態は各話者毎にベクトルとして表現する．

• Silence を連続して取り続けている時間（tick
数）．これが 0 であれば，現在 Push-item また
は Pull-item で発話中であることを示す．
• 最後の行動．行動種類別の one-hot ベクトル．初
期状態および発話中の場合は全て 0 とする．
• 最後に Push-item または Pull-item したアイテ
ム．アイテムごとの one-hot ベクトル．初期状態
では全て 0．
• アイテム毎の Push-item と Pull-item の回数．
相手側の回数と足し合わせることで，アイテムリ
ストの決定状態が定まる．
以上が自己と他者の両方から観測可能な状態で，以
下は自己のみが参照できる内部状態である．

満足度コスト 自分の望む結果を得る効用を持つ．現
在決まっているリストと自分の理想のリストとの一致
率で評価できる．
社会性コスト 一般に対人関係では相手のことを尊重
することが求められ，自我を通すだけでは社会性が低
いと評価される．そのような「社会性を高める」ための
制約が必要であり，またそのような制約によって，より
戦略的な対話が生まれると予想する．例えば，カメレオ
ン効果や承認欲求と言った人間の性質から，一般に同意
は相手の心象を改善させると考えられる．実際にこの
ような考え方に基づいた協力行動の説明が行動ゲーム
理論の分野でも試みられている [13, 14]．DSP の場面で
は，このような現象は，相手が Push-item したものを
直後に Push-item することで社会的コストが低下する
ように実装することでモデル化できるだろう．一方で，
否定は相手の心象を悪化させると考えられるが，これ
は相手が Push-item したものを直後に Pull-item す
る行為にコストを与えることでモデル化できるだろう．
また，相手が譲ったと思うと，相手の心象が良くな
り，ひいては相手に譲るという振る舞いも，人間には
見られる．相手が譲歩したと思うかどうかは，相手の
価値観に対する信念に基づいて主観的に判断されるこ
とになる5 ．従って，相手が自分の価値観をどう思って
いるかを考えることにより，相手の譲歩を引き出せる
可能性が高まることを期待して，譲歩に見える行動を
戦略的に選択することも可能になると思われる．

3.4.2

• 相手に対する心象度．
• アイテム毎の自分の選好度（固定の重み）．
• アイテム毎の相手の選好度（推定により調整）．
3.4.3

システム関数

システム関数は，基本的にはそれぞれが選択した行
為に基づいて状態を更新するだけであるが，相手に対
する心象度の更新や相手の選好度の推定方法をどのよ
うに実装するかは自明ではない．これらについては社
会性コスト成分と併せ，行動学や心理学の文献から妥
当なモデルを検討し，実装する必要がある．

4

評価方法の検討

3 節で述べたモデルを実装して動作させることがで
きたとして，どのようにモデルの妥当性や手法の有効
性を評価するかが重要な課題となる．ここでは，考え
られるいくつかの評価方法について述べる．

4.1

シミュレーションによる検証

コスト関数の要素の切除テスト 2 者による対話をシ
ミュレーションする際に，コスト関数の各要素（対話コ
スト・課題コスト・満足度コスト・社会性コストおよび
各コストの部分要素）をモデルから除くことで，対話
がどのように変化するかを確認することができる．こ
れにより，各要素の必要性・有効性を確認できる．

状態空間

3.4.1 節で述べたコスト関数を設計・実装するために
は，以下のような状態空間が必要になると考えられる．
5 現実には譲ったのかどうかを直接対話で確認することもありう
るが，ここではそのような可能性までは考慮しない．

α の推定・選択の切除テスト α をランダムに設定し
た状態から対話シミュレーションを始め，その後の推
定・再選択の仕組みの有無により対話がどのように変
化するかを観察することで，ESRC が提示する理論的
枠組みの対話への有効性を確認できる．
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人間同士の対話との違いの確認 Web インターフェー
スを通じて，不特定多数の人間同士で簡易 DSP 対話を
行わせデータを収集する．そのデータと比較して，シ
ミュレーションがどれくらい近い振る舞いを生成する
かを確認する．

が，社会性コストをどのように扱うかについてはさら
なる検討を要する．

6

関連研究

言語および対話をゲーム理論の観点から分析する研
究の多くは，意味の調整ゲームとして問題を捉えてい
4.2 対人対話による評定
る [15, 16, 17]．
一方でゲーム理論を基礎にした対話システム・エー
前述の Web インターフェースを通じて，人とシステ
ジェントに関係する技術研究は，もう少し広がりを持
ムに簡易 DSP 対話を行わせ，システムの印象評定を行
つ．Cadilhac ら [18] は，対話行動そのものをゲーム理
わせる．これにより，異なる社会性コストモデル，異な
論で扱うのではなく，対話の結果として行われる取引
るパラメータ設定の良し悪しを評価することができる．
を，ゲーム理論を考慮した手法で予測している．CPnets という枠組みを用いて，参加者のアイテムに対す
5 主導権の多層化
る選好モデルを対話に沿って構築する方法は，DSP に
前節までの議論では，主導権を単一の変数で表現さ
も適用できるかもしれない．
れる概念として考えてきたが，課題指向対話システム
Barlier ら [19] は，(PO)MDP による対話モデリン
において，対話主導権と課題主導権を区別して考えら
グの問題点（静的で協力的な環境（ユーザ）を仮定す
れることが指摘されている [9]．
ること）を指摘し，代わりに確率的ゲーム (stochastic
また，一般的に対話システムという文脈では，意思
game) を対話のモデルとして用いることを提案してい
決定の主体はユーザでありシステムはその補佐をする
る．それにより，ユーザからシステムへの適応（つまり
役割である，ということが暗黙のうちに想定されてし
動的な環境）やユーザとシステムの間に利害・動機の不
まっている．しかし，人間同士の対話では，意思決定
一致がある状況（必ずしも協力的ではない）を取り扱
の主体性は必ずしも対話者の片方だけにあるのではな
えるとしている．本稿の検討では参加者のモデルがコ
い．また対話システムであっても，介護支援など説得
スト関数とシステム関数の形で与えられており，それ
が必要な場面では，意思決定の主体性をシステム側に
をもとに最適な戦略を都度求めるが，彼らの手法では
置けることが望ましい（病気の治療のためシステムが
強化学習によって即応的な戦略を学習する．あらゆる
ユーザに薬を飲むように説得する場面など）．この意
場面でモデルが事前に与えられると仮定すること，ま
思決定の主体性も，主導権の一種（意思決定主導権と
た確定的に行動できると仮定することは現実的ではな
呼ぶことにする）と考えることができる．
いので，ESRC に基づくアプローチもいずれ POMDP
これらの主導権を別々に調整できることは，様々な
のように不確実性を取り扱い，学習あるいはシステム
対話場面に対応するために重要となるであろう．例え
同定する仕組みを取り込んで発展させる必要がある．
ば大学教授と学部・修士・博士と異なる研究能力を持
Janzen ら [20] は，特に Barlier らが指摘する問題点の
つ学生との研究に関する会話を考えたとき，全く分野
後者に関して，心理的ゲーム (psychological game) [21,
の勝手がわからない学部生が相手ならば，対話・課題・
22, 14] に基づく発話生成（内容計画）手法を提案して
意思決定の全ての主導権を教授が取るのが普通であろ
いる．心理的ゲームは，怒りや驚きといった信念に基
う．修士過程に進み研究報告の仕方などがわかってく
づく感情を効用の一部として考慮するゲーム理論のモ
れば，基本的な対話の主導権は学生に譲り，一方で課
デルである．ESRC も心理的ゲームとの関係性・位置
題（議論するトピックの選択）と意思決定の主導権は
付けを明らかにする必要がある．
教授が取るのが自然であろう．さらに博士過程に進み
Kleimane-Winer ら [23] は，式 (1) と同様に自己と他
研究課題を自律的に考えられる段階になれば，対話と
者の効用関数の重み付け和を考慮しながら，集団内の
課題の主導権は学生がとり，意思決定主導権だけを教
協力 (cooperation)・競争 (competition) の調整 (coor授が握る（あるいは意思決定主導権も学生に渡す）と
dination) とそのもとでの協調的なプランニングの枠組
いうのが自然となる．
みを提案している．しかし彼らの枠組みでは，重みの
それぞれの主導権に異なる α パラメータを用意し， 調整の重要性については一切言及されていない．
各 α パラメータが関与するコスト成分を振り分けるこ
自己と他者の利得を重み付けによって統合することを
とで，このような対話を実現できるだろう．基本的に
「協力」として定義するアプローチは行動ゲーム理論で
は，対話コストを対話主導権に，課題コストを課題主
も提案されている [24]．Colman[14] によれば，このア
導権に，満足度コストを意思決定主導権に対応させる
プローチは心理的ゲーム理論における team reasoning
ことで，3 つの主導権の違いに対応できると予想する
と似ているが，team reasoning と等価ではなく説明能
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力に劣る．この点について ESRC にどのような理論上・
実際上の影響があるのか今後検討する必要がある．

7

おわりに

本研究は協調的知能 [25] の実現に向けた研究プログ
ラムの一部をなすものである．本研究の発端となった
前回の発表 [1] では，主に発話のタイミングに焦点を当
て，状況とユーザへのシステムのエンゲージメントの
表出を改善することが，協調的対話システムの実現に
とって重要であることを主張した．
一方で，冒頭で取り上げた事例のような高度な対話
を実現することについては，現時点での技術水準では容
易ではないとしていた．本発表で検討した Equilibrium
Selective Role Coordination は，この研究課題に対し
て，解決の道筋をつけるものになると期待している．も
ちろん，本発表で検討したトイプロブレム（簡易 DSP）
でシミュレーション研究を進めて良い結果が得られた
としても，様々な対話場面での多様で広大な行動空間
や状態空間・システム関数の同定にどのように対応す
るかという問題が残っており，すぐに実用化できるわ
けではないが，数理理論と認知科学・行動科学に裏付
けられた対話システム研究の新たな流れを作ることが
できるかもしれない．
本稿で検討したアプローチの一つの大きな特徴は，通
常，発話の単位で行われる対話制御を，離散化しては
いるものの，運動制御や音声合成のように実時間軸上
で行う点にある．人間は発声だけに限らず，様々な非言
語的要素をリアルタイムに調整しながら，対話を行っ
ている．本アプローチを発展させることで，非言語情
報の表出から，相槌・話者交替，発話内容の選択まで
を一つの制御理論で包括的に扱える可能性もある．シ
ステム開発という実際的な観点からはそのようなアプ
ローチが最適解である保証はないが，それでも対話の
理論研究としては非常に魅力的である．
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