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Abstract: We have developed a method to estimate users’ interest level from multimodal information to achieve adaptive system responses to the users’ interest. The multimodal information
consists of dialogue-level, prosodic, utterance contents, and face image information. These four
types of information are extracted as features, with which we trained a classifier for the estimation. The estimation performance was evaluated with multimodal corpus with 39 participants in
total including new data with 29 participants. We also compared the performance by considering
disagreement among multiple annotators.
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はじめに

対話における人の発話には，その言語内容だけでな
く，様々な有用な情報が含まれる．実際，対話分析に
おいては，相手の声の韻律情報，顔の表情等の非言語
情報も重要である [1]．それらの情報により，言語内容
だけでは表現できない人の心的状態を記述できる可能
性がある．
本研究では，人（ユーザ）とシステムの対話におい
て，ユーザの心的状態を推定し，それを用いて応答を
生成する音声対話システムの構築を目指す．ユーザの
心的状態の推定の一例として，ユーザの対話内容への
興味の有無の推定を行う．対話コーパスから抽出した
マルチモーダル情報とその興味の有無のラベルをもと
に，機械学習を用いた推定を行う．
本稿では，推定の性能向上のための取り組みと，推
定結果の分析について述べる．まず推定性能の向上の
ために，新たに利用可能となった対話コーパスを利用
した場合の結果や，素性の追加改良について報告する．
続いて，ラベルの一致度と推定性能の関係に着目した
分析について述べる．興味の有無を第三者が判定する
場合，その意見は必ずしも一致しない．そのため，興
味の有無の推定が容易な発話対と困難な発話対が存在
すると考えられる．そこで，アノテータが付与したラ
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図 1: 興味の有無の推定手法の全体像
ベルの一致度を手がかりとして，推定性能との関係を
示す．
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データの追加と素性の改良

SLUD 研究会内のワーキンググループにより，昨年
報告されたコーパス [2] と今年新たに報告されるコー
パス [3] を使用する．対話内容はシステムが決められた
話題に関する質問や情報提供を行うものである．[2] の
コーパスには 6 名のアノテータ，[3] のコーパスには 6
名または 3 名のアノテータによって発話対ごとにユー
ザの興味の有無を示すラベルが付けられている．今回
はアノテータの人数にかかわらず，過半数の意見の一
致で興味あり，なしの二値の正解ラベルを作成した．過
半数の意見の一致がない発話対はデータとして使用し
ない．対象としたデータには合計 39 名（うち 10 名は
[2]，29 名は [3] のコーパス）のユーザ，2578 の発話対
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表 1: 素性改良前後での推定の結果

が含まれる．そのうち，興味ありが 1162 件，興味なし
が 1416 件存在し，全て「興味なし」と判定した場合の
正解率は 0.549 である．
各発話対から抽出できる素性と正解ラベルをもとに
機械学習で分類器を構築し，興味の有無の推定を行う．
図 1 に機械学習を用いた興味の有無の推定手法の全体
像を示す．入力として，後述のマルチモーダル情報の
素性を用いる．出力となる推定結果は興味の有無の二
値である．
以前の研究 [4] で設計したマルチモーダル素性（対話
情報，韻律情報，発話内容，顔画像情報）を改良した
ものを用いた．改良点は以下の通りである．
【対話情報】システム発話の対話行為を追加．
【韻律情報】openSMILE[5] で抽出される素性から，
特徴選択により素性数を 10 に削減1 ．
【発話内容】ユーザ発話中の単語から bag-of-words と
して作成，主成分分析で次元数を 5 に圧縮．
【顔画像情報】人の顔の動きを記述する Action Unit
(AU)[6] に変更．代表的な 17 の AU の出現の有無，
18 の AU の強度に関する値を使用．
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統合結果と分析

2 章で述べたマルチモーダル素性を統合して推定と
評価を行った. 統合は次の手順で行った．まず，4 つの
マルチモーダル情報をそれぞれ単独で用いてサポート
ベクトル回帰を行った．次にそれらの回帰の結果得ら
れる値を説明変数として，再度サポートベクトル回帰
を行った．推定性能の評価は，未知のデータに対する
性能を測るために，ユーザごとに分割した交差検証に
より行った．
素性の改良により，推定の性能が向上した．各モー
ダル素性のみを単独で用いた単一推定と全て用いた統
合推定を行った．表 1 は素性の改良前後での単一推定，
統合推定の結果を示している．統合の推定での性能が
改良前（正解率:0.697，Macro F1:0.694）に比べ，改良
後（正解率:0.711，Macro F1:0.707）の方が上回ってい
ることが分かる．
次に，アノテータが付与したラベルの一致度と推定
性能の関係を調査した．今回正解とした興味の有無は
複数のアノテータによる多数意見により決定した．し
たがって，すべてのアノテータの意見が一致した発話
対とアノテータの意見が分かれた発話対が同じラベル
として扱われる．前者を人が興味を推定することが容
易なもの，後者を困難なものとして，それらに対する推
1 scikit-learn

素性
対話
韻律
発話
顔画像
統合

改良前
正解率 Macro F1
0.611
0.609
0.578
0.598
0.694
0.693
0.566
0.543
0.697
0.694

改良後
正解率 Macro F1
0.668
0.649
0.638
0.638
0.701
0.699
0.602
0.568
0.711
0.707

表 2: 人の意見の一致度による推定性能の違い
発話対
easy
hard
all

データ数
1723
855
2578

正解率
0.750
0.634
0.711

Macro F1
0.748
0.626
0.707

定性能を比較する．推定に使用した発話対のうち，アノ
テータの意見が全員一致（アノテータが 6 名の場合，5
名以上の一致）しているものは easy，それ以外は hard
と定めた．
全データを easy，hard に分類したときの推定結果を
表 2 に示す．all は全データを用いたときの結果である．
easy の性能（正解率，Macro F1）は hard の結果を上
回っていることが確認できる．すなわち，アノテータ
のラベルの一致度が，構築した分類器の推定性能に関
与していることが分かる．
今後は，興味の有無が推定できる対話システムの構
築に取り組み，そのシステムを用いた対話におけるユー
ザの印象評定実験を行う．
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