
社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,

INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.

対話を用いた物体認識のための候補選択戦略

槇原 靖y 白井 良明y 島田 伸敬yy

y 大阪大学大学院工学研究科 〒 1565{0871 大阪府吹田市山田丘 2{1

yy 立命館大学情報理工学部知能情報学科 〒 525{8577 滋賀県草津市野路東 1{1{1

E-mail: yfmakihara,shiraig@cv.mech.eng.osaka-u.ac.jp, yyshimada@ci.ritsumei.ac.jp

あらまし 本論文では，対話を用いた物体認識システムにおいて，複数の物体候補が認識結果として得られた場合の，

ユーザにとって負担の少ない候補選択戦略について述べる．ここでは，候補を見やすく表示することや一回あたりの

選択肢数を減らすための階層的な選択を導入することで，選択にかかる時間を最小化する戦略を採る．最初にいくつ

かの候補表示方法と階層的選択法を提案して，次に各手法によってどの程度選択が容易になるかを主観テストにより

検証する．最後に，これらを定量的に評価するために，候補選択時間をユーザの認識時間，返答作成時間，音声対話

時間に分けて，各々の定式化を行う．
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Abstract This paper describes a strategy of object candidates choice to ease user's burdens for an interactive ob-

ject recognition system when the system obtains multiple candidates as a recognition result. We take the strategy

to minimize time spent for candidate choice by displaying the candidates visibly and by introducing hierarchical

choice to reduce candidates per one choice. First, we propose several display methods and hierarchical choices.

Next, we verify e�ectiveness of the methods by subjective tests. Last, we divide the time spent for the choice into

user's recognition time, making answer time, and vocal dialog time, and formulate each time to repute the methods

quantitatively.
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1. ま え が き
近年，高齢化社会の到来によりサービスロボットの必要性が

高まっている．そのようなロボットの機能の中で，ユーザに指

定されたものを持って来るという機能は重要なものである．そ

の機能を実現するためには，指定された物体を認識してその位

置を知ることが必要となるが，その方法としては画像を用いて

物体を認識することが考えられる．

但し，サービスロボットが扱うような物体が収納されている

シーンは複雑である場合が多く，認識した物体候補が一つに定

まらず，多数の候補になる場合がある．このような場合には，

ユーザとの対話によって指定物体を決定する．その際には，候

補の表示方法を工夫することや，選択を階層化して一回当たり

の選択肢を減らすことで，ユーザの選択の負担を減らすことが

できる．そこで，本論文では冷蔵庫内のシーンを対象として，

多数の候補が得られた場合に，様々な表示方法や階層化を利用

して，候補から一つの指定物体を選択するのにかかる時間を最

小化するような候補選択の計画方法について述べる．

最後に，本論文の構成を以下に示す．2.では本研究のベース

となる対話を用いた物体認識システムの概要について述べる．

3.では候補選択時に用いる表示方法や階層化の種類について述

べ，4.ではその表示方法や階層化を利用した場合の選択時間の

定式化を行い，5.で結論を述べる．

2. 対話を用いた物体認識の概要
システムは最初にどの方向からでも認識できるように図 1(a)

のような投影画像を用いて物体モデルを作成しておく [1]．ユー

ザから音声対話によって取って欲しい物体を伝えられると，参
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(a) Object model

(c) Normalized image

(b) Original image

(d) Recognition result

図 1 物体認識の概要

Fig. 1 Overview of object recognition

照色 (ここでは図 1(b)の矢印で指し示した白枠で囲まれた冷蔵

庫の扉の色)を用いて原画像 (図 1(b))をモデル作成時の基準

照明条件に変換した正規化画像を作成して (図 1(c)) [2]，その

画像を基に可能な限り自動認識を試み [3]，図 1(d)の黒枠のよ

うに認識した物体候補をディスプレイを通してユーザに表示す

る．ここで，候補が複数ある場合や認識に失敗した場合には，

ユーザとの対話を通して認識の補助となるような情報を得て，

その情報を基に候補限定や再認識を試みる [4]．また，本研究

で用いるサービスロボットは，音声対話や移動マニピュレータ

を用いた物体の操作も行うが，その詳細についてはそれぞれ文

献 [5] [6]を参照されたい．

3. 候補選択における表示方法と階層化
本節では，最初に 3. 1でユーザにとって見やすい候補の表示

方法について述べ，次に 3. 2で候補が多数存在するときに一回

当たりの選択肢を減らすための階層的選択について述べる．

3. 1 候補の表示方法

認識結果の候補を表示する際には，以下の点について考慮す

る必要がある．

（ 1） 候補同士を区別するためのラベル付け

（ 2） 候補の表示順序

3. 1. 1 候補同士を区別するためのラベル付け

システムが認識結果として表示している候補をユーザが区別

して指定する際に，図 2(a)のような候補のラベル付けをしな

い単純な結果表示をした場合 (以下 Lnoとする)，ユーザは「下

の棚の左から二番目のものを取って」や「柿の左上にある蜜柑

を取って」というように場所の情報を与える必要がある．この

ような選択の仕方は，ユーザにとって負担が大きく，かつ音声

対話システムにとっても文章が長くなることによる誤認識の恐

れがあるため望ましくない．そこで候補を区別するためのラベ

ルを付け，場所以外の情報でも候補を指定できるようにする．

ラベル付けの一つの方法としては，図 2(b)にあるように候

補を色分け表示すること (以下 Lclr とする)が考えられる．こ

の場合，ユーザに対して「何色で囲まれた候補ですか？」と尋

(a) No label (Lno) (b) Coloring (Lclr)

(c) Numbering (Lnum) (d) Numbering with color

(Lnwc)

図 2 候補同士を区別するためのラベル付け

Fig. 2 Labeling to distinguish candidates

ねることで，「青色」や「赤色」のような色名で選択してもらう

ことが可能になる．但し，一般的なユーザが区別して指定でき

る色の数には限りがあるため，候補数が多すぎる場合には色分

け表示を使うことができない．

別の方法としては，図 2(c)にあるように候補の近くの空き

領域に番号を表示すること (以下 Lnum とする)が考えられる．

この場合，ユーザに対して「何番の候補ですか？」と尋ねるこ

とで，「2番」や「3番]のように番号で選択してもらうことが可

能になる．番号付けの場合は，色分けとは異なり候補数に対す

る制限が無いという利点がある．しかし，表示候補数が増加し

て密集しているような場合には，番号同士が重なってしまうこ

とや番号と候補との対応関係が一見して分かり辛くなる（注1）と

いう問題がある．

これに対して，図 2(d)のように候補を色分け表示した上で，

その色と同じ色で番号を表示すること (以下 Lnwc とする)で，

候補と番号の対応付けを明確にするという方法がある．しかし，

番号同士が重なったときの見辛さの問題は残る．

よっていずれの方法にしても一長一短が存在することになる．

3. 1. 2 候補の表示順序

図 2で挙げたような認識結果をユーザに対して静的に表示す

ると，原画像の一部が候補の枠や番号によって隠されたままに

なるため，システムが表示している範囲が本当に正しいかどう

かをユーザが判断することが困難になる．そこで，原画像と認

識結果画像を交互に表示して，ユーザの確認を補助することを

考える．ここで，暗い照明条件での原画像を表示するとユーザ

による確認が困難になるため，2.で述べたような基準照明へ変

換した正規化画像を原画像の代わりに用いる．

このように画像を点滅させて表示させる場合，図 2に示した

ように認識結果の候補を同時に表示する方法 (以下 Bsim とす

る)に加えて，各候補を個別に順次表示するという方法 (以下

Bturn とする)も考えられる．この場合は，番号付け Lnum の

（注1）：例えば，図 2(c) の下の棚の一番左の候補に対する番号が 6 番か 7 番か

が一見して分かり辛い．
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表 1 主観テストに用いる表示方法と評価値

Table 1 Display method and reputation value for subjective test

記号 ラベル 表示順序

D1 Lno Bsim

D2 Lclr Bsim

D3 Lnum Bsim

D4 Lnwc Bsim

D5 Lno Bturn

D6 Lclr Bturn

D7 Lnum Bturn

D8 Lnwc Bturn

D9 Lno Bcnf

評価値 評価内容

0 極めて選び難い

1 かなり選び難い

2 選びにくい

3 やや選び難い

4 どちらかといえば選び難い

5 普通

6 どちらかと言えば選び易い

7 やや選び易い

8 選び易い

9 非常に選び易い

10 極めて選び易い

問題点で取り上げられた候補と番号の対応付けの問題点が無く

なるという利点がある．但し，同時表示の場合と比較して，全

候補を表示し終わるまでの時間がかかるため，ユーザによって

は煩わしく感じる可能性もある．この点を改善するために表示

切り替え時間 Tblkを短くするという方法も考えられるが，あま

りに Tblk が短いとユーザが一巡目の表示で候補を確認しきれ

ずに，二巡目以降で確認しなければならない場合があり，結局

時間がかかってしまうということも考えられる．特に，体の不

自由な年配の方が本システムを利用することを考えると，あま

りに速く移り変わる表示は当惑する原因ともなるため，Tblk は

一巡目の表示で十分に確認できる程度の長さにしておく必要が

ある．

一方，候補の切り替え時間に追われずに，一つ一つ確実に確

認する方法として，候補を一つ表示して，ユーザに対して「こ

れですか？」というように逐次確認するという方法 (以下 Bcnf

とする)がある．この方法であれば一つの候補に対してのみ注

目して，それが正しいか正しくないかということのみを評価す

れば良いため，一回当たりの選択にかかる労力は非常に小さい．

また，この場合は「はい」または「いいえ」で返答するため，

ラベル付けは不要 (Lno)である．但し，逐次確認表示をする場

合は，同時表示や順次表示に比べて一般的に時間がかかるとい

う点が問題となる．

3. 1. 3 表示方法に関する主観テスト

上記で述べた表示方法が，実際にユーザにとってどのように

感じるかを確かめるために，図 2の画像と候補を用いて，被験

者 6人に対して表 1の 9通りの表示方法に関する主観テストを

行った．

また，各表示手法のテスト順序による依存性を軽減するため

に，被験者には予め 11 通り全ての表示方法を見てもらい，ど

のような表示方法があるかを知った上で，もう一度最初から順

に各表示方法の主観テストを行い，評価を受けた．評価には表

1に示す 11段階の絶対評価を用いた．

主観テストの結果を図 3に示す．被験者によって多少の個人

差が存在するが，表示方法としては D4(色分けと番号付けの両

方をして同時表示)や D7(番号付けして順次表示) 等が高い評

価を受けている．よって，システムとしてはこれらの高い評価

を受けた表示方法をいくつか実装しておき，状況に適した表示

方法を使うことが望ましい．

図 3 表示手法に関する主観テストの結果

Fig. 3 Result of subjective tests for diaplay method

(a) All candidates (b) Representative candidates

図 4 代表候補による階層化

Fig. 4 Hierarchy by representative candidates

3. 2 候補選択の階層化

3. 1では，表示すべき候補が決まっている場合の表示方法に

ついて扱ったが，表示すべき候補数があまりに多い場合にはど

のような表示手法を用いてもユーザの選択の負担は大きいもの

となる．特に大きさや色にばらつきのある果物を認識する場合

には，他の物体も一緒に誤検出して図 4(a)のように候補が多

数になることがある．このような場合には，最初は候補を大ま

かに絞るような選択をユーザにしてもらい，その後，絞られた

候補をユーザに表示して選択してもらうことで一回当たりの選

択肢数を減らす階層的選択を行うことが有効である．以下では，

その選択の階層化について述べる．

3. 2. 1 棚による階層化

単純な階層化としては，上下の棚による階層化が挙げられる．

図 4(a)のように片方の棚に候補が偏っている場合にはあまり

有効ではないが，上下の棚共に多数の候補が存在する場合には

有効であると考えられる．

3. 2. 2 大まかなグループによる階層化

物体が密集して置かれているような場合には，大きな一塊の

候補領域が得られるが，それをいくつかの小さな領域の分割し

ておき，最初にその領域から選択してもらい，次に選択された

領域に含まれる候補を表示するという方法が考えられる．

このような大きな候補領域の分割方法としては，図 5(a)の

ような二分法による分割がある．しかし，様々な色の果物が集

まってできた候補領域に対しては，図 5(b)のようの色に基づ

く分割を行った方が物体の種類毎に分割される可能性があるた

めの望ましい．

また，このような領域レベルでのグルーピングの他に，物体

候補レベルでのグルーピングも考えられる．特に色によるグ

ルーピングを行う場合には，候補が隣接しているかどうかにか

かわらず，物体の種類毎 (例えば緑系の蜜柑，黄色系の蜜柑，語
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(c) Segmentation by dichotomy (b) Segmentation by color

図 5 候補領域の分割方法

Fig. 5 Segmentation of candidate regions

表 2 階層的選択に関する主観テストの項目

Table 2 Items of subjective test for hierarchical choice

記号 変更内容

H1 代表候補による階層化の導入

H2 大まかなグループによる階層化 (領域レベル)を導入

H3 大まかなグループへの分割を二分法から色に基づく分割に変更

検出した柿等)にグルーピングすることができ，次節で述べる

グループ認識が可能になるという利点がある．

3. 2. 3 代表候補による階層化

図 4(a)の候補に着目すると，選択時の見辛さの主な原因と

なってのは互いに重なっている候補であると考えられる．そこ

で，互いに重なった候補がある場合には，認識結果の信頼性の

低い方の候補を高い方の候補の代替候補として扱い，一時的に

候補から外しておく．この操作を重なっている候補が無くなる

まで行い，残った候補を代表候補 (図 4(b))とする．そして，最

初に代表候補を表示して「この中に指定物体があれば選択して

下さい．」と言って，選択されれば終了し，指定物体が無いと言

われれば，代替候補を表示して選択してもらう．この階層化に

より，ある程度の選択効率を保ったままで候補表示を見易くす

ることができる．

3. 2. 4 階層的選択に関する主観テスト

上記で述べた階層的選択の有効性を確かめるために，図 2の

画像を用いて，表 2の階層選択に関する変更内容を行った場合

に以前に比べてどの程度良くなったかという主観テストを，被

験者 6人に対して行った．

主観テストの結果を図 6に示す．評価尺度としては，5を変

わらないとして，4以下を改悪，6以上を改善とする 11段階の

相対評価を用いた．

結果より，色に基づく分割に関してはいずれの被験者に関し

ても「5.変わらない」以上の評価を得ており，効果的であると

考えられる．一方，代表候補による階層化に関しては，多くの

被験者が改善されたと感じているものの，一部の被験者で悪

化したという評価を受けた．これは，選択回数が増えることに

よって煩わしさが増加したことが主な原因である．また，大ま

かなグループによる階層化についても多くの被験者が改善され

たと評価したものの，一名の被験者は悪化したという評価を下

している．これは，物体を取って欲しいと頼んだにも拘わらず，

領域を表示されて違和感を受けたためである．

4. 選択にかかる時間の定式化
本章では 3.で述べた表示方法や階層化を利用した場合の候

補選択にかかる時間を定式化する．表示方法の内，表示順序

図 6 階層表示に関する主観テストの結果

Fig. 6 Result of subjective test for hierarchical display

choice node
(shelf)

choice node
(rough group)

end node
(each candidate)

0n

1n

3n

1O 2O kO

treedecision:iTr

choice node
(representative candidate)

choice node
(alternative candidate)jn

1kO −

図 7 候補選択の階層に対する決定木

Fig. 7 Decision tree for hierarchy of candidate choice

Bsim，Bturn を用いる場合にはラベル付けとして Lclr; Lnum

のいずれかを用い，Bcnf を用いる場合は Lno を用いる．結

局，用いる組み合わせとしては fBsim; Lclrg, fBturn; Lclrg,

fBsim; Lnumg, fBturn; Lnumg, fBcnf ; Lnogの 5 通りとなる．

また，階層としては，上下の棚の選択，大まかなグループ選択

(物体候補レベル)，代表候補選択，代替候補選択を考える．

4. 1 決定木の作成

候補選択の過程を，選択をノードで表現した決定木として表

現する．本研究で考慮する階層を全て入れた場合の決定木の例

を図 7に示す．最上位のノードは上下の棚の選択ノードであり，

その下位のノードは棚毎の大まかなグループ選択ノードであり，

候補の分割方法 (等分法または色分割)によりそれ以下の決定

木の構造が変化する．更にその下位のノードは代表候補の選択

ノードであり，その下位のノードは代表候補内に指定物体が無

い場合の代替候補の選択ノードである．

システムは，これらの選択ノードの有無を組み合わせること

により様々な決定木 Triを作成し，その中から候補選択にかか

る時間の期待値を最小にする決定木 Tr�を採用する．

Tr
�

= argmin
i

fT (Tri)g (1)

ここで，T (Tri)は決定木 Triによって候補を選択するのにか

かる時間の期待値である．

4. 2 選択時間の分解

選択時間 T (Tri)を直接定式化するのは困難であるので，こ

こでは T (Tri)を個別要素に分解して考える．まず，物体候補

数 NO，ユーザが各候補 Ok を選択する事前確率 p(Ok)，その
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物体を選択するのにかかる時間の期待値 T (Tri; Ok)を用いる

と，T (Tri)は以下のようになる．

T (Tri) =

NOX

k=1

p(Ok)T (Tri; Ok) (2)

また，T (Tri; Ok)は，決定木 Triにおいて候補 Okに辿り着

くまでに通るNc(Tri; Ok)個の選択ノード fn1; :::; nNc(Tri;Ok)g

と，ノード nにおいて選択にかかる時間の期待値 Tc(n)を用い

ると，以下のように表現できる．

T (Tri; Ok) =

Nc(Tri;Ok)X

l=1

Tc(nl(Tri; Ok)) (3)

各ノードでの選択時間の期待値は，表示順序 B とラベル付

け Lを含む表示方法D = fB; Lgに依存する．よって，ノード

nで表示方法 Ds を用いた場合にかかる時間を Tc(n;Ds)とし

て，その中で最小値を与える表示方法を採用するものとすると，

以下のようになる．

Tc(n) = min
s

Tc(n;Ds) (4)

また，各ノードでの選択時間の期待値は，以下の三つの時間

の期待値に分解できる．
� Trcg: ユーザが表示された候補を見てそれらの内のどの

候補が指定すべき候補であるかを認識するのにかかる時間の期

待値
� Tmake ans: その候補を指定するための返答文（注2）を作成

するのにかかる時間の期待値
� Tdlg: ユーザが返答してからシステムとの音声対話をし

て選択肢を指定するのにかかる時間の期待値

よって，ノードでの選択時間 Tcは以下のように表される．

Tc = Trcg + Tmake ans + Tdlg (5)

以下ではこれらの時間について定式化していく．

4. 3 候補認識にかかる時間

ユーザが候補から指定物体を認識する過程について考えてみ

ると，認識結果として候補を同時表示した場合には，表示され

た候補を順に追っていき，指定物体が見つかった時点でユーザ

の認識が終了する．よって，同時表示の場合にはユーザのペー

スで認識を進めていくので，個人差が生じる．一方，順次表示

の場合には一つ一つ表示される候補をユーザが目で追って行き，

指定物体に辿り着いたところで認識が終了する．逐次確認表示

の場合には一つ表示したものが指定物体であるかどうかを確認

しながら次の候補に移っていき，指定物体に辿り着いた時点で

認識が終了する．よって，順次表示や逐次確認の場合には認識

にかかる時間の期待値が表示切り替え時間に依存する．

このような認識過程の下で，ユーザが m個の候補から認識を

行う場合にかかる時間を考える．まず，表示切り替え時間 Tblk

の間にユーザが認識できる候補数Nrcg=blkについて考える．順

次表示及び逐次確認表示の場合には上記の認識過程を辿るため，

Nrcg=blk = 1となる．一方，同時表示の場合には，個人差はあ

（注2）：例えば，番号付けで同時表示する場合には，指定する候補に対応する番

号を認識して，その番号を答える文

るものの一度の表示で複数個の候補を認識することが可能であ

るので，Nrcg=blk = Nrcg=blk sim(> 1)となる．これらを用い

ると順次表示及び逐次確認表示で i番目に表示される候補，ま

たは同時表示でユーザが i番目に見る候補を認識するのにかか

る時間 Trcg;iは以下のようになる．

Trcg;i = i
Tblk

Nrcg=blk

(6)

各候補が選択される確率が等しいと仮定すると，mの候補か

ら認識を行うのにかかる時間の期待値 Trcg は，以下のように

なる．

Trcg =
m+ 1

2

Tblk

Nrcg=blk

(7)

上式の Trcg と候補数 mの関係を模式的に表すと，図 8(a)の

ようになる．

但し，既に以前の選択ノードで指定物体の位置を認識してい

ると，以降の選択ノードでは最初からその候補だけに注目して

いれば良いため，同時表示の場合には表示された時点で認識が

終了し，認識時間は 0となる．一方，順次表示や逐次確認表示

の場合には，その候補が表示されるまでは指定すべき番号や色

が分からないので，式 (7)で定義した時間と同じだけの時間が

かかる．

4. 3. 1 個別認識とグループ認識

これまでは末端ノードの候補物体を直接選択する場合につい

て考えてきたが，選択ノードが上下の棚や大まかなグループか

ら選択するノードである場合には，そのノードでの選択肢数

mnodeとユーザが指定物体の属するグループを認識するために

見る必要のある候補数の最大値 mが一般には異なる．このこ

とを扱うために，ユーザが指定物体の属するグループを認識す

る方法として以下の二つを考える．
� 個別認識

グループに関係無く個別候補 (末端ノード )から指定物体を認

識して，それが属しているグループを認識する．これは，上下の

棚や等分法によるグループを選択する場合に行われるものであ

り，候補数はそのノードの先にある末端ノードの数 m = mend

になる．個別認識を行う場合に，Tblk の間に認識できる最大の

候補数は Nrcg=blk sim となるが，これは，同時表示以外でも，

一つ一つのグループに属する候補が同時に表示されるため，グ

ループ内では同時表示しているのと同じことになるためである．

今回は簡単化のために，最大個数認識できるものと仮定して，

Nrcg=blk = Nrcg=blk sim とする．
� グループ認識

各グループの内に属する任意の一つの物体を見て，それがユー

ザが指定しようとしている物体と同じ種類 (例えば，蜜柑，柿，

林檎等)であれば，そのグループを選択対象として認識する．こ

れは，色分割によって蜜柑や柿といったような種類毎のグルー

プに分かれたものから選択する場合に行われるものであり，候

補数はそのノード自体の選択肢数m = mnode(< mend)に減る．

また，グループ認識を行う場合の Tblkの間に認識できる候補数

Nrcg=blkは，同時表示の場合には Nrcg=blk = Nrcg=blk sim，そ

れ以外では Nrcg=blk = 1となる．

4. 4 返答文作成にかかる時間

逐次確認 Bcnf の場合には，「はい」または「いいえ」という
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返答を作成するだけであるので非常に短い時間となる．また，

順次表示で番号付けをする場合 fBturn; Lnumgにも番号を読

み取るだけであるので短い時間となる．しかし，同時表示で番

号付けをする場合 fBsim; Lnumgには，ある程度以上に選択肢

数が多くなり番号が密集すると，ユーザが指定物体と番号の対

応を確かめるのに時間がかかる，一方，色付けを行う場合 Lclr

には，表示された色を見てユーザがその色名を考えるために多

少時間がかかる．また，ユーザが区別可能な色の数を mltd と

すると，それ以上の選択肢に対しては返答を作成することがで

きなくなる．これらの性質を模式的に表すと，図 8(b)のよう

になる．

4. 5 音声対話にかかる時間

音声対話時間は選択肢数 mとユーザの指定方法に変化を及

ぼすラベル付け Lに主に依存すると考えられる．また，対話に

かかる時間 Tdlgはユーザの発話，音声認識処理時間，システム

の返答にかかる時間 Tvr とその選択が正しいかどうかの確認の

対話にかかる時間 Tcnf に分けることができる．ここで，音声

認識が失敗しない場合には，

Tdlg(m;L) = Tvr + Tcnf (8)

となる．しかし，実際には音声認識の結果は以下のように分か

れる (括弧内は各結果が得られる確率)．
� 認識成功 (ptp): ユーザの発話を正しく認識して正しい候

補を表示する．確認後，次の選択ノードに移る．
� 誤認識 (pfp): ユーザの発話を誤って認識して他の候補を

表示する．この場合，確認の際にユーザから間違いを指摘され

るので，その候補を除いた選択肢からユーザに選択してもらう．
� 認識失敗 (pn): ユーザの発話を解釈しても選択肢に関す

る情報が得られないため，再び同じ選択肢からユーザに選択し

てもらう．

これより，音声対話時間 Tdlg は，認識失敗を何度か繰り返し

た後に認識成功して次のノードに移る場合と誤認識して選択肢

が一つ減った選択に移る場合に分けて考えると，以下のように

なる．

Tdlg(m;L) =

1X

i=1

p
i�1
n ptp(iTvr + Tcnf )

+

1X

i=1

p
i�1
n pfp(iTvr + Tcnf + Tdlg(m� 1; L))

=
1

ptp+pfp
Tvr+Tcnf+

pfp

ptp+pfp
Tdlg(m�1; L) (9)

Tdlg(1; L) = Tcnf (10)

ここで，ユーザの発話やシステムの応答内容は，厳密には選

択肢数mやラベル付け方法 Lに依存するが，発話にかかる時

間自体は 2～3秒程度であるので，ここでは Tvr; Tcnf は m;L

によらず一定と仮定する．一方，音声認識率については発話内

容によって大きく影響を受ける．選択肢数mが増加すると発話

内容の種類も増加するため他の単語との誤認識率が増加する．

また，選択肢数mの増加による影響は，ラベル付け方法によっ

て変化する．番号付けの場合は増加しても数字内容が変化する

だけでそれほど認識率は低下しないものの，色分けの場合には

例えば「黄緑色」を「緑色」と誤認識すること等があるために

認識率が大きく低下する．

dlgT

}{*, numL
}{*, clrL

},{ cnfBrcgT

m

,*}{ simB

,*}{ turnB
},{ cnfB

ansmakeT _

m
},{ cnfB

}{*, clrL },{ numsim LB

},{ numturn LB

(a) (b) (c)

m

noL

noL

noL

mltd

図 8 表示方法に対する選択時間の性質 (横軸:選択肢数，縦軸:時間)

Fig. 8 Property of choice time for each display method (horizon-

tal axis: #choices, vertical axis: time)

一方，逐次確認の場合は最大で m回の確認をすることにな

り，その場合の対話にかかる時間の期待値は以下のようになる．

Tdlg(m;L) =
m+ 1

2
Tcnf (11)

最後に表示方法毎の音声対話時間の性質を模式的に表すと，

図 8(c)のようになる．

5. む す び
本論文では，対話を用いた物体認識システムにおいて，複数

の物体候補が認識結果として得られた場合の，ユーザにとって

負担の少ない候補選択計画について述べた．最初にラベル付け

や表示順序を考慮した候補の表示方法や候補選択の階層化につ

いて述べ，各手法に対して主観テストを行い，その効果を確か

めた．次に，選択の階層を選択ノードによる決定木によって表

現して，候補選択にかかる時間の定式化を行った．各選択ノー

ドでかかる時間を候補認識時間，返答文作成時間，音声対話時

間に分けて考え，候補認識時間については色分割によるグルー

プ認識等を考慮して定式化し，音声対話時間についてはラベル

付け方法毎に変化する音声認識率を考慮して定式化した．

今後の課題は以下の通りである．
� 定式化に用いた各パラメタの実験による算出
� 候補選択にかかる時間の定式化の検証実験
� 一般ユーザを想定した主観テスト

文 献
[1] 槇原靖，滝澤正夫，白井良明，三浦純，島田伸敬, "ユーザとの

対話を用いたサービスロボットのための物体登録", 第 19 回日
本ロボット学会学術講演会 講演論文集, CD-ROM, 2001.

[2] 槇原靖，滝澤正夫，白井良明，島田伸敬, "対話を用いた物体認
識のための照明変化への適応", 電子情報通信学会論文誌, Vol.
J87-D-II, No. 2, pp. 629-638, Feb. 2004.

[3] Y. Makihara, M. Takizawa, Y. Shirai, J. Miura, and N. Shi-

mada，"Object Recognition Supported by User Interaction

for Service Robots", Proc. of 16th Int. Conf. on Pattern

Recognition, Vol. 3, pp. 561-564, Quebec, Canada, Aug.

2002.

[4] Y. Makihara, M. Takizawa, Y. Shirai, J. Miura, and N.

Shimada，"Object Recognition Supported by User Interac-

tion for Service Robots", Proc. of 5th Asian Conf. on Com-

puter Vision, Vol. 2, pp. 719-724, Melbourne, Australia,

Jan. 2002.

[5] 滝澤正夫，槇原靖，白井良明，島田伸敬，三浦純, "サービスロ
ボットのための対話システム", システム制御情報学会論文誌,

Vol. 16, No. 4, pp. 174-182, 2002.

[6] 矢野恵生，三浦純，白井良明，島田伸敬, "移動マニピュレータ
のための直観的作業教示法", 第 20 回日本ロボット学会学術講
演会 講演論文集, CD-ROM, 2002.

| 6 |


