
[博士一審査要旨]

博 士 学 位 論 文 審 査 要 旨

学位 申請者氏名 二瓶 芙巳雄

論 文 題 目
マルチパーティ ・マルチモーダル信号の共起に基づ く

会議要約 のための重要発言の推定

審査委員(職 名 ・氏名 ・印)

主 査

審査委員

教 授 中野 有紀子

教 授 小池 淳

教 授 世木 寛之

教 授 藤田 欣也

論文審査結果(合 否) 合 格

論文審査の要 旨

対面会議 の要約はグループメンバ間での知識の共有に有用である.し か し,要 約の作成には経験

や人手を要す る.本 論文では会話の要約 を自動生成す ることを目指 し,会 議 の要約 に貢献す る重要

発言 を,多 人数 が表 出するマルチモーダルな行動の共起関係 に基づ き推定す る手法を提案す る.

序章である第1章 では,マ ルチモー ダルな行動の共起 関係 に着 目す ることが,本 研究の着 眼点で

あることを説明す るとともに,本 研究の 目的と論文の構成 を述べている.第2章 では,本 研究の基

礎 となる関連研究にっいてま とめている.第3章,第4章 が本学位論文の中核 をな し,申 請者が筆

頭著者 となる2編 の論文を再編成 した内容 となっている.以 下に,各 章の内容 を簡単に説明す る.

第3章 では,デ ータ収集 とコーパス構築について述べてい る.本 研究で収集 したデータは,4名

か らなるグループが対面状況で議論する様子 を多様なセ ンサ を用いて収録 したものである.収 集 し

たデータは発話音声,頭 部動作,身 体動作,視 線,顔 映像,会 議全体の映像,そ して性格特性であ

る.そ の後,コ ーパスに対 して重要発言であるか否かのラベル付けを行 った.重 要発言は5名 の評

価者による投票 で決定 し,過 半数 が重要であると判断 した発言 を本研究では重要発言 と定義 した.

第4章 では,2種 類 の手法に より,多 人数が表出す るマルチモーダルな行動 の共起関係 を考慮 し

た重要発言推定モデルを作成 してい る.第 一の手法がhandcraftedfeatureを 使用 した推定モデル,

第二の手法が深層学習を利用 した推定モデルである.

4.1節 では,Handcraftedfeatureに よるモデル作成のため,様 ・々な特徴量をコーパス観察か ら得

られた知見に基づ き定義 している.コ ーパス観測によ り得 られた知見は3種 類 に大別 され る.1)重

要発言 は発言者 の振舞いだけでな く,そ れを聞 く他の参加者の振舞いによっても特徴づけられ る,

2)重 要発言は参加者が もつ コミュニケーシ ョン能力によ り表 出の され方が異 なる,3)重 要発言が

生 じた とき,複 数の参加者が表出す る行動問には特徴的な共起が発生す る.従 って これ ら3つ の知

見に則 り,定 義 した特徴量 も3種 類に大別 した.定 義 した具体的な特徴量は,発 話音声の強度や ピ

ッチ,話 速 といった音声特徴,頭 部動作の強度 といった動作特徴,そ して参加者に対す る注視の頻

度 などの注視特徴等である.こ れ らの特徴量 を発話者 に関する特徴量,発 話者以外の参加者(他 参
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加者)の 特徴量,コ ミュニケー ション能力が高い参加者が発話者 として振舞 うときの特徴量等に細

分化 した.さ らに共起関係探索アル ゴリズムを導入す ることで,多 人数 が表出するマルチモーダル

な行動 の共起関係 を探索 し,顕 著な共起特徴 を同定 した.共 起関係探索アル ゴリズムによ り,顕 著

な共起パター ンをは じめ,人 手では得に くいよ うな共起パ ターンを見出 している.作 成 されたモデ

ル の性能はF値 で0.706で あ り,発 話者 と他参加者の特徴量のみか ら推定す るモデルが最良の性能

を示 した.ま た,共 起関係 を示す特徴量は音声特徴量や動作特徴量を補 う情報である可能性が示唆

された.さ らに,定 義 したhandcraftedfeatureを 分析 した結果,重 要発言は比較的発話長が長 く,

ゆっくりと,ピ ッチに幅を持たせ た発話であ り,そ の間,話 者 は他者か らよく注視 されていること

が明らか となった.

4.2節 では,第 二の手法である,深 層学習を使用 し,多 人数が表出す るマルチモーダルな行動の

共起関係を表す特徴表現を学習す るネ ッ トワー クを提案 している.ネ ッ トワー クは複数参加者間の

行動の共起を捉 えるための下層のネ ッ トワークと,複 数モダ リテ ィ問の共起を捉えるための高層の

ネ ッ トワークか ら形成 されている.下 層のネ ッ トワークはさらに,音 声情報 のためのネ ッ トワー ク,

動作情報のためのネ ッ トワーク,言 語情報のためのネ ッ トワークなどに細分化 され ている.こ こで,

多人数が表 出す るマルチモーダル信号の共起 関係 を効果的に扱 うことができるネ ッ トワーク構造 を

探査す るため,下 層 のネ ッ トワーク構造を3種 類検討 している.時 間変化 における全参加者 の行動

デー タを同時に考慮 できる3D-CNN,時 間変化 における各参加者の行動デー タを独立に考慮す る

2D-CNN,そ して画像処理の研究で高い性能 を示 しているAlexNetを ベース としたCNNで ある.

モデル評価の結果,3D-CNNを 下層のネ ッ トワー ク構造 として使用す るネ ッ トワー クが最良であ

り,F値 で0.783の 性能 を達成 している.さ らに手法 としての正 しさを評価す るため,音 声認識誤

りによるノイズを除去 したデー タを用いた結果,F値0.827の 高性能なモデル を達成 している.ま

た,提 案モデル がとらえる重要発言 は,ア イデアを提案す る発言や意見を述べ る発言であること,

さらには他者 か ら静か に傾 聴 され,注 目された発言で あるこ とが明 らかになった.こ の結果 を

handcraftedfeatureに よるモデルか ら得 られた知見 とあわせ ると,handcraftedfeatureに よる手

法,深 層学習による手法はともに,他 者か ら静かに傾聴 された発言を重要発言であると判断 してお

り,類 似 した非言語的特徴を捉 えていたことが示唆 された.

第5章 では,提 案モデルを利用 した議論要約 システムを実装 している.本 システムでは,発 言の

可視化 に加 え,重 要発言推定モデル に基づき重要発言がハイ ライ トされる.重 要度の設定を変化 さ

せ ることによ り,表 示 され る重要発言の量を調整す ることができる.こ れ により,ユ ーザの利用法

に沿った要約(要 点だけを確認 したい,重 要な点を全て網羅 したい)を イ ンタラクティブに提供す

るシステムを実現 している.

本論文は,多 人数 のマルチモーダルな信号 とその共起関係 をとらえることにより,議 論中の重要

発言 を検出す るとい う新 しい技術 を提案 している.ま た,従 来の機械学習 と深層学習の2つ のアプ

ローチを厳密に比較す ることによ り,深 層学習の優位性や,重 要発言の特徴 を明 らかに してお り,

これ らは新 しい知見である.よ って,本 論文の内容はコミュニケーシ ョンの科学 と議論要約 とい う

工学的応用の両側面に貢献す るものであ り,博 士(理 工学)の 学位 にふ さわ しいものである.

(以 上)


