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共有基盤の重要性

人工知能

人間社会
データ
サービス

共有基盤
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見えないコンピュータ
コンピュータとインターネットで拡張された世界
情報通信能力の
拡張された道具
道具
人間

情報通信能力の
拡張された人間

仮想的な
人工システム，
例えばエージェント

環境

[西田 2000]

インタラクションのモダリティ
会話シーン

言語表現
社会的行為
談話
意味
構文
形態素
語
音韻
パラ言語（周辺言語）
声の調子，強弱，高低，テンポ，…
非言語表現
人体
動作
視線・表情
沈黙
身体接触
空間
時間
色彩

社会的シグナル

[西田 1999]

言語表現

[西田 1999]

非言語表現
こんなに大きな

例示

記号

言語調整動作

感情表出動作

ぺけ
そーだなー…

えっ

えっ

えっ

直示
あっち

同調

[西田 1999]

インタラクションの認知モデル
アフォーダンス：環境が生命に提供する意味

[西田 2000]

インタラクションの認知モデル

不変項

車はどこに向かっているか？
[西田 2000]

インタラクションの認知モデル
集団と個人のライフサイクル
標準化の進行
構造化の進行
情報伝達の単純化
興味・関心の内部化

集団過程

規範の安定化

社会的環境の固定化

役割の明確化

手続きの慣行化・自動化

アイデンティティの確立

自己顕示

自己防衛

良好な対人関係作り

能力発揮

安定志向と変化忌避

青年期

中年期

老年期

規範作り
役割の模索と樹立

個人行動

ｔ
[西田 2000]

インタラクションの認知モデル
創造のSECIモデル
連結化(Combination)：
コンセプトを組み合わせて
知識体系を作り出す

形式知

表出化(Externalization))：
暗黙知を明確なコンセプトに
表わす

暗黙知

C
E

I
S

内面化(Internalization)：
行動することによって
知識体系に関する経験や
技能を生成する

共同化(Socialization)：
経験を共有することによって、
メンタルモデルや技能などの暗黙知を創造する
[野中 1996]をベースに作成

インタラクションのアーキテクチャ
最も原始的な人間-コンピュータインタフェース

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
情報処理システムとしてのコンピュータ

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
コマンド言語を用いた間接操作インタフェース
システムのもつデータの論理構造
CHI
papers

HCI

AI
CS

root

letters

recommendations
greetings

misc

diary
research proposals
address

インタラクション
user: ls
system: papers
system: letters
system: misc
user: cd papers
system: papers
user: ls
system: CHI
system: HCI
system: AI
system: CS
user: emacs HCI
...

ユーザの思い描くデータのイメージ
papers
???

???

AI

CS

???
???

greetings

misc

diary

???

???

Unixコマンド
ls d: dのファイルの一覧
cd d: ディレクトリdに移動
emacs f: emacsというエディタでファイルfを編集

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
ゼロックス社が導入したWIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointing Devices)
ステーション

[西田 1999]

インタラクションの認知モデル
一般的なモデル

感覚登録器
出力デバイス

作業
記憶
長期記憶

感覚器

情報処理

モーター
情報処理

入力デバイス

[西田 2000]

インタラクションの認知モデル
ノーマンの淵モデル

解釈

評価の淵

知覚

評価

実行
意図

実行の淵
入力選択
入力実行

[西田 2000]

インタラクションの認知モデル
ラスムッセンの制御の意思決定モデル
技能に基づく
行動

ルールに基づく
行動

知識に基づく
行動

識別

再認

決定
課題選択

連合

計画

特徴形成

自動化された
感覚運動パターン

目標

蓄積された
課題用ルールの
検索

[西田 2000]

インタラクションのアーキテクチャ

複合現実感
(Mixed Reality)

現実環境
(real environment)

拡張現実感
(augmented reailty)

強化された仮想性
仮想環境
(augmented virtuality) (virtual environment)

現実性と仮想性の連続(reality-virtuality continuum)

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
ヘッドマウントディスプティとデータグローブを用いた人工現実感
データグローブ(VPL社)

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ

没入型の人工現実感．1992年のSIGGRAPH '92に展示されたCAVE(CAVE Automatic Virtual
Environment)[Cruz-Neira 1992]が先駆けとなった．およそ3m×3mのスクリーンを使用し，右・
左・前・床(天井から下向きに投影)の4面投影するための設置容積は幅9.5m×奥行6.5m×高さ4m
必要である．
[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
ウェアラブルコンピュータ

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
情報的に拡張された環境

[西田 1999]

インタラクティブドーム

外観

アーキテクチャ

ドーム内部

プロジェクション方式

インタラクティブドーム―デモ
全周型情報提示＋人の動きをセンシングして提示に反映

https://www.youtube.com/watch?v=wxkZ9armrI8

エージェントプレイヤー

目標達成のためのエージェント行動を動的に変化させる

Player #1 in ICIE #1

Player #2 in ICIE #2

Red hat

Green hat
Player #3 (agent)
Blue hat
[Suyama, Ohmoto 2015]

インタラクションのアーキテクチャ

グループ支援システムのタイプ
同一時間
フェース・ツー・
同一場所 フェースインタラ
クション（面談）

遠隔地

異なる時間
非同期インタラク
ション

同期分散インタ 非同期分散イン
ラクション
タラクション

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
IBISモデルを用いた議論の構造分析例
夏休みの旅行をどうするか

海水浴

山登り

話題

立場

海水浴場が近くにある
海水浴場は混雑する

議論
[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
IBISモデルの9種類のリンク
リンク

Sから

Dへ

意味

一般化
(generalizes)
特殊化
(specializes)
取替え
(replaces)
提案
(is-suggested-by)
疑問
(questions)
回答
(responds-to)
支持
(supports)
反対意見
(objects-to)
その他
(other)

話題

話題

Sを一般化するとDになる

話題

話題

Sを特殊化するとDになる

話題

話題

SをDに取り替えた

話題

DはSに対する提案である

立場

話題／立場／議
論
話題／
立場／議論
話題

議論

立場

DはSを支持する議論である

議論

立場

DはSに反対する議論である

その他

〈制約なし〉

その他の関係

話題

DはSに対する疑問である

DはSに対する回答である

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
Information Lens [Malone]の場合
•自力で困難な問題を解決しようと
するエージェントを構築しない。
エージェントがすることと人間が
することの境界を柔軟にする（準
形式システムの原理: principle of
semiformal systems）。エージェン
トが操作する形式情報表現と人間
が操作する非形式情報表現のあい
だを行ったりきたりする
•人間が簡単に答えられる問題を解
こうとするエージェントを作らな
い。人間とエージェントの両方が
容易に読み書きできる共通情報表
現を用いる（革新的な手直し可能
性の原理: principle of radical
tailorability）

豊富なメッセージタイプの使用
メッセージタイプ処理のためのルール
システム普及原理
(a) 既存システムの継続使用
(b) 新システムを使用した人は
メリット
(c) 新システムを使用したグループは
もっと大きなメリット

メールの管理のルール
IF Message type:
Action deadline:
THEN Move to:

Action request
Today, Tomorrow
Urgent

IF Message type:
Meeting Announcement
Day: Not Tuesday
THEN Delete
IF Message type:
Sender:
THEN Resend:

Meeting proposal
Not Axsom
Axsom

IF From:
Silk, Siegel
THEN Set Characteristics: VIP
IF Message type:
Characteristics:
THEN Move to:

Action request
VIP
Urgent

IF Message type:
Subject:
THEN Show

Request for information
AI, Lisp
[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
TheCoordinatorのモデル
A:報告拒否

1

A：要求

B:約束

2

3

B:完了報告

B:逆提案

4

B:取消
A:逆提案

8

6

5

A:取消

A:受理
B:拒否
A:取消

A:完了宣言

A:取消
7

9

B:取消
A:取消

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
ワークフローとは

- ワークフロー：ビジネス・プロセスの中で用いられる活動または作業の連鎖
仕様書
作成

仕様書
提出

承認

事業部
仕様書

見積依頼書
作成

送付

契約原簿
作成

受領

決済

注文書
作成

注文書
送付

仕訳書
作成

納品書
受領

請求書
受領

購買部

注文書

見積依頼書

請求書

見積書

業者１

業者１
見積
作成

見積
承認

見積
提出

納品書
作成

納品書
送付

請求書
作成

請求書
送付

岡田謙一，速水治夫，大南正人，提箸君代：異種ワークフロー管理システムを用いたワークフロー連携実験，情報処理学会論文誌，Vo1. 41, No. 10, pp. 2719-2730, 2000.

[西田 1999]

インタラクションのアーキテクチャ
推薦システム
ユーザＡとユーザＢが類似の趣味の傾向がある．
ユーザＡがアルバムＸを誉める
ユーザＢはアルバムＸに言及していない．
ユーザＢにアルバムＸを推薦する．

内 容 に よ る フ ィ ユーザが過去に嗜 欠点１：テキストの表層的な特徴しか捉えられないの
ルタリング
好したドキュメン で，ドメインによっては不適切
トに近い内容のド 欠点２：しばしばユーザの嗜好したサンプルに不必要
キュメントを推薦 に近いドキュメントが推薦される(過度の特定)
する
欠点３：ユーザに要求される入力が多い
協 調 的 な フ ィ ル ユーザに近い嗜好 欠点１：ユーザグループの誰かが見つけるまで，アイ
タリング
パターンをもつ別 テムは知られないまま放置される（特に，ユーザ数が
のユーザを探し出 データ量に比べて少ないとき問題）
し，そのユーザの 欠点２：他人と変わった嗜好パターンをもつユーザは
行った選択を推薦 貧弱な推薦しか得られない
する
欠点３：プライバシーの問題
[西田 1999]

インタラクションの技術
インタラクティブなシステムの開発モデル
•
•

•

•
•

ウォーターフォールモデル：仕様化，設計，実装，テスト，保守の段階が順を追って段
階的に進む．
モックアップ：いったいどのようなシステムを作ろうとしているのか，それがどのように
使用されるかを明確にすることを目的とする．必ずしも精巧なプロトタイプは必要では
なく，紙で作ったり，イメージを描いたり，システムで使われている典型的な状況を物
語るシナリオを書いてもよい．
プロトタイピング：
• 役割の明確化のためのプロトタイピング：いったいどのようなシステムをつくろう
としているのか，それがどのように使用されるのかを明確にする．
• システムの外観と感触の明確化のためのプロトタイピング：完成したシステムが
どのような外観と感触をもつかをユーザやデザインチームに伝える．WOZ
(Wizard Of oZ)など
• システムで実現すべき機能ｎ明確化のためのプロトタイプ：システムの実現方式
を決め，システムの機能面・性能面で実現可能性を調べるために作成する．
ユーザ参加型設計：ユーザが自分が使うシステムに対して発言権を確保する．
ユーザ中心設計：ユーザがシステム開発の早期から参加することで，ユーザの意図
や作業環境をよりよく理解できるようにし，設計のやり直しを避けるとともに，ユーザ
の知識を盛り込んだ新たな発想を取り入れる．
[西田 2000]

インタラクションのアーキテクチャ
人工代理人としてのエージェントを使ったシステム

[西田 1999]

インタラクションの技術
多くの個別技術
1.

2.

3.

文書検索
• 文書のマッチングとクラスタリング
• 構文解析
音声やジェスチャなどの系列パターンマッチング
• DPマッチング
• 隠れマルコフモデル(HMM)を用いた系列パターン認識
画像認識

• SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
• Particle Filter
…

[西田 2000]

インタラクションの技術
TFIDF法におけるキーワードベクトルの計算．
キーワードベクトル2

キーワードベクトル1
キーワード

コンピュータ

情報処理

人間

キーワード

コンピュータ

情報処理

人間

TF

1

2

2

TF

3

2

0

ＩＤＦ(仮定)

1.3

1

2

ＩＤＦ(仮定)

1.3

1

2

ＴＦＩＤＦ

1.3

2

4

ＴＦＩＤＦ

3.9

2

0

ドキュメント1
… 人間 … 情報処理 …
… コンピュータ … 人間 …
… 認知 … インタラクション …
… モデル … 情報処理 …
… 環境 … コミュニティ …

ドキュメント2
… コンピュータ … 情報処理 …
… プログラミング … コンピュータ …
… オペレーティングシステム …
… インタフェース … ソフトウェア …
… コンピュータ … 情報処理 …

ここで想定した文書集合における，キーワード「コンピュータ」，「情報処理」，
「人間」のIDFがそれぞれ1.3, 1, 2であるものとして計算をした．
[西田 1999]

インタラクションの技術
キーワードベクトルを用いた文書類似度の計算
キーワードベクトル3
コンピュータ

情報処理

人間

3

3

3

…
0.78

0.90
0.44
キーワードベクトル1
コンピュータ

情報処理

人間

1.3

2

4

…

ドキュメント1
… 人間 … 情報処理 …
… コンピュータ … 人間 …
… 認知 … インタラクション …
… モデル … 情報処理 …
… 環境 … コミュニティ …

キーワードベクトル2
コンピュータ

情報処理

人間

3.9

2

0

…

ドキュメント2
… コンピュータ … 情報処理 …
… プログラミング … コンピュータ …
… オペレーティングシステム …
… インタフェース … ソフトウェア …
… コンピュータ … 情報処理 …
[西田 1999]

インタラクションの技術

非階層的クラスタリング

1
2

4

5
1

6

3

5

2

3
6

8

4

7

8

7
文書集合は３つのクラスに分けられている．

[西田 1999]

インタラクションの技術
文書１と文書２，文書４
と文書５，文書７と文書
８が最も類似度の高い文
書のクラスタを構成し，
それらに文書３や文書６
が加わってより大きなク
ラスタが作られていく．

階層的クラスタリング
1
2
5
3 6
4 7

8
4

1

2

7
6 8
5

5
6

3

8

4

6

1
7

2 3

8

7

1

1

4 5

7

2

2

3

4

5

6

7

8

8
[西田 1999]

インタラクションの技術
【文法】

構文解析：句構造分析

文→述部
文→格要素・文
格要素→名詞句・格助詞
連体修飾句→名詞句・連体助詞
連体修飾句→文
名詞句→名詞句・接続助詞・名詞句
文→連用修飾句・文
述部→連用修飾句・述部
連用修飾句→名詞句・連用助詞

【辞書】
名詞句：私，図書館，本，…
格助詞：は，が，を，で，…
述部：借りた，なくしてしまった，…

私

は

図書館

で 借りた

本

を

なくしてしまった

[西田 1988]

インタラクションの技術
トップダウン解析アルゴリズム

ボトムアップ解析アルゴリズム

[西田 1988]

インタラクションの技術
ボトムアップ解析で得られた句構造のチャート表示

[西田 1988]

インタラクションの技術
三角表を用いた表示

[西田 1988]

インタラクションの技術
DPマッチングによる時系列パターン認識の考え方
蓄積されたパターン

カテゴリ

入力系列
「６」

「７」

与えられた入力系列Bを，予め用意した各カテゴリの典型的なパターンA1, A2, … Apのそれぞれ
と比較し，最も近いパターンAiを求め，それに対応づけられたカテゴリC(Ai)を認識結果とする．
この図は，ペン入力によるストロークデータからの文字認識を想定したもの．
[西田 1999]

インタラクションの技術
DPマッチングによる時系列パターンマッチング
各セグメント境界の対応付け

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a4

a5

b4

a6

b5

a7

a8

b6

[西田 1999]

インタラクションの技術
DPマッチングによる時系列パターンマッチング
格子点を用いたセグメント境界の対応づけの表現
(8, 6)

b6
b5
b4
b3
b2
b1
(1, 1)
a1 a2 a3

a4 a5 a6

a7 a8

[西田 1999]

インタラクションの技術
パターン認識
入力データ

特徴抽出

識別

クラスなど

従来は手作業で
プログラミング

訓練データ

学習

特徴量（文字認識の場合）
・方向寄与度密度特徴 [萩田 1983]
・ストローク特徴量 [岡本 1999]
・方向線素特徴量 [孫 1991] など

[西田 1999]

インタラクションの技術
隠れマルコフモデルの例

0.6

S1
A: 0.5
B: 0.2
C: 0.3

0.4

0.9

0.3

0.7

S2
C: 0.2
D: 0.7
E: 0.1

0.1

S3
D: 0.1
F: 0.5
G: 0.4

P([A-D-F]) =0.6×0.5×0.7×0.7×0.1×0.5=0.00735
[西田 1999]

インタラクションの技術
前向きアルゴリズムによる系列生起確率の計算
[A]

[A, C]

S1

S1

S1
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0.0
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0.03969

0.0
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0.00042

0.0020685

[A, C, D]

[A, C, D, F]

[西田 1999]

インタラクションの技術
ビタビアルゴリズムによる最適状態遷移系列の計算
[A, C]

[A]
0.6, 0.5

S1

0.3, 0.3

0.3
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[A, C, D]
0.3, 0.0

0.027
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0

0.7, 0.7
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S2
0.02646

S2
0

0.1, 0.5

0.1, 0.1

S3
0.00042

0.4, 0.5

S3
0.001323
[西田 1999]

インタラクションの評価

使いやすさと便利さ
• 便利さ(usability)：システム自身の機能と性能から決まるものであり，
ユーザが習熟した理想的な状態でシステムを使うとどれだけ効果が出るか
に関するものである．
• 使いやすさ(usefulness)：システムの学習可能性，スループット，態度，
柔軟性まで含めた概念であり，便利さを包含している．

評価手法
ユーザビリティ：使いやすさの評価．ユーザビリティエンジニアリング：商
品企画，要求分析からソフトウェア開発まで含んだ総合的な活動．認知的
ウォークスルー：ユーザの認知的な行動軌跡を追跡することによってデザイ
ンに問題があるかどうかをチェックする．発声思考法(think aloud
protocol)：被験者に考えていることを声に出して発話してもらう

[西田 1999]

History of conversational systems development
Embodied Conversational Agents / Intelligent Virtual Human
The Knowledge
Navigator

Multi-modal dialogue systems
Speech dialogue systems

Interactional systems

Natural language dialogue systems

Conversational
Systems

Natural language
question answering systems

Transactional systems
Story Understanding systems

Cognitive systems
Affective Computing

t
1970

1980

1990

2000

2010

Early Natural Language Dialogue Systems
Baseball
• One of the earliest natural
language question answering
system.
• Answers such questions about
baseball games.

Spec[ification] list:
“Where did the Red Sox play on July 7?”
-> Place = ?
Team = Red Sox
Month = July
Day
=7
“What teams won 10 games in July?”
-> Team(winning)
=?
Game(number of) = 10
Month
= July
Dictionary:
“team” -> meaning: Team=(blank)
“Red Sox” -> meaning: Team=Red Sox
“who” -> meaning: Team=?
“winning” -> meaning: subroutine
Data:
Month = July
Place= Boston
Day = 7
Game Serial No. = 96
(Team = Red Sox, Score= 5)
(Team = Yankees, Score = 3)
[Green 1961]

Early Natural Language Dialogue Systems
Modules of Baseball
1. Question Read-in
2. Dictionary Look-up
3. Syntax
(1) scan for ambiguities in part of speech: in some
cases, resolved by looking at adjoining words;
in other cases, resolved by inspecting the
entire question.
(2) locates and brackets the noun phrases, [], and
the prepositional and adverbial phrases, ().
The verb is left unbracketed. E.g.,
“How many games did the Yankees play in
July?”
-> [How many games] did [the Yankees] play (in
[July])?
Any unbracketed preposition is attached to the
first noun phrase in the sentence, and
prepositional brackets added. E.g.,
“Who did the Red Sox lose to on July 5?”
-> (To [who]) did [the Red Sox] lose (on [July
5])?

The syntax routine determines whether the verb is active or
passive and locates its subject and object.
The syntax analysis checks to see if any of the words is
marked as a question word. If not, a signal is set to indicate
that the question requires a yes/no answer
4. Content Analysis
The content analysis uses the dictionary meanings and the
results of the syntactic analysis to set up a specification list
for the processing program. E.g.,

“each team”: Team=(blank) -> Team=each
“what team” :Team=(blank)-> Team=?
“Who beat the Yankees on July 4”: Team=(blank)
-> Team=?, Team(winning)=? Team(losing)=Yankees
“six games” : Game=(blank)->Game(number of)=6
“how many games”:
Game=(blank)->Game(number of)=?
“Who was the winning team…”:
Team=? and Team(winning)=(blank)
-> Team(winning)=?
5. Processing
The specification list indicates to the processor what part of
the stored data is relevant for answering the input question.
The processor extracts the matching information from the
data and procedures, for the responder, the answer to the
question in the form of a list structure.
[Weizenbaum 1966]

Early Natural Language Dialogue Systems
LUNAR
Prototype natural language question
answering system that helps lunar geologists
access chemical analysis data on lunar rock
and soil composition.
(i) Syntactic analysis using heuristic/semantic
information to choose the most likely
parsing (Augmented Transition Network
Grammar was used)
(ii) Semantic interpretation: produce a
formal representation for queries
(iii) Execution of this formal expression in the
retrieval

Questions LUNAR “understands”
1. (List samples with Silicon)
(Give me all lunar samples with Magnetite)
(In which samples has Apatite been identified)
(How many samples contain Titanium)
(Which rocks contain Chromite and Ulvospinel)
(Which rocks do not contain Chromite and Ulvospinel)
2. (What analyses of Olivine are there)
(Analyses of Strontium in Plagioclase)
(What are the Plag analyses for breccias)
(Rare earth analyses for S10005)
(I need all chemical analyses of lunar soil)
(What is the composition of Ilmenite in rock 10017)
(List the analyses of Aluminum in vugs)
(Nickel content of opaques)
3. (Which samples are breccias)
(What are the igneous rocks)
(What types of sample are there)
(What is the number of phases in each sample)
4. (Give me the K / Rb ratios for all lunar samples)
(What is the specific activity of A126 in soil)
(Give me all references on fayalitic Olivine)
(Which rock is the oldest)
(Which is the oldest rock)
...
[Woods 1973]

Early Natural Language Dialogue Systems
Augmented Transition Network Grammar
Extension of recursive transition network model which
is weakly equivalent to the context-free grammar
model.
S:

V

NP

AUX

V

ADJ

NP:
DET

NOUN

PRON

PP:

PREP

NP

NP

PP

“The augmented transition network builds up a partial
structural description of the sentence as it proceeds
from state to state through the network. The pieces of
this partial description are held in registers which can
contain any rooted tree or list of rooted trees and
which are automatically pushed down when a
recursive application of the transition network is
called for and restored when the lower level
(recursive) computation is completed. The structurebuilding actions on the arcs specify changes in the
contents of these registers in terms of their previous
contents, the contents of other registers, the current
input symbol, and/or the result of lower level
computations. In addition to holding pieces of
substructure that will eventually be incorporated into
a larger structure, the registers may also be used to
hold flags or other indicators to be interrogated by
conditions on the arcs.”

[Woods 1973]

Early Natural Language Dialogue Systems
SHRDLU
• Natural language understanding system working on the
“Blocks” world.
• Based on the belief that “a computer cannot deal with
language unless it can understand the subject it is
discussing”
• Answers questions, executes commands, and accepts
information in normal English dialog.
• Uses semantic information and context to understand
discourse and disambiguate sentences.
• Procedural knowledge representation <-> declarative KR
Winograd, Terry, Understanding Natural Language, New York: Academic Press, 1972. http://hci.stanford.edu/~winograd/shrdlu/

Early Natural Language Dialogue Systems
SHRDLU
Questioning answering

simulate robot arm

USER: “Pick up a big red block”
SHRDLU: “OK”

Graphics

Planning

Semantic analysis

Syntactic analysis
Winograd, Terry, Understanding Natural Language, New York: Academic Press, 1972. http://hci.stanford.edu/~winograd/shrdlu/

Early Natural Language Dialogue Systems
“ELIZA is a program operating within the
MAC time-sharing system at MIT which
makes certain kinds of natural language
conversation between man and computer
possible. Input sentences are analyzed on
the basis of decomposition rules which
are triggered by key words appearing in
the input text. Responses are generated
by reassembly rules associated with
selected decomposition rules. The
fundamental technical problems with
which ELIZA is concerned are: (1) the
identification of key words, (2) the
discovery of minimal context, (3) the
choice of appropriate transformations, (4)
generation of responses in the absence of
key words, and (5) the provision of an
editing capability for ELIZA "scripts". A
discussion of some psychological issues
relevant to the ELIZA approach as well as
of future developments concludes the
paper.”

Sample dialogue between human and ELIZA
“Men are all alike.
IN WHAT WAY
They're always bugging us about something or other.
CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE
Well, my boyfriend made me come here.
YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE
He says I'm depressed much of the time.
I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED
It’s true. I am unhappy.
DO YOU THINK COMING HERE WILL HELP YOU NOT TO
BE UNHAPPY
I need some help, that much seems certain.
WHAT WOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT SOME HELP
Perhaps I could learn to get along with my mother.
TELL ME MORE ABOUT YOUE FAMILY
My mother takes care of me,
WHO ELSE IN Y0UR FAMILY TAKES CARE 0F YOU
My father.
YOUR FATHER
You are like my father in some ways.
WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE
You are not very aggressive but I think you don't want me to notice
that.
WHAT MAKES YOU THINK I AM NOT VERY AGGRESSIVE
You don’t argue with me.
WHY DO YOU THINK I DON'T ARGUE WITH YOU
You are afraid of me,
DOES IT PLEASE YOU TO BELIEVE I AM AFRAIDOF YOU
My far her is afraid of everybody.
WHAT ELSE COMES TO MIND WHEN YOU THINK OF YOUR FATHER”
[Weizenbaum 1966]

Early Natural Language Dialogue Systems
ELIZA: Natural language dialogue system without explicit knowledge about the discourse domain
Transformation rules: collection of key lists.
Example:

( K (( D1 ) ( R1,1 ) ( R1, 2 )  ( R1,m1 ))
(( D2 ) ( R2,1 ) ( R2, 2 )  ( R2,m2 ))

(( Dn ) ( Rn ,1 ) ( Rn , 2 )  ( Rn ,mn )))
where, K: keyword, Di: decomposition
template, Ri,j: Reassembly rule.
Example of a decomposition template and a
reassembly rule:
D: (0 YOU 0 ME)
R: (WHAT MAKES YOU THINK I 3 YOU)
“It seems that you hate me”
-> “What makes you think I hate you”
Substitution rule. E.g.,
(YOURSELF = MYSELF)
(MY YOUR 5 (transformation rules))

“You are very helpful”
-> “I are very helpful”
by a simple substitution rule
-> “What makes you think I am very helpful”
by a decomposition template: (0 I are 0)
by a reassembly rule:
(What makes you think I am 4)
After Ri,j was applied, an index in the transformation
list is inserted to prevent the same reassembly rule
from being applied in a row.
(How = (What)) allows the transformation rule for
“how” to be equally applied to “what”

(MOTHER DLIST (/NOUN FAMILY))
allows the keyword “MOTHER” to be identified as a
noun and as a member of the class “family”. As a
result, “MOTHER” will match “(/FAMILY)” in a
decomposition rule.
[Weizenbaum 1966]

Story understanding and generation
"Mary socked John."
"Mary punched John."
"Mary hit John with her fist."
"John was socked by Mary."
"Marie a donne un coup de poing a Jean."
"Maria pego a Juan."

Margie

Action: PROPEL
Actor: Mary
Object: Fist
From: Mary
To: John

Primitive

Meaning

ATRANS

Transfer of an abstract relationship (i.e. give)

PTRANS

Transfer of the physical location of an object (e.g., go)

PROPEL

Application of physical force to an object (e.g. push)

MOVE

Movement of a body part by its owner (e.g. kick)

GRASP

Grasping of an object by an action (e.g. throw)

INGEST

Ingesting of an object by an animal (e.g. eat)

EXPEL

Expulsion of something from the body of an animal (e.g. cry)

MTRANS

Transfer of mental information (e.g. tell)

MBUILD

Building new information out of old (e.g decide)

SPEAK

Producing of sounds (e.g. say)

ATTEND

Focusing of a sense organ toward a stimulus (e.g. listen)

[Schank 1975]

Story understanding and generation

Script-based understanding
SAM (Script Applier Mechanism)
[Cullingford 1981] Cullingford, Richard E: SAM and Micro SAM. In Roger C. Schank, &
Christopher K. Riesbeck (Eds.), Inside computer understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1981

FRUMP
[Dejong 1979] DeJong, Gerald F.: Skimming stories in real time: An experiment in integrated
understanding (Technical Report YALE/DCS/tr158). New Haven, CT: Computer Science
Department, Yale University, 1979

Story understanding and generation
Plan-based understanding
PAM
[Wilensky 1978] Wilensky, Robert: Understanding goal-based stories (Technical Report YALE/DCS/tr140). New Haven, CT:
Computer Science Department, Yale University, 1978.

POLITICS
[Carbonell 1978] Carbonell, Jaime: Subjective understanding: Computer models of belief systems (Technical Report
YALE/DCS/tr150). New Haven, CT: Computer Science Department, Yale University, 1978.

Dynamic Memory
IPP
[Lebowitz 1980] Lebowitz, Michael : ¥Generalization and memory in an integrated understanding system (Technical Report
YALE/DCS/tr186). New Haven, CT: Computer Science Department, Yale University, 1980.

BORIS
[Lehnert 1983] Lehnert, Wendy G., Dyer, Michael G., Johnson, Peter N., Yang, C. J., Harley, Steve: BORIS -- An experiment in
in-depth understanding of narratives. Artificial Intelligence, 20(1), 15-62., 1983.

CYRUS
[Kolodner 1984] Kolodner, Janet L.: Retrieval and organizational strategies in conceptual memory: A computer model.
Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1984.

Story telling
TALE-SPIN
[Meehan 1981] Meehan, James: TALE-SPIN and Micro TALE-SPIN. In Roger C. Schank, & Christopher K. Riesbeck (Eds.),
Inside computer understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1981.

Early Speech Dialogue Systems

The Hearsay-II Speech-Understanding System
Integrates multiple levels of information processing by knowledge sources
coordinated by the blackboard model:
• Parameter
• Segment
• Syllable
• Word
• Word-sequence
• Phrase
• Data base interface

Combining top-down (hypothesis driven) and bottom-up (data-driven) processing.
Selective attention to allocate limited computing resources.
[Erman 1980]

The blackboard architecture
SEMANT
STOP

PREDICT

(g) Phrases

CONTACT

PARSE
(f) Word sequences

VERIFY

(e) Words - 1

WORD-SEQ

WORD-SEQ-CTL

WORD-CTL

(d) Words – 2

RPOL
MOW

VERIFY

(c) Syllable classes

POM
(b) Segments

SEG
(a) Parameters
| ARE

| ANY

| BY

| FEIGENBAUM

| AND

|

FELDMAN

|

[Erman 1980]

Early Speech Dialogue Systems
PUT-THAT-THERE
The conjoint use of voice-input and gesture recognition to command events on a large format
raster-scan graphic display in a “Media Room”

Commands
“Create a blue square there.”
“Move the blue triangle to the right of the green square”
“Move that to the right of the green square.” (with pointing)
“Put that there” (indicated by gesture)
“Make that smaller” (with pointing gesture)
“Make that (indicating some item) like that (indicating some other item)”
“Delete that” (pointing to some item)
“Call that … the calendar” (with pointing)
[Bolt 1980]

The Knowledge Navigator

“Phil”: concrete image of a personal assistant.

Phil, the agent

[Apple Computer 1987]

CASA: Computers Are Social Actors

Social responses to computers
- not: conscious beliefs that computers are
human or human-like.
- not: from user’s ignorance or psychological or
social dysfunctions
- not from: a belief that subjects are
interacting with programmers
- rather: human-computer relationship is
fundamentally social.
Nass 1994]

From Tool-based Computing to Assistive Interface
Requirements
- Support interactive give and take
Assistants will need not only respond to questions but also ask questions

- Recognize the costs of interaction and delay
It is inappropriate to require the user’s confirmation of every decision made while
carrying out a task.

- Manage interruptions effectively
When it is necessary to initiate an interaction with the user, the assistant needs to do so
carefully, recognizing the likelihood that the user is already occupied to some degree.

- Acknowledge the social and emotional aspects of interaction
To become a comfortable working partner, a computer assistant will need to vary its
behavior depending on such the task, the time of day, and the boss’s mood.

=> The PERSONA project @ Microsoft Research
[Ball 1997]

The architecture of Peedy

Spoken Language
Interpretation

Dialogue
Management
Character Animation

Background and
Object Animation
Sound Generation

[Ball 1997]

The architecture of Peedy

Microphone

Whisper
Speech
Recognition

Names
Proper Name
Substitution

Names Database

Character

NLP
Language Analysis

Semantic
Template Matching &
Object Descriptions

Action Templates Database

Player/ReActor
Animation Engine

Object Database (CDs)
Dialogue
Context & Conversation State

Speech & Animation Database

Sound

Speech Controller

Dialogue Rules Database
Application
CD Changes

CD Player

[Ball 1997]

Believability
Believable animals
How are we to build behaviorally-based animated animals whose level of behavioral complexity is on the order of dogs
and cats?
For the user to say “Hey, it acts just like my dog.”
i.
ii.

iii.

The artificial animal must have a believable set of internal needs and motivations and an appropriate set of
activities through which those internal needs and motivations may be satisfied and expressed.
It must respond with an appropriate and believable activity on every time step given its internal state, past history
and a perceived environment with its attendant opportunities, challenges and changed. Moreover, the pattern
and rhythm of the chosen activities must be believable and consistent with those of the real animal.
The interaction must be believable. The creature should respond to the actions of the user in a believable way
and the user should be able to interact with the creature using natural gestures and a minimum amount of
hardware in-between.

For the user not to say “Wait a minute, this is a dumb robot, my dog would never do that!”

i.
ii.

iii.

It should not mechanically respond to stimulus. An animal’s response to a given stimulus is highly dependent on
its internal state.
It should not get stuck in “loops”. Animals are very good at avoiding two types of loops. The first type of loop is
one in which the animal is pathologically engaged in a single activity. The second type of loop is one in which the
animal dithers incessantly among two or more competing activities.
It should avoid patently stupid behavior. Animals often display a certain common sense or “horse sense”.

[Blumberg 1994]

Believability

Key ideas from Ethology
Inhibition and fatigue play an important role in ethological models of actionselection and temporal patterns of behavior.
i.

Animals engage in one behavior at a time. Yet, animals typically do not
mindlessly pursue an activity indefinitely to the detriment of other needs.

ii. Animals sometimes appear to engage in a form of time-sharing in which low
priority activities are given a chance to execute, despite the presence of a
higher priority activity.
iii. While animals typically do not dither between multiple activities they will
nonetheless interrupt a behavior when another behavior becomes
significantly more appropriate.
[Blumberg 1994]

ALIVE

[Maes 1995; Nishida et al 2014]

Silas the dog
Interests / Goals
/ Motivations

Behavior

Inhibition

Releasing mechanism

Motor commands
Sensory system

World
[Blumberg 1997]

まとめ

1. モダリティ
2. 認知
3. アーキテクチャ

4. 技術
5. 会話システム

References
[西田 1988] 西田豊明：自然言語理解入門―ことばがわかるコンピュータをめざして，オーム社，1988.
[西田 2000] 西田豊明: インタラクションの理解とデザイン, 岩波書店, 2000.

レポート課題 (2/2)

情報科学基礎論13～14回の成績は2回のレポートによって採
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