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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想ロボットのインタラクション方法であって、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得するステップと、
　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するステップと、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うステップとを含み、
　前記制御モデルを訓練する方法をさらに含み、前記方法は、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得するステッ
プと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したインタ
ラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報をモデ
ル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するステップとを含み、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから、ユーザが入力したインタラクティ
ブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得する前記ステップは、
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　人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの体の動き情報
を抽出するステップ、及び／又は
　顔表情分析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの顔表情情報を抽
出するステップ、及び／又は
　音声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音声情報を抽
出するステップを含むことを特徴とする仮想ロボットのインタラクション方法。
【請求項２】
　仮想ロボットのインタラクション方法であって、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得するステップと、
　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するステップと、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うステップとを含み、
　前記制御モデルを訓練する方法をさらに含み、前記方法は、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得するステッ
プと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したインタ
ラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報をモデ
ル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するステップとを含み、
　前記制御モデルは、畳み込みネットワーク及び完全接続層により体の動き出力、顔表情
出力、音声出力の３つのブランチに分けられるディープラーニングネットワークを含み、
ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する前記インタラク
ティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力するテキスト
情報及びユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含み、前記行動応答
情報は、ストリーマーの体の動き情報、顔表情情報及び音声情報を含み、
　前記ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したイ
ンタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を
モデル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練する前記ステップは、
　前記テキスト情報及び前記バーチャルギフトの画像情報を訓練入力として、前記仮想ロ
ボットの体の動き、顔表情及び音声を訓練するステップを含むことを特徴とする仮想ロボ
ットのインタラクション方法。
【請求項３】
　前記ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティ
ブ情報を取得する前に、前記方法は、
　ユーザが入力した好み情報を取得するステップと、
　前記仮想ロボットの複数のタイプの制御モデルの中から、前記好み情報とマッチングし
た目的制御モデルを特定するステップとをさらに含み、
　前記インタラクティブ情報を前記仮想ロボットの制御モデルに入力する前記ステップは
、
　前記インタラクティブ情報を前記目的制御モデルに入力するステップを含み、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う前記ステップは、
　前記目的制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基
づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うステップを含むことを特徴とする請求
項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　仮想ロボットのインタラクション装置であって、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得する第１取得モジュールと、
　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するモデル入力モジュールと、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う制御モジュールと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得する第２取
得モジュールと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したインタ
ラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報をモデ
ル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するモデル訓練モジュールと、を備え、
　前記第２取得モジュールは、
　人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの体の動き情報
を抽出する第１取得サブモジュール、及び／又は
　顔表情分析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの顔表情情報を抽
出する第２取得サブモジュール、及び／又は
　音声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音声情報を抽
出する第３取得サブモジュールを備えることを特徴とする仮想ロボットのインタラクショ
ン装置。
【請求項５】
　仮想ロボットのインタラクション装置であって、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得する第１取得モジュールと、
　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するモデル入力モジュールと、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う制御モジュールと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得する第２取
得モジュールと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したインタ
ラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報をモデ
ル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するモデル訓練モジュールと、を備え、
　前記制御モデルは、畳み込みネットワーク及び完全接続層により体の動き出力、顔表情
出力、音声出力の３つのブランチに分けられるディープラーニングネットワークを含み、
ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する前記インタラク
ティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力するテキスト
情報及びユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含み、前記行動応答
情報は、ストリーマーの体の動き情報、顔表情情報及び音声情報を含み、
　前記モデル訓練モジュールは、
　前記テキスト情報及び前記バーチャルギフトの画像情報を訓練入力として、前記仮想ロ
ボットの体の動き、顔表情及び音声を訓練することを特徴とする仮想ロボットのインタラ
クション装置。
【請求項６】
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　前記装置は、
　ユーザが入力した好み情報を取得する第３取得モジュールと、
　前記仮想ロボットの複数のタイプの制御モデルの中から、前記好み情報とマッチングし
た目的制御モデルを特定する決定モジュールとをさらに備え、
　前記モデル入力モジュールは、前記インタラクティブ情報を前記目的制御モデルに入力
し、
　前記制御モジュールは、前記目的制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出
力した行動制御情報に基づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うことを特徴と
する請求項４または５に記載の装置。
【請求項７】
　コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であって、該プログラ
ムがプロセッサにより実行されると、請求項１～３のいずれか１項に記載の前記方法のス
テップを実現することを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
　電子機器であって、
　コンピュータプログラムが記憶されたメモリと、
　前記メモリにおける前記コンピュータプログラムを実行して、請求項１～３のいずれか
１項に記載の方法のステップを実現するプロセッサとを備えることを特徴とする電子機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ヒューマンコンピュータインタラクションの分野に関し、具体的には、仮想
ロボットのインタラクション方法、装置、記憶媒体及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、仮想アイドルは、エンターテインメント分野において新たなスポットライトとな
り、人々の中で人気を集めてきた。しかしながら、伝統的な仮想アイドルは、主にシステ
ムにより事前設定され、キャラクター、プロットの発展、インタラクション方式などの要
素に基づいて事前に実装されており、視聴者とリアルタイムで対話することはできず、柔
軟性および適用性は低い。
【０００３】
　ネットワークのライブストリーミング業界の発展に伴い、ユーザは、ネットワークのラ
イブストリーミングプラットフォームにおいてライブストリーミングを視聴し、文字を通
じてストリーマーと対話したり、さらにはストリーマーへ仮想賞品を贈ったりすることが
でき、従来の仮想アイドル技術は、ライブストリーミングプラットフォームに適用してラ
イブストリーミングを達成することはできず、ライブルームの従来の補助ロボットの機能
も比較的単純で、主に音声に基づいており、人々の感情的なコミュニケーションやアクシ
ョンのコミュニケーションのエクスペリエンスを満たすことができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示の主な目的は、上記関連技術に存在する問題を解決するために、仮想ロボットの
インタラクション方法、装置、記憶媒体及び電子機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成させるために、本開示の実施例の第１態様は、仮想ロボットのインタラ
クション方法を提供し、該方法は、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得するステップと、
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　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するステップと、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うステップとを含む。
【０００６】
　前記制御モデルを訓練する方法をさらに含み、該方法は、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得するステッ
プと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したインタ
ラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報をモデ
ル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するステップとを含むようにしてもよい。
【０００７】
　前記ビデオライブストリーミングプラットフォームから、ユーザが入力したインタラク
ティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得するステップは、
　人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの体の動き情報
を抽出するステップ、及び／又は
　顔表情分析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの顔表情情報を抽
出するステップ、及び／又は
　音声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音声情報を抽
出するステップを含むようにしてもよい。
【０００８】
　前記制御モデルは、畳み込みネットワーク及び完全接続層により体の動き出力、顔表情
出力、音声出力の３つのブランチに分けられるディープラーニングネットワークを含み、
ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する前記インタラク
ティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力するテキスト
情報及びユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含み、前記行動応答
情報は、ストリーマーの体の動き情報、顔表情情報及び音声情報を含み、
　前記ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したイ
ンタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を
モデル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するステップは、
　前記テキスト情報及び前記バーチャルギフトの画像情報を訓練入力として、前記仮想ロ
ボットの体の動き、顔表情及び音声を訓練するステップを含むようにしてもよい。
【０００９】
　前記ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティ
ブ情報を取得する前に、前記方法は、
　ユーザが入力した好み情報を取得するステップと、
　前記仮想ロボットの複数のタイプの制御モデルの中から、前記好み情報とマッチングし
た目的制御モデルを特定するステップとをさらに含み、
　前記インタラクティブ情報を前記仮想ロボットの制御モデルに入力する前記ステップは
、
　前記インタラクティブ情報を前記目的制御モデルに入力するステップを含み、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う前記ステップは、
　前記目的制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基
づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うステップを含むようにしてもよい。
【００１０】
　本開示の実施例の第２態様は、仮想ロボットのインタラクション装置を提供し、該装置
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は、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得する第１取得モジュールと、
　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するモデル入力モジュールと、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う制御モジュールとを備える。
【００１１】
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得する第２取
得モジュールと、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが入力したインタ
ラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報をモデ
ル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するモデル訓練モジュールとをさらに備える
ようにしてもよい。
【００１２】
　前記第２取得モジュールは、
　人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの体の動き情報
を抽出する第１取得サブモジュール、及び／又は
　顔表情分析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの顔表情情報を抽
出する第２取得サブモジュール、及び／又は
　音声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音声情報を抽
出する第３取得サブモジュールを備えるようにしてもよい。
【００１３】
　前記制御モデルは、畳み込みネットワーク及び完全接続層により体の動き出力、顔表情
出力、音声出力の３つのブランチに分けられるディープラーニングネットワークを含み、
ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する前記インタラク
ティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力するテキスト
情報及びユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含み、前記行動応答
情報は、ストリーマーの体の動き情報、顔表情情報及び音声情報を含み、
　前記モデル訓練モジュールは、
　前記テキスト情報及び前記バーチャルギフトの画像情報を訓練入力として、前記仮想ロ
ボットの体の動き、顔表情及び音声を訓練するようにしてもよい。
【００１４】
　前記装置は、
　ユーザが入力した好み情報を取得する第３取得モジュールと、
　前記仮想ロボットの複数のタイプの制御モデルの中から、前記好み情報とマッチングし
た目的制御モデルを特定する決定モジュールとをさらに備え、
　前記モデル入力モジュールは、前記インタラクティブ情報を前記目的制御モデルに入力
し、
　前記制御モジュールは、前記目的制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出
力した行動制御情報に基づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うようにしても
よい。
【００１５】
　本開示の実施例の第３態様は、コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読
記憶媒体であって、該プログラムがプロセッサにより実行されると、第１態様の前記方法
のステップを実現するコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
【００１６】
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　本開示の実施例の第４態様は、電子機器を提供し、該電子機器は、
　コンピュータプログラムが記憶されたメモリと、
　前記メモリにおける前記コンピュータプログラムを実行して、第１態様の前記方法のス
テップを実現するプロセッサとを備える。
【発明の効果】
【００１７】
　上記技術案によれば、少なくとも下記技術的効果を奏する。ユーザが入力したインタラ
クティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を含むビ
デオライブストリーミングプラットフォームの履歴データを、モデル訓練サンプルとして
訓練して、出力が仮想ロボットの行動を制御する制御情報となる制御モデルを得る。この
ようにして、該制御モデルに基づいて、ユーザより入力された、仮想ロボットとインタラ
クションするインタラクティブ情報をリアルタイムで収集することにより、ユーザに対す
る仮想ロボットのリアルタイムなインタラクション応答を制御することができ、仮想ロボ
ットのリアルタイム性、柔軟性及び適用性を向上させ、ユーザによる仮想ロボットとの情
感、アクションのコミュニケーションへのニーズに応える。
【００１８】
　本開示のほかの特徴及び利点については、後述する発明を実施する形態の部分において
詳細に説明する。
【００１９】
　図面は、本開示をより理解しやすくするために提供されるものであり、明細書の一部を
構成し、下記特定の実施形態とともに本開示を解釈するが、本開示を制限するものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本開示の実施例による仮想ロボットのインタラクション方法の模式的フローチャ
ートである。
【図２】本開示の実施例による仮想ロボットの制御モデルの訓練方法の模式的フローチャ
ートである。
【図３】本開示の実施例による制御モデルの訓練過程の模式図である。
【図４】本開示の実施例による別の制御モデルの訓練過程の模式図である。
【図５】本開示の実施例による仮想ロボットのインタラクション装置の構造模式図である
。
【図６】本開示の実施例による仮想ロボットのインタラクション装置の構造模式図である
。
【図７】本開示の実施例による別の仮想ロボットの訓練装置の構造模式図である。
【図８】本開示の実施例によるさらなる電子機器の構造模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら本開示の特定の実施形態を詳細に説明する。なお、ここで説
明する特定の実施形態は、本開示を説明して解釈するものに過ぎず、本開示を制限するも
のではない。
【００２２】
　本開示の実施例は、図１に示すように、Ｓ１１～Ｓ１３を含む仮想ロボットのインタラ
クション方法を提供し、
　Ｓ１１において、ユーザより入力された、仮想ロボットとインタラクションするインタ
ラクティブ情報を取得する。
【００２３】
　１つの可能な実施形態では、本開示の実施例は、動画技術とネットワークのライブスト
リーミング技術を組み合わせて、バーチャルキャラクターのアバターをネットワークのラ
イブストリーミングルームで表示させ、ユーザが入力した前記インタラクティブ情報は、
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ユーザが仮想ロボットのライブストリーミングルームにおいて入力するテキスト情報及び
／又はユーザが贈るギフトの画像情報などであってもよい。
【００２４】
　上記は、本開示の実施例の可能な適用シナリオの一例を挙げて説明したが、別の可能な
実施形態においては、該仮想ロボットは、ネットワークのライブストリーミングに適用す
るのではなく、単独した最終製品に内蔵されて、チャットロボット又は情感的なインタラ
クションをするロボットとして販売してもよい。本開示では、それについて限定しない。
【００２５】
　Ｓ１２において、前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラット
フォームのユーザが入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対する
ストリーマーの行動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボット
の制御モデルに入力する。
【００２６】
　具体的には、ビデオライブストリーミングプラットフォームの履歴放送情報に基づいて
、大量のサンプルを取得することができ、各ストリーマーライブストリーミングルームの
チャットルームにいる視聴者が入力するテキスト情報、贈るバーチャルギフトの画像情報
を上記インタラクティブ情報とするとともに、ストリーマービデオ及びオーディオからス
トリーマーの行動応答情報を抽出し、それにより大量のモデル訓練サンプルを取得し、こ
のようにして、訓練して得た制御モデルの仮想ロボットに対する制御は、ストリーマーの
本格的な応答により近くなる。
【００２７】
　Ｓ１３において、前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動
制御情報に基づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う。
【００２８】
　具体的には、仮想ロボットに対する行動制御は、アバターとして表示させる仮想ロボッ
トの体の動き、顔表情及び音声出力の制御を含み得る。
【００２９】
　上記方法によれば、ユーザが入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情
報に対するストリーマーの行動応答情報を含むビデオライブストリーミングプラットフォ
ームの履歴放送データをモデル訓練サンプルとして訓練して、出力が仮想ロボットの行動
を制御する制御情報となる制御モデルを得る。このように、該制御モデルに基づいて、ユ
ーザより入力された、仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情報をリア
ルタイムで収集することにより、ユーザに対する仮想ロボットのリアルタイムなインタラ
クション応答を制御することができ、仮想ロボットのリアルタイム性、柔軟性及び適用性
を向上させ、ユーザによる仮想ロボットとの情感、アクションのコミュニケーションへの
ニーズに応える。
【００３０】
　当業者が本開示の実施例による技術案をさらに理解できるように、以下、本開示の実施
例による仮想ロボットのインタラクション方法について詳細に説明する。
【００３１】
　まず、ステップＳ１２における前記制御モデルに関しては、本開示の実施例は、該制御
モデルの訓練方法をさらに含み、なお、制御モデルに対する訓練は、ビデオライブストリ
ーミングプラットフォームから収集したサンプルに基づいて事前に行われ、後で仮想ロボ
ットとユーザとのインタラクション過程において、インタラクションするごとに制御モデ
ルを訓練せずに済み、もしくは、ビデオライブストリーミングプラットフォームから新し
く収集するサンプルに基づいて該制御モデルを周期的に更新してもよい。
【００３２】
　具体的には、仮想ロボットに対する制御モデルの訓練方法は、図２に示すように、Ｓ２
１とＳ２２を含む。
【００３３】
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　Ｓ２１において、ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力した
インタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報
を取得する。
【００３４】
　一例として、ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する
インタラクティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力す
るテキスト情報及び／又はユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含
む。
【００３５】
　Ｓ２２において、ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練する。
【００３６】
　以下、ストリーマーの行動応答情報を取得する方式について説明する。
【００３７】
　方式１は、人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの体
の動き情報を抽出する。
【００３８】
　その中でも、前記体の動き情報は、主に四肢の関節の位置情報をいう。人体姿勢解析モ
ジュールにより連続画像フレームを入力し、畳み込みニューラルネットワークを通じて学
習して姿勢の確率マップを取得した後、オプティカルフロー情報と組み合わせて中間混合
概率分布マップを生成し、最後に、関節位置情報は得られる。
【００３９】
　方式２は、顔表情分析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの顔表
情情報を抽出する。
【００４０】
　具体的には、まず、顔検出モジュールによってストリーマービデオから顔領域を抽出し
、次にディープニューラルネットワークを通じて学習し、表情の分類結果を生成する。
【００４１】
　方式３は、音声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音
声情報を抽出する。
【００４２】
　まず、１つの音声を１枚の図像に変換して入力とし、すなわち、まず１フレームごとの
音声についてフーリエ変換を行い、次に時間と周波数を図像の２つの次元とし、その後、
畳み込みネットワークを通じて音声全体に対してモデリングし、出力ユニットを最後の認
識結果たとえば音節又は漢字に直接対応させる。
【００４３】
　なお、上記３種類の実施形態は、実際の必要（たとえば製品機能設計）に応じて選択的
に実施してもよく、つまり、ステップＳ２１では、ビデオライブストリーミングプラット
フォームから、ユーザが入力したインタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答
情報を取得するステップは、人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからス
トリーマーの体の動き情報を抽出するステップ、及び／又は顔表情分析モジュールによっ
てストリーマービデオからストリーマーの顔表情情報を抽出するステップ、及び／又は音
声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音声情報を抽出す
るステップを含む。
【００４４】
　以下、ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する前記イ
ンタラクティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力する
テキスト情報及びユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含み、前記
行動応答情報は、ストリーマーの体の動き情報、顔表情情報及び音声情報を含む場合を例
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にして、制御モデルの訓練を説明する。
【００４５】
　具体的には、前記制御モデルは、畳み込みネットワーク及び完全接続層により体の動き
出力、顔表情出力、音声出力の３つのブランチに分けられるディープラーニングネットワ
ークを含み、前記ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユーザが
入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動
応答情報をモデル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するステップは、前記テキス
ト情報及び前記バーチャルギフトの画像情報を訓練入力として、前記仮想ロボットの体の
動き、顔表情及び音声を訓練するステップを含む。
【００４６】
　一例として、図３及び図４は、それぞれ制御モデルの訓練の模式図を示している。図３
には、訓練データの由来が示されており、図４には、ディープラーニングネットワークに
基づく制御モデルの訓練過程が示されている。図３に示すように、テキスト情報及びギフ
ト画像をディープラーニングネットワークの入力サンプルとし、人体姿勢解析モジュール
及び顔表情分析モジュールによってストリーマービデオから抽出された体の動き情報及び
顔表情情報、及び音声分析モジュールによってストリーマーオーディオから抽出された音
声情報をディープラーニングネットワークにより標識された出力サンプルとする。図４に
示すように、ディープニューラルネットワークは、畳み込みネットワーク及び完全接続層
により体の動き出力、顔表情出力、音声出力の３つのブランチに分けられ、仮想ロボット
に対して体の動き、顔表情及び音声ごとに訓練する。
【００４７】
　なお、人体姿勢解析、顔表情分析及び音声分析は、いずれもニューラルネットワークに
よる深度学習の方式で実現できる。
【００４８】
　本開示の実施例の１つの可能な実施形態において、ユーザが仮想ロボットとインタラク
ションする前に、ユーザが自身の好みに応じて仮想ロボットを選択するようにしてもよい
。一例として、ステップＳ１１の前、ユーザが入力した好み情報を取得し、前記仮想ロボ
ットの複数のタイプの制御モデルの中から、前記好み情報とマッチングした目的制御モデ
ルを特定し、ただし、該複数のタイプの制御モデルは、異なる性格のタイプのストリーマ
ーについてデータを収集して訓練して得た制御モデルであってもよく、それに対応して、
ステップＳ１２は、前記インタラクティブ情報を前記目的制御モデルに入力するステップ
を含み、ステップＳ１３では、前記目的制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づい
て出力した行動制御情報に基づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う。
【００４９】
　該好み情報は、ユーザがユーザ選択用のラベル情報から選択する目的ラベル情報であっ
てもよく、該ラベル情報は、たとえば、ストリーマーの性格ラベル、ストリーマーのパフ
ォーマンススタイルラベルなどとしてもよい。
【００５０】
　一例として、本開示の実施例は、ビデオライブストリーミングプラットフォームにおい
てストリーマーごとに表示させる性格ラベル、パフォーマンスタイプラベルなどに基づい
てストリーマーを分類し、ユーザが好み情報を入力して選択するように、各クラスのスト
リーマーの履歴放送情報に基づいて訓練制御モデルをそれぞれ予め訓練しておく。それに
より、ユーザの好みに応じてユーザに対する仮想ロボットのインタラクションを制御する
ことができ、ユーザによる仮想ロボット性格のカスタマイズを実現することに相当し、こ
のため、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。特定の実施では、仮想ロボットの外形
もユーザの好みに応じてカスタマイズをすることができ、本開示では、それについて限定
しない。
【００５１】
　同様な発明の構想に基づいて、本開示の実施例は、上記方法の実施例による仮想ロボッ
トのインタラクション方法を実施するための仮想ロボットのインタラクション装置をさら
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に提供し、図５に示すように、該装置は、
　ユーザより入力された、前記仮想ロボットとインタラクションするインタラクティブ情
報を取得する第１取得モジュール５１と、
　前記インタラクティブ情報を、ビデオライブストリーミングプラットフォームのユーザ
が入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行
動応答情報をモデル訓練サンプルとして訓練して得た前記仮想ロボットの制御モデルに入
力するモデル入力モジュール５２と、
　前記制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づいて出力した行動制御情報に基づい
て、前記仮想ロボットに対して行動制御を行う制御モジュール５３とを備える。
【００５２】
　上記装置によれば、該装置は、ユーザが入力したインタラクティブ情報及び該インタラ
クティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を含むビデオライブストリーミングプ
ラットフォームの履歴放送データを、モデル訓練サンプルとして訓練して、出力が仮想ロ
ボットの行動を制御する制御情報となる制御モデルを得る。このようにして、該制御モデ
ルに基づいて、ユーザより入力された、仮想ロボットとインタラクションするインタラク
ティブ情報をリアルタイムで収集することにより、ユーザに対する仮想ロボットのリアル
タイムなインタラクション応答を制御することができ、仮想ロボットのリアルタイム性、
柔軟性及び適用性を向上させ、ユーザによる仮想ロボットとの情感、アクションのコミュ
ニケーションへのニーズに応える。
【００５３】
　図６に示すように、前記装置は、
　ユーザが入力した好み情報を取得する第３取得モジュール５４と、
　前記仮想ロボットの複数のタイプの制御モデルの中から、前記好み情報とマッチングし
た目的制御モデルを特定する決定モジュール５５とをさらに備え、
　前記モデル入力モジュール５２は、前記インタラクティブ情報を前記目的制御モデルに
入力し、
　前記制御モジュール５３は、前記目的制御モデルが前記インタラクティブ情報に基づい
て出力した行動制御情報に基づいて、前記仮想ロボットに対して行動制御を行うようにし
てもよい。
【００５４】
　本開示の実施例は、図２による仮想ロボットの訓練方法を実施するための仮想ロボット
の訓練装置をさらに提供し、図７に示すように、該装置は、
　ビデオライブストリーミングプラットフォームからユーザが入力したインタラクティブ
情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの行動応答情報を取得する第２取
得モジュール５６と、ビデオライブストリーミングプラットフォームから取得した、ユー
ザが入力したインタラクティブ情報及び該インタラクティブ情報に対するストリーマーの
行動応答情報をモデル訓練サンプルとして前記制御モデルを訓練するモデル訓練モジュー
ル５７とを備える。一例として、ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォーム
において入力するインタラクティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルー
ムにおいて入力するテキスト情報及び／又はユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフ
トの画像情報を含む。
【００５５】
　前記第２取得モジュール５６は、
　人体姿勢解析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの体の動き情報
を抽出する第１取得サブモジュール、及び／又は
　顔表情分析モジュールによってストリーマービデオからストリーマーの顔表情情報を抽
出する第２取得サブモジュール、及び／又は
　音声分析モジュールによってストリーマーオーディオからストリーマーの音声情報を抽
出する第３取得サブモジュールを備えるようにしてもよい。
【００５６】
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　前記制御モデルは、畳み込みネットワーク及び完全接続層により体の動き出力、顔表情
出力、音声出力の３つのブランチに分けられるディープラーニングネットワークを含み、
ユーザがビデオライブストリーミングプラットフォームにおいて入力する前記インタラク
ティブ情報は、ユーザがライブストリーミングチャットルームにおいて入力するテキスト
情報及びユーザがストリーマーに贈るバーチャルギフトの画像情報を含み、前記行動応答
情報は、ストリーマーの体の動き情報、顔表情情報及び音声情報を含み、
　前記モデル訓練モジュール５７は、
　前記テキスト情報及び前記バーチャルギフトの画像情報を訓練入力として、前記仮想ロ
ボットの体の動き、顔表情及び音声を訓練するようにしてもよい。
【００５７】
　なお、以上提供する仮想ロボットのインタラクション装置及び訓練装置は、個別に設置
してもよく、同じサーバーに集積させてもよく、たとえば、該インタラクション装置及び
該訓練装置は、ソフトウェア、ハードウェア又は両方を組み合わせた形態でサーバーの一
部または全部を実現し、本開示では、それについて限定しない。
【００５８】
　上記実施例における装置に関しては、その各モジュールが操作を実行する具体的な方式
について、該方法に関連する実施例において詳細に説明したため、ここで詳細に説明しな
い。
【００５９】
　本開示の実施例は、コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読記憶媒体で
あって、該プログラムがプロセッサにより実行されると、上記仮想ロボットのインタラク
ション方法のステップを実現するコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。
【００６０】
　本開示の実施例は、さらに電子機器を提供し、該電子機器は、
　コンピュータプログラムが記憶されたメモリと、
　前記メモリにおける前記コンピュータプログラムを実行して、上記仮想ロボットのイン
タラクション方法のステップを実現するプロセッサとを備える。
【００６１】
　なお、該電子機器は、仮想ロボットの制御装置としてもよく、又は、仮想ロボットは、
該電子機器において運行してもよく、本開示では、それについて限定しない。
【００６２】
　図８は、本開示の実施例による上記電子機器のブロック図である。図８に示すように、
該電子機器８００は、プロセッサ８０１、メモリ８０２を備えてもよい。該電子機器８０
０は、マルチメディアコンポーネント８０３、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース８
０４、及び通信コンポーネント８０５のうちの１つ又は複数を備えてもよい。
【００６３】
　プロセッサ８０１は、上記仮想ロボットのインタラクション方法における全部又は一部
のステップを実行するように該電子機器８００全体の操作を制御する。メモリ８０２は、
該電子機器８００の操作をサポートするように各種タイプのデータを記憶しており、これ
らデータは、たとえば、該電子機器８００において操作するいずれかのアプリケーション
プログラム又は方法の命令、及びアプリケーションプログラムに関連するデータ、たとえ
ば連絡先データ、送受信するメッセージ、画像、オーディオ、ビデオなどを含む。該メモ
リ８０２は、任意のタイプの揮発性又は不揮発性の記憶装置又はこれらの組み合わせによ
り実現でき、たとえば、スタティックランダムアクセスメモリ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＳＲＡＭ））、電気的消去可能プログラマブル読み
出し専用メモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＥＥＰＲＯＭ））、消去可能プログラマブル
読み出し専用メモリ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＥＰＲＯＭ））、プログラマブル読み出し専用メモリ（Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＰＲＯＭ））、読み取り専用メモリ
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気ディスク又は光ディスクである。マルチメディアコンポーネント８０３は、画面及びオ
ーディオコンポーネントを備えてもよい。画面は、たとえば、タッチスクリーンであって
もよく、オーディオコンポーネントは、オーディオ信号を出力及び／又は入力することに
用いられる。たとえば、オーディオコンポーネントは、外部からのオーディオ信号を受信
可能なマイクロフォンを含み得る。受信するオーディオは、さらにメモリ８０２に記憶さ
れ又は通信コンポーネント８０５により送信される。オーディオコンポーネントは、オー
ディオ信号を出力するための少なくとも１つのスピーカーを備える。Ｉ／Ｏインターフェ
ース８０４は、プロセッサ８０１とほかのインターフェースモジュールとの間のインター
フェースとなり、上記ほかのインターフェースモジュールは、キーボード、マウス、ボタ
ンなどであってもよい。これらボタンは、仮想ボタン又は物理ボタンである。通信コンポ
ーネント８０５は、該電子機器８００とほかの機械との間の有線又は無線通信に用いられ
る。無線通信は、たとえばＷｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、近距離無線通信（Ｎｅａｒ　Ｆ
ｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＮＦＣ））、２Ｇ、３Ｇ又は４Ｇ、又はこれら
の１種又は複数種の組み合わせであり、このため、対応した該通信コンポーネント８０５
は、Ｗｉ－Ｆｉモジュール、ブルートゥースモジュール、ＮＦＣモジュールを備えてもよ
い。
【００６４】
　例示的な一実施例では、電子機器８００は、１つ又は複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ（Ａ
ＳＩＣ））、ジブラルタルシグナルプロセッサ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｏｒ（ＤＳＰ））、デジタル信号処理機器（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ（ＤＳＰＤ））、プログラマブルロジックデバイス（
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ（ＰＬＤ））、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ
（ＦＰＧＡ））、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はほかの
電子素子により実現されて、上記仮想ロボットのインタラクション方法を実行するように
してもよい。
【００６５】
　本開示の実施例による上記コンピュータ可読記憶媒体は、プログラム命令を含む上記メ
モリ８０２であってもよく、上記プログラム命令は、電子機器８００のプロセッサ８０１
により実行されて、上記仮想ロボットのインタラクション方法を完成できる。
【００６６】
　以上、図面を参照しながら、本開示の好適実施形態を詳細に説明したが、本開示は、上
記実施形態の詳細に制限されず、本開示の技術的構想から逸脱せずに、本開示の技術案に
ついて様々な簡単な変形をすることができ、これら簡単な変形は、いずれも本開示の保護
範囲に属する。
【００６７】
　なお、上記特定の実施形態において説明した各特定の技術的特徴は、矛盾しない限り、
任意の適切な方式で組み合わせることができ、重複しないように、本開示では、各種可能
な組み合わせ方式について説明しない。
【００６８】
　また、本開示の様々な実施形態も、互いに任意に組み合わせることができ、本開示の主
旨に違反しない限り、本開示において開示されている内容とみなされるべきである。
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