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Abstract: There is a growing interest in conversation agents which conduct attentive listening. However,
the current conversation agents always generate the same or limited form of backchannels every time, giving
a monotonous impression. We have investigated generation of a variety of backchannels according to the
dialogue context using the corpus of counseling dialogue. At first, we annotate all acceptable backchannel
form categories considering the arbitrary nature of backchannels. Then, we conduct machine learning
to predict a backchannel form from the linguistic and prosodic features of the preceding context. This
model outperformed the method which always outputs the same form of backchannels and also the method
which randomly generates backchannels. Finally, subjective evaluations by human listeners show that the
proposed method generates backchannels more naturally giving a feeling of understanding and empathy.

1

はじめに

近年、タスク指向型対話システムに加えて、雑談型
対話システムも検討されるようになってきている [1]。
雑談型対話システムの機能の一つにユーザの話を聞く
傾聴がある。傾聴とは話し手の話に共感を示しつつ、
話し手がより多く話せるように手助けをして話を聴く
ことである [2]。音声対話システムが傾聴を行うことに
より、入院患者や高齢者の話し相手となること [3] や、
ユーザの話したい、話を聞いてもらいたいといった欲
求を満たすこと [4] が期待されている。傾聴を行う際
に重要となる対話行為としては、話し手の発話に対し
て「相槌をうつ」「質問をする」「共感を示す」などが
挙げられる。これらのうち、質問や共感では相手の発
話の十分な認識・理解が必要であるが、これは技術的
に容易ではない。これに対し、相槌は先行発話の韻律
や節末のパターンに基づいて生成できる可能性がある。
相槌は会話を円滑に進める上で非常に重要な要素で
ある。相槌は話し手の話を「聞いていること」、「理
解していること」、「共感していること」などを表す
役割がある [5]。また、相槌をうつことによって会話
全体のリズムを生みだすこともできる。近年は相槌を
うつ対話システム [6, 7, 8, 9] や、相槌をうつタイミン
グ [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] について研究されている。
∗ 連絡先：京都大学情報学研究科知能情報学専攻

しかし、多くのシステムはあらかじめ決められた形態
の相槌のみをうっており、その形態のバリエーションは
乏しい。聞き手のうつ相槌が常に同じ形態の相槌（例
えば「うん」）のみであると、話し手は相手が自身の話
を聞いているのか、理解してくれているのかと不安や
不満を感じる。さらに、会話のリズムに不自然さや単
調さが生じる。これに対して、ユーザの話を傾聴する
ようなシステムにおいては、文脈に応じて多様な形態
の相槌をうつ必要がある。そこで、本研究ではそのよ
うな相槌の生成を目標として、相槌形態の分析・予測・
生成に取り組んでいる [17, 18]。

2

対話コーパスと相槌の認定

本研究では、上里ら [19] の研究で収録された相談対
話を用いる。対話のテーマは「日常の簡単な悩みや困
りごと」であり、各セッションの対話は、話し役１名、
聞き役１名で行っている。聞き役はスクールカウンセ
ラー 2 名、話し役は大学生 8 名で、合計 8 対話が収録
されている。対話時間は 20〜30 分である。この対話は
大きく前半と後半に分かれており、前半はカウンセラ
が相談者の話を聞き、後半は相談者にアドバイスなど
をしている。そこで、後述のアノテーションや予測・生
成においては、前半部分を主に用いる。
（モデルの学習
には全データを用いる）

河原研究室

京都市左京区吉田本町
E-mail: takashi@ar.media.kyoto-u.ac.jp

− 49 −

2.1

発話単位と相槌の認定

3

本研究では発話単位として、間休止単位（IPU）と節
単位の 2 つを用いる。
間休止単位（IPU）： 間休止単位（IPU）は、笑いや
咳などの「非言語発話」を除いた 200ms 以上の休止で
挟まれた区間ごとに設定される発話単位である。
節単位： 節単位は『日本語話し言葉コーパス』
（CSJ）
で定義された節境界 [20, 21] を区切りとした発話単位
である。節境界には、その直後の構造的な切れ目の大
きさという観点から切れ目の強さの順に絶対境界、強
境界、弱境界の 3 種類があるが、発話単位の認定では、
これら 3 種類を区別せずに扱う。
相槌については様々な定義がなされているが、本研
究ではメイナード [22] の「話し手が発話権を行使して
いる間に聞き手が送る短い表現」を採用し、相槌の形
態ごとの分類には伝 [23] による、「うん」や「ふんふ
ん」といった促しや受容を表す応答系感動詞と、
「あー」
や「はー」といった興味や関心・共感を表す感情表出
系感動詞の 2 つを用いた。また分析対象とする相槌に
は、先行発話末 500ms 以内でオーバーラップするもの
も含めた。ここでは、応答系の「うん」
「ふん」を同種
として扱い、その繰り返し回数によって、応答系 1 回、
応答系 2 回、応答系 3 回以上というカテゴリに分類し
た。また、
「あー」、
「はー」、
「へー」は応答系と振る舞
いが違うため [24]、感情表出系として一つのカテゴリ
とした。つまり、対象とする相槌を応答系１回の相槌、
応答系２回の相槌、応答系３回以上の相槌、感情表出
系の相槌の４つにカテゴリ化した [17]。

2.2

相槌アノテーション

一般に、ある発話に対してうつことのできる相槌形
態は一つのものだけに限られない。たとえば、強い同
意を示すためには「あー」だけでなく「うんうんうん」
なども可能であるかもしれない。さらに、相槌をうつ
ことができる箇所も個人によってさまざまである。そ
のような相槌の任意性に対処するために、相槌カテゴ
リを複数の作業者によってアノテーションし、うつこ
とができる相槌形態を拡張することとした [18]。具体
的には、カウンセラが相談者の話を聞いて、頻繁に相
槌をうっている前半部分に対して、次の２つの時点で
このアノテーションを行った。アノテーションした対
話は、上里ら [19] の実験で使用した 4 対話である。
(A) 相槌がうたれている節末：先行発話の節末でカ
ウンセラが実際に相槌をうった箇所である。ここでは、
どの相槌カテゴリがうてるかどうかのアノテーション
を行った。
(B) 相槌がうたれていない節末と、節末に該当しな
い IPU 末：節末かつ IPU 末で相槌が生起している箇所
は (A) に含まれているため、(A) と (B) は排他的であ
る。ここでは、応答系 1 回の相槌か応答系 2 回の相槌
が「うてる」か「うてない」かの 2 値でアノテーショ
ンした。
ここでアノテーションされた相槌カテゴリは、3 章
と 4 章での予測実験の際の正解ラベルとして用いる。

言語と韻律情報に基づく相槌形態
の予測

先の報告 [17] において、話し手の発話の特徴から、
相槌形態を予測できるか調べるために、先行発話の持
つ特徴と後続する相槌との関係を分析した。[17] では、
話し手の発話の節境界 [20, 21] にうたれる相槌に焦点
を当て、先行発話の節境界の種類や構文構造と 2 章で
定義した相槌カテゴリとの関係について分析し、節境
界の種類は感情表出系と応答系の区別に、構文構造は
応答系 1 回と 2 回の区別に、それぞれ有用であるとい
う知見を得た。
こうした知見に基づき、先行発話から得られる特徴
を用いて相槌形態の予測を機械学習により行う。ただ
し、ここでは、相槌をうつタイミングは所与とし、相
槌がうたれている節末のみを予測対象位置とする。先
の報告 [18] では、 [17] の分析に基づいて、先行発話か
ら得られる言語的特徴から 2 章で定義した相槌カテゴ
リを予測した。本稿では、素性に韻律的特徴を加えて
予測を行う。

3.1

予測に用いる韻律的特徴

相槌のタイミングに関する多くの研究 [13, 14] で先行
発話末から得られる F0 やパワーなどの韻律情報が用い
られている。そこで、このような韻律情報から得られる
特徴についても検討し、言語情報のみの場合と比較す
る。韻律に関する情報は言語情報に比べて計算コストが
低く、リアルタイムで計算することが可能である [13]。
具体的には、西村ら [13] にならい、先行発話末 150ms
から得られる F0 とパワーについて 1 次回帰係数やレン
ジを特徴に含めた。F0 とパワーは、Tsanas ら [25] の報
告で抽出性能が最も有用とされる STRAIGHT [26, 27]
に基づく帯域毎に正規化された自己相関と瞬時周波数
を利用した NDF [28] を用いて 5ms ごとに抽出した。た
だし、F0 は 10 を底とする対数 F0 とした。さらに、発話
長や先行発話末 150ms の話速と軋みさ（Creakiness）も
特徴として検討した。発話長は節の先頭から節末までの
発話の時間である。軋みさ（Creakiness）は末尾 150ms
の間で、F0 におけるジッタが起こった回数をカウント
したものである。

3.2

実験条件

先行発話の韻律的特徴と言語的特徴から相槌カテゴ
リを機械学習により予測する。相談対話 [19] 8 対話の
うち、1 対話を評価用、残りの 7 対話を学習用とした交
差検定を行った。ただし、評価データは 2.2 節の (A) で
追加形態のアノテーションを行った 4 対話（カウンセ
ラが頻繁に相槌をうっている対話の前半部分）とする。
分類器には ロジスティクス回帰（Liblinear [29]）を使
用した。
評価には、適合率と再現率、これらの調和平均であ
る F 値を使用し、各対話ごと、各カテゴリごとで算出
した。3 章で述べたように、評価の際に、元形態だけで
なく、2.2 節の (A) のアノテーションで追加形態と認定
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表 1: 相槌形態の予測結果（相槌カテゴリごと）
適合率
提案モデル
再現率
（言語＋韻律的特徴）
F値
適合率
提案モデル
再現率
（言語的特徴）
F値
適合率
ランダム生成
再現率
F値

応答系 1 回

応答系 2 回

応答系 3 回以上

感情表出系

平均

0.982 (54/55)
0.460 (23/50)
0.626
0.980 (48/49)
0.400 (20/50)
0.568
0.777
0.334
0.464

0.826 (19/23)
0.484 (31/64)
0.611
0.714 (15/21)
0.391 (25/64)
0.505
0.750
0.394
0.513

0.488 (63/129)
0.830 (83/100)
0.615
0.468 (65/139)
0.840 (84/100)
0.601
0.414
0.707
0.521

0.654 (53/81)
0.703 (52/74)
0.678
0.646 (51/79)
0.676 (50/74)
0.660
0.389
0.521
0.458

0.656 (189/288)
0.656 (189/288)
0.656
0.622 (179/288)
0.622 (179/288)
0.622
0.535
0.535
0.535

された相槌カテゴリも正解としている。そのため、再
現率と再現率は、分子を元形態か追加形態かのいずれ
かが当たった方としている。ある予測位置において、元
形態ではなく、その追加形態を予測した場合には、再
現率において追加形態ではなく、元形態に対する正解
としてみなしている。
使用する特徴を以下にまとめる。ただし、言語的特
徴は [18] で使用した特徴に、さらに二つ前の節境界の
種類と相槌カテゴリを加えている。
言語的特徴：節境界の種類、末尾語、末尾語の品詞、
節境界ラベル、文節数、構文木の深さ、係り受けの数、
一つ前の節境界の種類、一つ前の相槌カテゴリ、二つ
前の節境界の種類、二つ前の相槌カテゴリ
韻律的特徴：発話長、対数 F0 の 1 次回帰係数、パ
ワーの 1 次回帰係数、対数 F0 のレンジ、パワーのレン
ジ、話速、軋みさ（Creakiness）
なお、比較のためのベースラインとしては、学習デー
タにおける相槌カテゴリの度数分布にしたがって相槌
形態をランダムに決める「ランダム」を採用した。た
だし、ランダム生成の結果 (適合率・再現率・F 値) は
1000 回試行の平均とした。

3.3

実験結果

予測結果を表 1 に示す。ランダム生成の結果（適合
率・再現率・F 値）は 1000 回試行の平均であるため、表
中に個数は載せていない。韻律的特徴を加えることに
よって、すべてのカテゴリで予測精度が向上した。こ
の結果から、今回用いた韻律情報は相槌形態を区別す
るのに有効であることがわかる。
相槌形態ごとに詳しく見ると、特に応答系１回と２
回の F 値が大きく向上していることがわかる。また、
応答系３回の適合率と応答系１回と２回の再現率が上
がっていることから、韻律情報を加えることによって、
応答系３回と予測されていたものが応答系１回や応答
系２回に予測されていると推測される。
これらの各相槌カテゴリに対応する先行発話末の韻
律に応じて相槌が使い分けられている可能性がある。
本研究で扱っている相談対話は、話し手の各ターンが
長い。各発話末の韻律的特徴に応じた応答系相槌によ
り、話し手は長くターンを保持することができ、自身
の相談内容を十分に話すことができると考えられる。

4

多様な形態の相槌の生成

前章では、多様な形態の相槌の中から適しているも
のを予測できるかを確かめるため、対象となる生起位
置をカウンセラが相槌をうった節末のみに限定し、そ
こで 4 クラス分類を行った。しかし、システムによる相
槌の生成のためには、相槌を「うつ」か「うたない」か
も含めた予測を行う必要がある。そこで本章では、節
末であるかどうかや、相槌の有無にかかわらず、相槌が
生起可能なすべての候補位置で「応答系１回の相槌」、
「応答系２回の相槌」、「応答系３回以上の相槌」、「感
情表出系の相槌」、「うたない」の 5 つのカテゴリのど
れかの予測を行う。候補位置としては、音響的区切り
である IPU 末を用いる。すなわち、カウンセラによる
相槌の生起に関わらず、すべての節末と IPU 末を予測
対象位置とする。

4.1

予測モデル

本研究では、5 クラスのどれかを予測するために以
下の二通りのモデルを検討する。
5 クラス分類モデル：5 クラスのいずれかを予測す
るモデル「5 クラス分類モデル」は、第 5 章の 4 クラ
スの予測モデルに、
「うたない」を追加して 5 クラスの
予測に拡張したものである。
2 クラス分類モデル：4 つの相槌カテゴリそれぞれに
ついて、そのカテゴリを「うつ」か「うたない」かの
2 クラスを予測するモデルを組み合わせた「2 クラス分
類モデル」では、出力する相槌カテゴリを 2 段階で選
ぶ。まず、先行発話から得られる特徴をそれぞれの相
槌カテゴリのモデルに与え、それぞれの相槌カテゴリ
を「うつ」確率値と「うたない」確率値を求める。次
に、各カテゴリの「うつ」確率値が閾値以上なら、そ
れを「うてる相槌カテゴリ」とみなし、どのカテゴリ
も閾値未満なら「うたない」を予測結果として出力す
る。ここで、
「うてる相槌カテゴリ」が 1 つならば、そ
の相槌カテゴリを予測結果とする。また、
「うてる相槌
カテゴリ」が 2 つ以上ならば、その中で最も確率値が
高いものを予測結果として出力する。閾値は、0.5 から
順に下げていき、
「相槌をうつ」と「うたない」の頻度
分布が、テストデータの頻度分布に最も近くなったと
きの値を採用する。その結果、閾値は、0.275 とした。
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表 2: 相槌の生成及び形態の予測結果（相槌カテゴリごと）

5 クラス分類

2 クラス分類

ランダム生成

適合率
再現率
F値
適合率
再現率
F値
適合率
再現率
F値

応答系 1 回

応答系 2 回

応答系 3 回

感情表出系

うたない

平均

0.676 (25/37)
0.189 (20/106)
0.295
0.657 (67/102)
0.311 (33/106)
0.422
0.510
0.170
0.253

0.750 (15/20)
0.225 (20/89)
0.346
0.820 (41/50)
0.382 (34/89)
0.521
0.464
0.195
0.272

0.293 (27/92)
0.311 (38/122)
0.302
0.333 (64/187)
0.672 (82/122)
0.454
0.156
0.281
0.156

0.357 (5/14)
0.173 (13/75)
0.223
0.342 (20/56)
0.467 (35/75)
0.405
0.125
0.232
0.160

0.648 (468/722)
0.911 (449/499)
0.757
0.769 (377/490)
0.775 (385/499)
0.772
0.584
0.597
0.591

0.610 (540/885)
0.610 (540/885)
0.610
0.643 (569/885)
0.643 (569/885)
0.643
0.431
0.431
0.431

このとき、各発話に対して「うてる」と判断された相
槌カテゴリの個数は平均 2.3 個であった。

4.2

実験条件

先行発話の特徴から、
「うたない」を含めた 5 つの相
槌カテゴリのいずれかを機械学習により予測する。実
験条件は前章の 4 クラス予測と同様である。ただし、
本章では予測対象位置をすべての節末と IPU 末に拡大
しているため、2.2 節の (A) だけでなく (B) のアノテー
ションも用いる。
使用する特徴は 3.2 節と同様である。ただし、本実験
では、3.2 節と比べて予測位置が増えていることから、
文脈情報をより細かく得るために一つ前の IPU の末尾
語の品詞を加えた。
比較のためのベースラインとしては、3 章と同じく、
ランダムに決める方法を用いる。

4.3

音声を用いた印象評価実験

5
5.1

音声サンプル

本章では、前章の予測に基づいて生成された相槌に
ついて、音声データを用いた印象評定実験による評価
を行う。
4 章で最も結果がよかった 2 クラス分類モデルの予
測結果に基づいて相槌を生成し、音声データを作成し
た。聴取する被験者は２０代の男女９名（男性５名 女
性４名）である。各被験者はこの音声データを聴取し
て、相槌の印象を評価する。
相槌を挿入する位置は 4 章と同様、節末もしくは IPU
末である。比較のため、相談対話の音声に対し、以下
の 3 条件の相槌音声データを挿入した提示刺激を作成
した。相槌音声はアンドロイド ERICA の TTS（HOYA
音声合成ソフトウェア VoiceText ERICA） [30] のもの
を使用した。

1. ベースライン条件：ランダムに生成されたカテゴ
リ（4 章と同じ）

実験結果

予測結果を表 2 に示す。提案手法である 5 クラス分
類モデルと 2 クラス分類モデルともに、ランダム生成
と比べて有効に予測できていることがわかる。この結
果は、提案手法の有用性を示すものである。
次に、提案手法同士の比較では、すべてのカテゴリ
で 2 クラス分類モデルの方が結果がよいことがわかる。
特に 5 クラス分類モデルは、再現率が「うたない」以
外の 4 カテゴリで 2 クラス分類モデルよりも大幅に低
く、そもそも相槌をうつと予測できている箇所自体が
少ない。これに対して、2 クラス分類モデルはこの点
が大幅に改善されている。
さらに、相槌形態ごとに詳しく見ると、2 クラス分類
モデルは 5 クラス分類モデルに比べて、適合率が高い
ことから、応答系 1 回や応答系 2 回を適切な箇所で予
測できていることがわかる。次に、応答系 3 回や感情
表出系では、いずれの手法も適合率が低い。これは、節
末でない IPU 末に対して、
（B）のアノテーションでは
応答系 1 回や応答系 2 回が「うてる」かどうかだけをア
ノテーションしたことによるためと考えられる。なお、
ランダム生成では、感情表出系の適合率が非常に低い。
感情表出系は出現の頻度がそれほど多くなく、そのパ
ターンも限定されているためと考えられる。

2. 予測条件：提案手法の 2 クラス分類モデルにより
生成された相槌カテゴリ
3. カウンセラ条件：もとの対話収録時にカウンセラ
がうったのと同じ相槌カテゴリ（ただし、相槌音
声は元のカウンセラのものではなく、他の条件と
同様、TTS のものを使用）
相槌音声の形態としては、応答系として「うん」
「うん
うん」
「うんうんうん」、感情表出系では「あー」
「はー」
を使用する。ただし、予測条件とベースライン条件に
おいて、感情表出系をうつ場合には、 [18] のアノテー
ションにおいて「あー」よりも許容性があるとされた
「はー」を使用した。相槌音声は３条件とも同じ音声を
使用した。各形態の音声は、相談対話にあうように、な
るべく控えめなものを選んだ。
使用した対話音声は 3 章と 4 章で用いた 4 対話から
1 分半〜2 分程度連続した箇所を２箇所ずつ抜粋した合
計 8 対話セグメントである。抜粋箇所は、
「話の内容が
まとまっている」、「カウンセラが比較的話しかけたり
せず相槌をうっている」、「カウンセラの相槌をうつ際
の癖が現れていない」などを基準とした。
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表 3: 被験者による相槌の印象評価結果
評価項目

Q1：全体を通して相槌は自然でしたか t
Q2：全体を通してテンポよく進んでいましたか
Q3：全体を通して真面目に聞いてくれていると感じましたか
Q4：全体を通して集中して聞いてくれていると感じましたか
Q5： 全体を通して積極的に聞いてくれていると感じましたか
Q6：全体を通して親身に聞いてくれていると感じましたか
Q7：全体を通して理解してくれていると感じましたか
Q8：全体を通して関心を持ってくれていると感じましたか
Q9：全体を通して共感してくれていると感じましたか
Q10：このカウンセラと話したいと思いましたか

5.2

印象評定

実験に際して、抜粋した音声は対話の途中から始ま
るため、被験者が話の内容を理解しやすくなるよう、各
対話セグメントの音声を聞いてもらう前にそこまでの
対話内容の概略を口頭で説明した。
8 対話セグメント× 3 条件で合計 24 のサンプルがあ
るため、各サンプルについて、3 名の異なる被験者か
ら回答が得られるようにする。そのため、対話セグメ
ント間で同じ被験者の組み合わせの重複が最小限にな
るようにした。また、サンプルを聞く順番も被験者ご
とに異なっている。
評価項目は堀口 [5] の相槌の機能を参考にして作成
した。被験者はそれぞれのサンプルに対して、これら
の評価項目について 7 件法（-3：全くそう思わない 〜
3：非常にそう思う）で評定する。

5.3

評価結果

各被験者の評価値の平均を表 3 に示す。どの項目に
おいてもベースライン条件が最も低い評価値であった。
ランダムに生成されるベースライン条件と提案法であ
る予測条件との間に有意差があるかを t 検定で検定し
たところ、有意水準 1%で項目 Q1、Q7、Q10、有意水
準 5%で項目 Q2、Q8、Q9 で有意差が認められた（表
の太字）。このように、提案法では、半数以上の評価
項目でベースライン条件よりも高い評価を得た。また、
予測条件とカウンセラ条件の間でも t 検定で検定した
ところ、すべての項目で有意差がなかった。この結果
から、カウンセラと同程度の評価値を得ていると考え
られる。
各項目ごとに考察を行う。まず、項目 Q1 の「自然
さ」では、カウンセラ条件や予測条件と比べて、ベース
ライン条件の評価が大きく低いことから、相槌形態や
タイミングがランダムに生成されたものだと不自然な
印象を与えることがわかった。また、項目 Q10 の「カ
ウンセラと話したいか」といった項目に関しても、ラ
ンダム生成だと、話したいという印象を与えることが
できないことがわかる。
項目 Q2 の「テンポの良さ」では、予測条件やカウ
ンセラ条件の方がベースライン条件と比べて評価値が

ベースライン条件

予測条件

カウンセラ条件

-0.42
0.25
0.25
0.50
0.63
0.33
-0.13
0.21
0.13
-0.33

1.04**
1.29*
1.04
1.29
1.21
1.25
1.17**
1.21
1.04*
0.96**

0.79
1.00
1.08
0.96
1.08
0.96
0.79
1.04
0.46
0.29

* p < 0.05

** p < 0.01

非常に高い。ベースライン条件では対象位置で相槌を
うつかどうか自体がランダムであるのに対して、予測
条件では相槌をうつタイミングがより適切であるため、
テンポよく会話が進んでいるという印象を与えている
と考えられる。
ここでは、相槌が生起可能なすべての位置で予測し
ているため、相槌を「うつ」か「うたない」かの判断が
被験者の印象に大きく影響を与えると考えられる。実
際に、4 章での予測実験で、ランダム生成での「うたな
い」の適合率や再現率が低いことから、うつべきでな
い位置でうっていると考えられる。一方、予測条件で
は、
「うたない」の適合率や再現率はベースライン条件
と比べれば高いものの、十分に高いとまではいえない
が、テンポに関する項目 Q2 の評価はよい。このこと
から、タイミングに関しては、ある程度以上の精度が
あれば、必ずしも悪い印象を与えることはないと考え
られる。
次に、相槌の機能に関する項目について、項目 Q3〜
Q6 の「聞いてくれていると感じるか」といった項目で
は、ベースライン条件と予測条件で有意な差がみられ
なかった。このことからは、単に聞いてくれていると
いう印象を与えるだけなら、どのような形態の相槌で
も十分であるという可能性もうかがえる。しかし、
「理
解」や「共感」に関する項目 Q7、Q8、Q9 では、いず
れの項目でも予測条件はベースライン条件を有意に上
回るとともに、カウンセラ条件とも差がない。
一般に、聞いていないと理解できず、理解できてい
ないと共感できないように、聞き手の理解には深さの
度合いがあり、これに応じて聞き手はこの理解の深さ
を反応の強さによって表すと考えられる [31]。4 章で
の予測実験でランダム生成での感情表出系の適合率が
非常に低かったことから、特に「理解」や「共感」を
表す機能を持つ感情表出系が不適切な箇所で出現して
いたことの影響が大きいと考えられる。
4 章の 2 クラス分類モデルの結果では、「うたない」
以外の 4 カテゴリの精度はあまり高くないように見え
る。しかし、予測された結果は、カウンセラ条件と同程
度の評価を得ている。予測精度が十分でなくても、ユー
ザに対して一定の印象を与えられる可能性がある。
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ただし、カウンセラ条件も含めて評価値は必ずしも
高くない。その理由として形態以外の要因が考えられ
る。具体的には、上里ら [19] の研究のように韻律の調
整を適応的に行うことや、タイミングについても先行
する発話へのオーバーラップを含めて精密に調整する
ことが考えられる。

6

まとめ

本研究では、言語的特徴だけでなく、韻律的特徴も
用いて、相槌形態の機械学習による予測を行った。そ
の結果、ランダムに生成する方法と比べて効果的に予
測でき、韻律的特徴が相槌形態を区別するのに有効で
あることが示された。次に、相槌の生起位置の予測も
含めた生成を目指して、相槌が生起可能なすべての位
置を対象とした予測実験を行った結果、ランダムに生
成する方法と比べて有効に予測できることが示された。
さらに、このシステムで生成した相槌の音声を用いた
印象評価実験を行った結果、ランダムに生成する方法
と比較して、相槌の自然さや「理解」
「共感」などの表
現において有意に高い評価を得ることができた。
今後の課題として、上里ら [19] の知見を用いて、相
槌を生成する際の韻律的特徴を調整することにより、相
槌生成モジュールを自律型アンドロイド ERICA の音声
対話システム [30] に実装することが考えられる。
謝辞：アノテーションと印象評価実験にご協力いただいた皆様
に感謝いたします。本研究は JST ERATO 石黒共生ヒューマンロボッ
トインタラクションプロジェクトによる。
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