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Abstract: In spoken dialogue systems, especially chatting systems, smooth turn-taking function
is one of the most important techniques to realize natural interaction with users. Fillers are
presumed to play an important role in natural turn-taking in human dialogue. To this end, in
this study, we analyzed a dialogue corpus where people talk with a humanoid android ERICA
which was remotely operated. At first, we examined the occurrence rate of fillers at clause units
in the case of turn-taking or not. The results suggest that we can see some diﬀerences among the
roles of the participants. Next, some functions of each filler form were analyzed, which suggests a
possibility that forms of fillers can be predicted using an adjacency pair.

1

はじめに

近年、音声対話システムはスマートフォンで使用さ
れるサービスの一つとして実用化され、広く知られる
ようになった [1]。これらは、発話内容を取り扱うタス
ク指向型対話システムであり、対話は一問一答を行う
機械的なやり取りとなっている。一方で、雑談型対話
システムの研究も進められている [2][3]。特に自律型ア
ンドロイドへの実装を想定した雑談型対話システムで
は、インタフェースが人間としての存在感を持ってい
る点から、人間と自然なインタラクションを行う対話
システムの実現が目指されている [4]。
人間と自然なインタラクションを実現するための重
要課題の一つとして、円滑な発話権制御がある。人間
同士の対話における発話権制御では、
「えーと」や「あ
のー」といった場繋ぎ的表現であるフィラーや、対話
相手の発話権維持を促すために用いられる相槌といっ
た対話中の振る舞いを生成することが重要であると考
えられる。フィラーに関する研究としては、出現率に
関するもの [5] や、機能に関するもの [6] が挙げられる
が、これらはいずれも独話を対象としている。
そこで本研究では、対話におけるフィラーの生成や
認識に基づく円滑な発話権制御を目的として、フィラー
の生起位置および形態に関する分析を行う。第 3 節で
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は、話者交替の起こり得る箇所において、話者交替が
起こった場合と起こらなかった場合のフィラーの生起
比率を比較する。第 4 節では、話者の立場ごとに用い
られるフィラーを生起位置および機能の観点から比較
する。第 5 節では、フィラーの各形態における特徴を
生起位置および機能の観点から話者の立場ごとに比較
する。第 6 節では、フィラー生成による発話権制御に
利用できる知見を検討する。第 7 節では、今後の課題
を述べる。これにより、システムがフィラーを生成す
る場合、話者交替が起こり得る箇所、またはそうでな
い箇所でフィラーを打つべきか否か、さらにそこでど
のような形態を用いるべきかが明らかになると期待さ
れる。

2

コーパス

本研究で、分析に用いるデータは、被験者とアンド
ロイド ERICA が対面で行う二者間での初対面対話の
音声と映像を収録したものである。ただし、アンドロ
イドについてはオペレータがマイクを通して遠隔で対
話をしているため、以下では「オペレータ」と呼ぶ。
各セッションの対話時間は 10 分間程度で、合計 15
セッションである。オペレータは 1 名、被験者は 15 名
である。本研究では、このうち 6 セッションを用いて分
析を行った。オペレータに対して教示した対話の流れ
は、フェーズ 1「挨拶と居住地や趣味等の雑談」、フェー
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ズ 2「ロボットについての雑談」である。音声は被験者
の椅子の下に設置したワイヤレスマイクで、映像は被
験者とアンドロイドの両者が映るように配置したビデ
オカメラで、それぞれ収録した。書き起こしは、ワイ
ヤレスマイクで収録された音声をもとに行った（以下
のアノテーションには、ELAN[7] を使用）。
アノテーションに用いるフィラーの定義は、
「言い淀
み時などに出現する場繋ぎ的な表現」[8] とした。
発話権制御を目的とした本研究では、話者交替が起
こり得る位置である TRP(turn relevant position)[9] を
取り扱う必要があり、その基準としては、TCU(turn
constructional unit)[9] の末尾が考えられる。しかし、
TCU の認定は容易でないため [10]、本研究では、節単
位 [11][12]（以下、CU）の末尾（絶対境界および強境
界）を近似的に用いることにする。ただし、倒置が生じ
ている箇所では、倒置部の直前の節末と直後の位置の
両方を CU 末とする。また、CU 末以外の箇所は CU 途
中と定義する。相槌は、
「話し手が発話権を行使してい
る間に聞き手が送る発話権の移動を伴わない発話」[13]
と定義されるため、話し手役割における発話からは除
外することとした。
さらに、話者交替 [9] に関わるフィラーの機能を分析
するため、実際に発話権が移行した箇所 (以下、交替)
および発話が継続した箇所 (以下、継続) をそれぞれ認
定する。これに基づき、各節境界について、先行節単
位とは話者が異なる場合を交替、同じ場合を継続とし
た。フィラーについても、先行発話の話者とは異なる
参与者によるものの場合には交替、話者が同一の場合
には継続と認定する。また、フィラーが連続して生起
した場合、2 つ目以降のフィラーは全て継続とする。
コーパス中の対話データのうち、オペレータと被験
者の質問の数は 1 対話の集計のみではあるが、それぞ
れ 23 対 1 と、主導権に大きな偏りが見られる。従って、
本コーパスでの基本的な連鎖構造は、主にオペレータ
が隣接ペア [14] の第一位置である質問を行い、被験者
が第二位置でこの質問に応答し、さらにオペレータが
第三位置で再応答するという構造となる。

3
3.1

話者交替とフィラーの生起
分析対象

CU 末での交替および継続のそれぞれの直後でフィ
ラーが生起する割合を比較した。結果を図 1 に示す。な
お、生起しているフィラーのうち、「あ」については、
フィラーではなく相槌としての感情表出系感動詞 [15]
とみなす考え方もありうるため、別扱いにした。ただ
し、平板調で引き伸ばされた「あー」のうち、相槌で
ないものはフィラーとして取り扱うこととした。
ここで扱う CU の度数には、語彙的応答 [15] や自己
応答も含めているが、それぞれの頻度は 170、31 であっ

図 1: 節単位末におけるフィラー生起率
た。自己応答とは、自分の発話の直後に現れる相槌の
ような表現のことである。語彙的応答の中には、「あ」
で始まるものが 84 あった。

3.2

結果と考察

図 1 の通り、
「あ」を除外しない場合、交替時にフィ
ラーが生起する割合 (40.3%) が、継続時の場合 (21.4%)
よりも大きいことがわかる。すなわち、CU 末におけ
る話者交替時にはフィラーが関係している可能性が示
唆される。ただし、
「あ」を除外すると、フィラーが生
起する割合は交替と継続でそれぞれ 2 割程度となり差
がない。
したがって、交替と継続の間でフィラーの生起に何
らかの差異があるかどうかについては、生起率の全般
的な比較だけでなく、2 節で述べた連鎖構造の偏りを
考慮して、話者の立場の違いによる比較を行う必要が
ある。また、頻度ではなく、形態に関しての比較も必
要である。

4
4.1

話者の立場の違いに基づく分析
分析対象

第 2 節および第 3 節で述べた通り、今回のコーパス
では、オペレータ（O）と被験者（S）の間で主導権や
連鎖構造が非対称であると考えられる。そこで本節で
は、フィラーの生起位置（CU 末/CU 途中）および機
能（交替/継続）を分析する。オペレータと被験者のそ
れぞれの結果を表 1、表 2 に示す。表中の数値はフィ
ラーの頻度を表し、括弧内の数値はそれらが全体のう
ちに占める割合を表している。

4.2

結果と考察

まず、生起位置に着目し、CU 末で生起するフィラー
と CU 途中で生起するフィラーの割合を比較すると、被
験者よりオペレータの方でより大きな差が見られた。2
節で示した基本的な連鎖構造の観点からは、オペレー
タは第一位置（主に質問）での発話頻度が高くなるこ
と、またそれに応じて、第三位置で発話する頻度も高
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表 1: オペレータのフィラーの生起位置および交替/継
続の頻度とその割合
XXX 話者交替
交替
継続
XXX
計
位置
XX (S to O) (O to O)
CU 末
CU 途中
計

112
(45.8%)
12
(4.8%)

90
(36.0%)
36
(14.4%)

202
(80.8%)
48
(19.2%)

124
(49.6%)

126
(50.4%)

250

CU 末
CU 途中
計

128
(29.1%)
199
(45.2%)

234
(53.2%)
206
(46.8%)

113
(25.7%)

327
(74.3%)

440

フィラー形態ごとの生起特徴

5
5.1

表 2: 被験者のフィラーの生起位置および交替/継続の
頻度とその割合
XXX 話者交替
交替
継続
XXX
計
位置
XX (O to S) (S to S)
106
(24.1%)
7
(1.6%)

から、度数が少ないことは首肯できる。度数も極端に
少ないため、以降の分析対象では扱わない。

形態の分類

前節の分析結果から、立場によって用いられるフィ
ラーの違いがあることが示唆されたため、本節では、各
フィラー形態ごとの生起位置および機能の分析を行う。
フィラーの形態を表記をもとに、下記のようにまとめ
ることによって、フィラー生成時の適切なフィラー形
態の使い分けの基準を得ることを目指す。括弧は省略
可能であることを表す。ただし、度数が一桁であった
ものは全て「その他」に分類した。
固有系： え（ー）、え（ー）（っ）と
応答詞系： そうですね（ー）、う（ー）ん
指示詞系： あの（ー）、その（ー）、こ（ー）
副詞系： ま（ー）、も（ー）、なんか（ー）

くなること、逆に被験者は質問に対する第二位置での
応答が多くなるということによると考えられる。この
点に関連して、オペレータのフィラーは各条件のうち
で CU 末での交替が最も多いが、112 個のうちの 98 個
は「あ」であり、さらに後続する発話が「そうですか」
などの語彙的応答であることが多かった。これは、
「あ」
が第三位置（応答）という特定の連鎖上の位置で用い
られていることを表している。そのため、以降の分析
では、「あ」は例外として除外して考える必要がある。
次に機能に着目し、交替時に生起するフィラーおよ
び継続時に生起するフィラーの割合を比較すると、オ
ペレータではほぼ同じ割合で生起しているのに対して、
被験者では継続が多くなっている。特に被験者につい
ては、CU 途中での継続が 4 つの条件の中で最も多い
とわかる。これも同様に、オペレータの第一位置に相
当する発話の後、被験者は第二位置に相当する発話を
行う頻度が高いことによると考えられる。具体的には、
第一位置には質問が多く、被験者による第二位置は質
問に対する回答となるため、ターンが長くなり、CU 途
中でも考えながら発話しているということが生起率の
高さをもたらしていると考えられる。同様に、CU 途
中での継続の次に度数が多いのが、CU 末での継続で
あるということからも、被験者のターンは長く、考え
ながら発話をしていることが示唆される。
さらに、両者に共通して、CU 途中での交替は極端
に少ない。CU 途中での交替は、統語的意味的な切れ
目の弱い箇所で聞き手が発話権を獲得することを意味
するが、割り込みとなる可能性も高いものであること

オペレータおよび被験者のそれぞれのフィラーにつ
いて、各形態の中で 3 つの条件（CU 末交替、CU 末継
続、CU 途中継続）が占める割合を図 2、図 3 に示す。
また、各条件ごとに多く出現している形態の順位と度
数を、表 3、表 4 に示す。ただし、いずれにおいても
4.2 節で述べた理由から「あ」は除外している。

5.2

固有系

まず、図 2 と図 3 からは、
「え（ー）」は、CU 末に生
起しやすいという傾向がオペレータと被験者とで類似
していることがわかる（CU 末交替+CU 末継続）。し
かし、各条件内での形態の順位からは、オペレータに
関しては、CU 末での交替および継続の度数が高いのに
対して（表 3）、被験者にはこの傾向は全く見られない
（表 4）。そこで、データを確認したところ、CU 末で
の交替の「え（ー）」は引き伸ばしのない「え」である
ことがほとんどであり、これらは 4.2 節で述べた「あ」
と同様に、語彙的応答の前につくものであった。一方、
CU 末で継続の場合には、引き伸ばしのある「えー」で
あることが多く、第一位置での質問を考えなければな
らないオペレータに特徴的なものであると考えられる。
次に、図 2 からは、「え（ー）（っ）と」はオペレー
タでは CU 末の継続の割合が高いことがわかる。これ
は CU 末の継続での引き伸ばしのある「えー」と共通
している。逆に被験者では、交替時の割合が多く（図
3）、第二位置で応答する内容をターンの冒頭で考えな
がら発話している際に表出するものと考えられる。
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表 3: オペレータのフィラーの条件別の順位と度数

XXX 順位
XXX
条件
CU 末交替

1

2

3

え（ー） [4]

ま（ー） [2]

え（ー）（っ）と [1]

その他 [2]

なんか（ー） [1]

あの（ー） [13]

CU 末継続

え（ー） [16]

CU 途中継続

あの（ー） [10]

こ（ー） [11]

なんか（ー） [13]

こ（ー） [9]

も（ー） [4]

え（ー）（っ）と [7]
ま（ー） [7]

その（ー） [3]

[14]

[79]

[34]

その他 [3]

表 4: 被験者のフィラーの条件別の順位と度数

XXX 順位
XXX
条件

1

2

3

4

5

計

CU 末交替

ま（ー） [19]

う（ー）ん [13]

その他 [11]

なんか（ー） [9]

え（ー）（っ）と [8]

[72]

CU 末継続

ま（ー） [43]

う（ー）ん [17]

なんか（ー） [15]

その他 [10

その（ー） [9]

[127]

CU 途中継続

ま（ー） [63]

なんか（ー） [39]

その（ー） [22]

あの（ー） [15]

その他 [14]

[196]

応答詞系

図 2 と図 3 の度数からは、オペレータでは、被験者
と比べて生起度数が非常に低いことがわかる。すなわ
ち、応答としての第二位置の発話が多い被験者のフィ
ラーが持つ特徴であると考えられる。特に「う（ー）ん」
は、被験者内での条件別の比較で全体より交替の割合
が非常に大きく（図 3）、応答詞的な性質を持っている
と考えられる。

5.4

計

5

あの（ー） [4]

図 2: オペレータの各フィラー形態の生起特徴
（大括弧内の数字は当該形態の合計頻度を表す。）

5.3

4

指示詞系

「あの（ー）」は、継続が多いという点で、オペレー
タと被験者の傾向が類似していることがわかる（図 2、
図 3）。しかし、オペレータに関しては、条件別の順位
で見ると CU 末での交替における度数も高いことが特
徴的である（表 3）。これは、第一位置で新たな質問を
開始することが多いためであり、「あの（ー）」は円滑

図 3: 被験者の各フィラー形態の生起特徴
（大括弧内の数字は当該形態の合計頻度を表す。）

な発話権制御のために重要な形態であると考えられる。
この点については、第 6 節で改めて論じる。
次に図 2、図 3 から、
「その（ー）」に注目すると、オ
ペレータ内では「あの（ー）」と比べて、生起度数が非
常に低いのに対して、被験者では、「その（ー）」の方
が多く、さらなる分析が必要である。
最後に、
「こ（ー）」は、オペレータでの継続の度数が
高いため（表 3）、オペレータの方に特徴的であると言
える。事例では、第一位置で質問を多くするオペレー
タが、不足した情報を新たに付け足すことによって、質
問を拡張するのに用いている場合が多い。以下に対話
例を示す。

− 64 −

O: お好きなスポットはありますか。こー 星を見た
りするのに。

5.5

副詞系

(c)
連鎖 n の第三位置 O： 食べてみたいです。

「ま（ー）」について、表 3、表 4 の条件別順位を比
較すると、継続において、オペレータではほとんど見
られないこと、逆に被験者では最も多く出現している
ことがわかる。被験者では、特に CU 途中が最も多く
出現し、副詞に近いという「ま（ー）」が持つ文法的性
質と一致していることがわかる。
「も（ー）」は、オペレータ、被験者とも継続のため
に用いられるという役割が安定して見られる（図 2。
「なんか（ー）」は、オペレータではほぼ CU 末での
継続でのみ用いられるのに対して（図 2、表 3）、被験
者では比較的どの条件でも多く出現している（表 4）。
したがって、オペレータでは隣接ペアにおける第三位
置の次の連鎖の第一位置の冒頭、被験者では第二位置
（交替/継続）で用いられていると考えられる。

6

適切なフィラー生成に向けて

前節の分析結果に基づき、適切なフィラー生成に向
けて、生起位置と機能によって選択されやすい形態に
ついて整理する。連鎖構造上の各位置で特徴的に生起
するフィラーの形態をまとめたものを図 4 に示す。
これまで述べてきたように、今回の対象データでは、
オペレータが第一位置で質問、被験者が第二位置で応
答、オペレータが第三位置で主に語彙的応答を行うと
いうパターン化された連鎖構造が見られる。そのため、
これらの位置の間での話者交替については曖昧さが比
較的少ない。これに対して、第三位置の語彙的応答の
直後では、(a) 被験者が直前の第二位置での応答の続
きを話す、(b) オペレータが第三位置での応答を拡張す
る、(c) オペレータが次の連鎖の第一位置となる質問を
行う、といった様々な展開の可能性があり、以下の対
話例のように、これらのそれぞれについて、冒頭部分
に特徴的なフィラーが現れやすいと考えられる。(a)、
(b)、(c) はそれぞれ図 4 中の記号と対応している。
(a)
連鎖 n の第三位置 O： あ、そうなんですか。
連鎖 n の第二位置の拡張 S： なんか、この前にも見た
(O → S のターン交替) んですけど、

(b)
連鎖 n の第三位置 O： あ、そうなんですか。
（沈黙）
連鎖 n の第三位置の拡張 O： なんか、あの、手は動か
(O のターン継続) ないんですけどね。

連鎖 n+1 の第一位置 O： あのー、ところでなんで
(O のターン継続) すけど、
また、話者交替の曖昧さは相対的には少ないと考え
られるものの、この位置以外にも、第一位置での質問
が拡張される「こ（ー）」が用いられるといったことも
観察される (5.4 節)。
さらに、より一般的な現象として、交替のために生
起したフィラーによって話者交替が起きなかった対話
例を以下に示す。括弧内はオーバーラップの生じた箇
所を表す。

S： 踊りたいダンスとかありますか。
(フォークダンスとか)。社交ダンスとか。
O： (えーとですね)
ここでは、被験者による質問の拡張とオペレータに
よる応答の開始との間で同時発話が生じているが、オ
ペレータの発話の冒頭がフィラー以外の言語的内容を
もつ要素の場合と比べ、フィラーでの重複は問題が少
ないと考えられる。
さらに、交替が自明な位置でも、フィラーが先行発
話の末尾と重複する現象が多く観察された。こうした
箇所におけるフィラーの重複も問題の少ないものであ
り、自分の発話の開始タイミングを調整していると考
えられる。今後は、重複している区間の韻律的特徴や
持続時間の分析も必要である。

7

今後の課題

前節では、フィラーによる発話権制御について、フィ
ラーの生起位置の観点から検討を行ったが、発話権制
御をリアルタイムで行うことを考えると、生起の位置
だけでなく、タイミングの分析も必要である。そのた
め、先行発話末からフィラーの生起までの無声休止区
間の持続時間や先行発話末から次の実質的な発話の生
起までの持続時間を分析することによって、この区間
の中での適切なフィラーの生起タイミングを特定する
ことが課題である。
また、フィラーの話者交替における役割を明らかに
するためには、交替でフィラーが生起しない場合につ
いても分析する必要がある。第 3 節で分析したように、
話者交替時にフィラーが生起する割合は、CU 末では約
40%であるため、フィラーが生じていない交替箇所で何
が起こっているかも分析しておく必要がある。そこで、
これらの箇所を確認したところ、被験者による第二位
置での冒頭では、先行発話内容の繰り返しが多く見ら
れた。この連鎖上の位置では、話者交替がある程度自
明であるため、繰り返しはフィラーと同様の場繋ぎ的
な役割を果たしていると考えられる。さらに、繰り返
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図 4: 連鎖構造上のフィラーの生起位置と形態
（太字の形態は本文中で対話例を紹介しているもの）
しの直後にはフィラーの生起が多く観察された。以下
に対話例を示す。

O： 運動 は得意ですか。
S： 運動。まー、得意ではないですね。
同様に、この位置では語彙的応答も多く出現してい
た。これらは、フィラーの生起可能性がある箇所で、
フィラー以外の表現を用いて間をもたせているもので
あると考えられるが、このような事例に関して、フィ
ラーとの比較分析が必要になると考えられる。
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