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主観的な発話を行う多人数会話ロボット
A Multi-Party Conversation Robot Speaking Subjectively
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Abstract: In the demonstration, a conversation robot that answers questions from other participants with subjective utterance is shown. The participants consist of the robot and three persons,
one host and two guests. The topic of conversation is movie impressions of the robot itself. The
demonstration shows three key functions of the robot: (1) answering the movie impressions subjectively, (2) answering the questions about movies from participants using information retrieved
from DBpedia and conversational context, (3) facilitating utterances of a participant who has less
turns relatively than others in multi-party conversation.
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はじめに

多人数会話において，複数の会話参加者を相手に主
観的な発話を交えながら質疑応答をするロボットのデ
モンストレーションを行う．ロボットは参加者からの
映画に関する質問に対して，DBpedia から取得した情
報と会話履歴を利用して答える．また，会話のトピッ
クである映画作品のレビューサイトから取得した多く
のレビューを処理し，ロボット自身の言葉に直すこと
で，主観的で意外性の高い感想文を発話する．さらに，
発話数が少ない参加者に発話をうながすことで会話の
調和を図る．
我々は，多人数会話に参加するロボットの研究にお
いて，会話を円滑に進展させ，会話の楽しさを向上さ
せるために必要な機能を検討してきた．具体的には，人
同士のコミュニケーションに介在し，それを活性化さ
せるロボットを開発した [1]．会話ロボットの設計にあ
たり，ロボットが人同士のコミュニケーションに参加
するために必要な会話プロトコルの提案をした [2]. 会
話の楽しさを向上させるためには，会話参加者が知り
たい情報を提供する発話と，肯定的な感想を述べる発
話が効果的であることを分析した．さらに付加的な情
報や感想を組み合わせることで意外性を生み，効果的
であることも分析し，それらを踏まえた質問応答シス
テムを提案した [3]．さらに，発話量の少なさと顔向き
から，会話にうまく参加することができない「置いて
けぼり」状態の参加者を検知し，話しかけて発話機会
を与えることで「置いてけぼり」状態から救う機能も
実現した [4]．
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図 1: ロボットを含めた多人数会話の様子
今回は，この会話ロボットが主観的に映画の感想を
発話することをタスクとした多人数会話のデモンスト
レーションを行う．ロボットは，参加者からの映画に関
する質問から，質問タイプ（5W1H）とキーワードを
認識し，DBpedia を参照して生成した回答を行う．ま
た，会話履歴を保持し，既に聞かれた質問に対しては
その旨を回答する．さらに，
「置いてけぼり」状態の参
加者を検知し，発話をうながす．想定する参加者はロ
ボット，ロボットの会話機能を理解しているホスト 1
名，ゲスト 2 名の計 4 名とする（図 1）．

2

会話プロトコル

ロボットを多人数会話に参加させるためには，人同
士が会話を行う際に従っている会話プロトコルにロボッ
トも従う必要がある．多人数会話では，次に発話をす
べき人は誰か，ある発話が誰に向けられたものか，と
いった一対一の対話では自明であるようなことが自明
でなく，身体動作を含む様々な情報を使ってこれらを
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表出，理解している．我々はこれを会話プロトコルと
して整理し，物理層，発話伝達層，話者交代層，グルー
プ会話層の 4 層で構成されるものとしている [2]．
物理層では，会話を行う物理媒体に関する定義がさ
れており，本デモンストレーションではロボット本体
を表す．発話伝達層においては，相槌と聞き返しによっ
て，情報が正しく伝達できているかを確認しながら会
話を進展させるための定義がされている．話者交代層
では，会話における話者交代に関する定義がされてい
る．グループ会話層では，会話参加者構成を把握する
ための規則が定義されている．本デモンストレーショ
ンにおけるロボットの機能はこの思想のもとに実装さ
れており，特にロボットの頭部や視線の動きなどはこ
れらのプロトコルを遵守すべく決められている．

3

主観的発話機能

本デモンストレーションでは，ロボットが主観的に
映画の感想を発話することをタスクとしている．
会話中のトピックとなる映画作品のレビューサイト
から肯定的で，人が共感しやすい感想文，または意外
性の高い感想文を取得し，質問応答の直後に続けて発
話する主観的感想発話機能を実現した．ここでは概要
を述べるが，詳細は文献 [3] を参照されたい．

3.1

ランキング尺度

トピックの映画作品に関するレビュー文書をレビュー
サイトから収集し，レビュー文書に付与された点数順
でソートする．上限を 1000 件として，点数の高い文書
に絞り込むことで，肯定的意見を多く含む文書群にな
るようにしている．取得したレビュー文書を単語重要
度，形容詞頻度，形態素数の３種類の尺度でランキン
グする．
単語重要度は文書が映画作品に関連する度合いの尺
度である．形容詞頻度は共感，意外性の尺度である．
レビュー文書において，頻度が高い形容詞は，多くの
レビュアーが共通して感じた事象を表すと考えられる．
従って頻度の高い形容詞を含むレビュー文章は，多く
の人が共感しやすいと言える．また，頻度の低い形容
詞は，少数のレビュアーだけが用いたものであるため，
そのような形容詞を含む文書は意外性を含むことが期
待できる．形態素数は，冗長な文章と短すぎる文章を
除外し，適切な長さの文書を抽出するための尺度であ
る．適切な長さの文書は 2 通りある．形態素数 7〜10
の短文は，簡潔に感想が述べられていることが期待で
き，形態素数 15〜20 の長文は，感想とその根拠が述べ
られていることが期待できる．

3.2

ランキング手法

3.1 で述べた尺度を元にレビュー文章をランキング
し，上位の文を文体変換（主に文末表現）して発話す
る（図 2）．Short 戦略，Standard 戦略，Diverse 戦略
の 3 種類の発話戦略を定め，それぞれ異なるランキン
グを行う．

ゲスト A
ロボット
ゲスト A
ロボット

:
:
:
:

ゲスト B :
ロボット :
ホスト

:

映画の話をしようよ．
じゃあ，となりのトトロの話をしよう．
いいよ，どんな話だっけ？
スタジオジブリのアニメーション映画だ
よ．あったかい気持ちになる映画だよ．
わかる．そうだよね．
でも話の内容はなんてことはないから大
人には物足りないかもね．
そんなこと思ったんだ．でも，まあ確か
にそうかもね．

図 2: ロボットの主観的感想発話を含む会話例

Short 戦略では，会話参加者が共感する短文を上位
にする．この戦略の発話は，他の参加者の活性度が高
いときに，簡潔な感想にすることで他の参加者に発話
する機会を与えることを目的とする．Standard 戦略で
は，参加者が共感する長文を上位にする．この戦略の
発話は，他の参加者の活性度が低いときに，感想とそ
の根拠を述べることで，他の参加者の活性度が上がる
ことを目的とする．Diverse 戦略では，意外性のある長
文を上位にする．多様性のある表現を含む文章，つま
り頻度が高い形容詞と低い形容詞が含まれている文章
を，意外性のある文章とする．この戦略の発話は，他
の参加者の活性度が中程度のときに，多様性のある表
現によって，他の参加者の活性度が上がることを期待
する．
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まとめ

映画に対する主観的感想発話をタスクとした多人数
会話ロボットの機能について紹介した．ロボットが意
外性の高い映画感想を発話することで，会話の楽しさ
を向上させる工夫をした．多人数会話において，ロボッ
トが持つべき役割の一部を実感できるデモンストレー
ションとなっていると考えられる．
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