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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 sequential pair of dialog acts, called a DA pair,
in the case of turn-taking or not. The results suggest that the typical dialog flow in the corpus
can be predicted using adjacency pairs. According to the typical dialog flow, the occurrence rate
of fillers and filler forms are dependent on a transition from a precedent DA.

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、対話中のふるまいを再現するこ
とがある。具体的には、
「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ふ
るま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
らはいずれも主に独話を対象としている。またフィラー
によるシステムの反応時間の許容範囲を調査した研究
[7] では、フィラー（「えっと」）にはユーザがシステム
発話の遅延に対して感じる悪印象を軽減する効果があ
ることが示されている。
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これらの研究は、対話の流れを考慮して、多様な形
態のフィラーの特徴を詳細に調査しているものではな
い。そこで本研究では、二話者の対話コーパスを用い
て発話行為の連鎖に注目し、対話の流れを考慮したフィ
ラーの特徴の知見を得ることを目的として、フィラー
の生起および形態に関する分析を行う。
第 2 節では、本研究で使用するコーパスとアノテー
ション、さらにアノテーションの集計結果について述
べる。第 3 節では、発話行為の連鎖の分布とフィラー
の生起の分布を比較する。第 4 節では、フィラーの各
形態のもつ特徴を対話の流れを考慮して発話行為の連
鎖のパターンごとに比較する。第 5 節では、本研究を
まとめ、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、発話行為の遷移が行われ
る際に、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
2.1

データ
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
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アノテーション

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」[9] とした。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」[10] と定義されるため、話し手役割での発話か
らは除外することとした。
典型的な発話行為の連鎖とその中でのフィラーの生起
の傾向を捉えるため、本研究で用いる発話行為 Dialog
act（以下、DA）としては、[11] で定められている一般
目的機能の分類に基づき大きく 4 つのクラスを定義し
た。まず、情報要求機能に属する発話の DA を Question
（以下、Q）とし、情報提供機能の Inform、行為交渉機
能の行為拘束型に属する Oﬀer と Promise に該当する
発話の DA をまとめて Statement（以下、S）とした。
文末が「ですよね」となるような発話は Q と S の可能
性があるが、本研究で Q タグになるものは相手の応答
が後続しているものとしている。回答や受諾、拒否等
の特定の DA に対する応答は全て Response（以下、R）
とし、対話の開始部および終了部や挨拶など、Q、R、
S のいずれでもない DA は Other（以下、O）とした。
さらに Q タグについては、[11] で定められている一
般目的機能の分類に基づき、真偽を問う命題質問（い
わゆる Yes-No 疑問）、集合の中から回答を問う集合質
問（いわゆる、WH 疑問）、明示した選択肢の中から回
答を選択させる選択質問、先行発話に対して確認を行
う確認質問の 4 種類に下位分類した。確認質問は、その
発話が独立して意味を持つかを認定基準とした。命題
質問、選択質問、集合質問、確認質問の生起度数は、そ
れぞれ 256、1、119、252 であった。選択質問は本コー
パス中に生起度数が 1 であったため、以降では除外し、
選択質問以外の 3 種類を用いて分析を進める。
DA の認定の際、一つの機能をもつ発話部分を特定
し、それらに対して一つずつ DA タグを付与した。統
語的単位の一つである節単位 [12][13] は特定の連用節
境界を基準に発話を分割した単位であり、述語を中心
としたまとまりによって構成されるため、節単位の認
定は DA タグより再現性が高いが発話が持つ意味を捉
えにくい。節単位を分割する境界は統語的な切れ目の
大きい順から絶対境界、強境界、弱境界と分類される。

2.3

アノテーションの集計結果

オペレータの各 DA を QO 、RO 、SO 、OO 、被験者の
各 DA を QS 、RS 、SS 、OS と表す。まず、QO 、RO 、
SO 、OO の生起度数は、それぞれ 549、679、225、237
であり、QS 、RS 、SS 、OS は 79、831、132、146 であっ
た。次に本稿の対象である隣り合った二つ組の DA に
よって構成される DA の連鎖（以下、DA 連鎖）は本コー
パス中に 2878 組あった。フィラーの総数は 1347 であっ
たが、本稿では、分析対象とするフィラーを DA の冒頭
に生起するもの、575 個（オペレータ： 368 個、被験者：
207 個）のみに限定する。従って、全ての DA 連鎖に対す
るフィラーの生起率は約 20%（575/2878）であり、DA
の冒頭に生起するフィラーの割合は約 43%（575/1347）
である。
DA 連鎖ごとにフィラーの生起度数と割合を集計し
た結果を先行 DA の話者を区別して表 1、表 2 に示す。
括弧内の分母は DA 連鎖の度数、分子は後続 DA の冒
頭に生起するフィラーの度数である。

DA 連鎖の分布

3

アノテーションの集計結果から、DA の中で生起度
数が大きいのは、RS （831）、RO （679）、QO （549）
である。R が多いのは二者に共通していて、Q の多く
がオペレータによって発話されていることから、オペ
レータが主導的に対話を進めていることが示唆される。
従って、以降ではオペレータが主導権を持っている典
型的な対話の流れに着目して分析を進める。
本稿の目的は、各 DA 連鎖におけるフィラーの生起
傾向を分析することである。そのため、まず各 DA 連
鎖の頻度の分布を確認する。確認した結果として、DA
連鎖を考慮した典型的な対話の流れを図 1 に示す。以
下に詳細を述べる。
DA 連鎖の中で最も生起度数が大きいのは、QO →
RS の DA 連鎖（503）である。この DA 連鎖の遷移は、
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基本的に一つの DA タグには少なくとも一つ以上の強
境界が含まれている。
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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。オペレータに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[8] を使用した。
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図 1: DA 連鎖を考慮した対話の流れ
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表 1: 先行 DA がオペレータによるものの場合の DA 連鎖の分布とフィラーの生起率
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1 に対応する。これはオペレータが質問を
図 1 の遷移⃝
して被験者がそれに応答する場合に相当する。対話の
連鎖構造を考慮すると、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
の質問に応答していると考えられる。
二番目に生起度数が大きいのは、RS → RO の DA 連
鎖（383）である。この DA 連鎖の遷移は、図 1 の遷移
2 に対応する。多くの場合で、被験者が隣接ペアの第
⃝
二位置で応答を行った後、オペレータが連鎖終結の第
三位置として再応答していると考えられる。連鎖終結
の第三位置は「なるほど」などの了解や評価によって
第二位置に関連する発話が後続するもので、当該連鎖
をそれ以上発展させないことを示す [14]。従って、こ
の DA 連鎖によって、QO から始まる連鎖は終結する。
1 、⃝
2 によって構成される一連の DA 連
そこで、遷移⃝
鎖を連鎖 n と呼ぶことにする。
三番目に生起度数が大きいのは、RO → QO の DA
連鎖（242）である。この DA 連鎖の遷移は、図 1 の遷
3 に対応する。オペレータの応答は第二位置で生起
移⃝
する可能性もあるが、最も生起しやすいと考えられる
DA は、前記の第三位置における再応答としてのもの
である。従ってこの位置での QO には、次の連鎖 n+1
の第一位置にあたる質問である場合と第三位置で後方
拡張を行うための質問の両方が含まれていることが考
えられる。後方拡張は、現在の隣接ペアを発展させる
類型である [14]。本研究におけるアノテーション（2.2
節）では、次の連鎖 n+1 の第一位置の質問は命題質問
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および集合質問に対応付けられ、連鎖 n の第三位置の
後方拡張は確認質問に対応付けられると考えられる。
そのため、RO → QO の DA 連鎖において、QO が命題
3
質問と集合質問の場合を遷移⃝-a
、確認質問の場合を
3
⃝-b
と区別する。命題質問、集合質問、確認質問の生
起度数は 119、59、64 であるため、後方拡張は全体の
26.4%（64/242）しか生起していない。このことから、
RO → QO の DA 連鎖では、QO は後方拡張ではなく、
次の連鎖 n+1 を開始するためのものが多いといえる。
四番目に生起度数が大きいのは、RS → QO の DA 連
鎖（192）である。この DA 連鎖の遷移は、図 1 の遷移
4 に対応する。RS は第二位置での応答であると考えら
⃝
3 と
れるため、これに後続する QO には、前記の遷移⃝
同様に、次の連鎖 n+1 の質問を行うものと後方拡張を
行うものの両方が含まれていると考えられる。そこで、
ここでも QO を下位分類すると、命題質問、集合質問、
確認質問の生起度数は 51、32、108 であり、次の連鎖
n+1 と後方拡張の割合は、それぞれ 43.5%（83/191）、
56.5%（107/191）である。RS → QO の DA 連鎖にお
ける遷移のうち、QO が命題質問と集合質問の場合を
4
4
遷移⃝-a
、確認質問の場合を⃝-b
と区別する。

4

連鎖ごとのフィラーの生起と形態
の分析

一般的に、典型的な DA の冒頭に生起するフィラー
がもつ特徴の知見を得ることを目的とした場合、その
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DA についてフィラーの生起と形態を分析する。しか
し、これでは対話の流れを考慮することができず不十
分であるため、本節では、フィラーの直前に生起する
DA を考慮して分析を進める。さらに、より詳細な対
話の流れを考慮するために、質問の下位分類を利用す
る。
前節では、隣接ペアの概念を基に本コーパスにおけ
る典型的な対話の流れを明らかにした。本節では、こ
れに基づいて図中の各 DA 連鎖において、後続 DA の
冒頭にフィラーが生起しやすいか、生起しやすい形態
は何であるかを分析する。ここで、DA 連鎖の総数の
2878 組の約 1%以下（度数が 29 以下）のものは、典型
的な DA 連鎖ではないと考えることができる。また、全
ての DA 連鎖に対するフィラーの生起率が約 20%であ
ることから、20%以上の生起率である DA 連鎖は、フィ
ラーが生起しやすいものであると考えられる。そこで、
本節では度数が 30 以上（表 1、表 2 の太字箇所）の DA
連鎖のうち、図 1 に示した DA 連鎖の頻度が多い上位
四つのパターン（表 1、表 2 の網掛け箇所）について
以下に分析する。

4.1

QO → RS の連鎖に生起するフィラー

1 ）に着目する。
QO → RS の DA 連鎖（図 1 の遷移⃝
RS 冒頭のフィラーの生起率は 27.8%（140/503）であ
る。全 DA 連鎖でのフィラーの生起率が約 20%である
ことと比較すると、この位置ではフィラーが生起しや
すいと考えられる。
まず、QO → RS において、RS の冒頭で生起したフィ
ラーのうち生起度数の多かった形態を質問タイプごと
に比較したものを表 3 に示す。表中の フィラー生起
率 は質問タイプごとのフィラーの生起率であり、括
弧内の分母が各質問の度数、分子がフィラーの度数で
ある。表に示す太字の箇所は、各形態の生起率が最も
高い質問の種類を表している。
まず、フィラーの生起率をみると、その直前の質問
が命題質問と集合質問の場合であることがわかる（そ
れぞれ 33.5%、50.0%）。直前の質問が確認質問である
と、フィラーの生起率は非常に低い（9.6%）。また、形
態「えっとー」のみ、集合質問で生起率が最も高い。
フィラーに固有の表現である「えっとー」は、応答由
来の「あ」、副詞由来の「まー」と比較して、長く引き
伸ばすことが可能である。また、「あ」は直前の発話、
「まー」は直後の発話に対する態度を示すのに対して、
「えっとー」はこれらの態度表明に中立的である。
従って、集合質問に対する応答を生成するには発話
産出の際の認知的負荷が比較的大きいと考えられるた
め、長い引き伸ばしが可能な「えっとー」を用いて思
考している間の場繋ぎをしていると考えられる。逆に、
命題質問に対する応答を生成するには発話産出の認知
的負荷が小さいと考えられるため、応答由来の「あ」を

表 3: QO → RS における質問タイプごとのフィラーの
生起率と代表的な形態の生起度数
XXX
XX後続 R フィラー
XXX 生起率
先行 Q
命題質問
集合質問
確認質問
計

33.5%
(72/215)
50.0%
(50/100)
9.6%
(18/187)
27.9%
(140/502)

あ

まー

えっとー

うーん

18

15

5

11

4

2

17

5

4

8

1

3

26

25

23

19

用いて直前の発話に対する反応を示していると考えら
れる。以上から、直前の QO が集合質問である場合に
「えっとー」、命題質問である場合に「あ」が代表的に
生起する形態であると考えられる。

4.2

RS → RO の連鎖に生起するフィラー

2 ）では、フィラーの
RS → RO の DA 連鎖（遷移⃝
生起率は 14.6%（56/383）と、20%を下回っているた
め、フィラーが生起しにくい DA 連鎖であることが示
唆される。生起したフィラーの中で生起率の高い形態
は「あ」
（54/56）である。第三位置で発話されるのは、
「なるほど」などのような定型表現が多いため、応答生
成の認知的負荷という観点からは、フィラーを用いる
必要はあまりない。多く用いている形態「あ」は直前
の発話内容に反応する際に用いられると考えられる。
従って、RS の直後の RO の冒頭に生起するフィラー
は、「あ」が最も代表的な形態であると考えられる。

4.3

QO の冒頭に生起するフィラー

最後に、QO の冒頭で生起するフィラーを分析する。
ここでは、直前の DA の種類だけでなく、QO 自身の
質問の種類を考慮することが重要である。連鎖 n の後
3
3
に QO に至る 4 種類の遷移（図 1 中の遷移⃝-a
、⃝-b
、
4
4
⃝-a
、⃝-b
）について、QO の冒頭に生起するフィラー
の生起率はそれぞれ、21.3%（38/178）、7.8%（5/64）、
3
11.9%（10/84）、43.9%（47/107）である。遷移⃝-b
と
4
⃝-a
では、20%を下回っているため、フィラーが生起
しにくい DA 連鎖であることが示唆される。特に、遷
3
移⃝-b
では非常に生起率が低いため、以降の分析対象
から除外する。
3 種類の遷移において、QO の冒頭で生起したフィ
ラーのうち生起度数の多かった形態を質問タイプごと
に比較したものを表 4 に示す。表中の フィラー生起
率 は質問タイプごとのフィラーの生起率であり、括
弧内の分母が各質問の度数、分子がフィラーの度数で
ある。表に示す太字の箇所は、質問タイプごとの生起
度数が最も大きい形態を表している。なお、RO → QO
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表 4: RO → QO 、RS → QO における質問タイプごと
のフィラーの生起率と代表的な形態の生起度数
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において、QO が確認質問である場合は、3 節の通り生
起率は低い。
RO → QO において、QO が命題質問と集合質問の場
合には「あのー」の生起度数が最も大きい。次に、RS
→ QO の DA 連鎖において、QO が命題質問と集合質
問の場合にはフィラーの生起率は低い（生起度数が最
も大きい形態は「あのー」）。対照的に、確認質問の場
合にはフィラーの生起率は高く、そのほとんどが「あ」
である。指示詞由来の「あのー」は直後の発話に対す
る態度を示す。また、4.2 節と同様に、「あ」は直前の
発話に対する態度を示す、
従って、QO の冒頭に生起する代表的なフィラーの
形態は、直前の DA に関わらず、QO が命題質問か集
合質問である場合に「あのー」、確認質問である場合に
「あ」であると考えられる。

4.4

DA 連鎖ごとのフィラーの生起位置と
形態

4.1 節から 4.3 節をまとめると、DA の冒頭に生起す
るフィラーのうち、先行 DA と質問タイプを考慮する
ことで特徴的な形態は図 2 に示す通りである。図中に
示した形態は、それぞれ（1）連鎖 n の第二位置で集合
質問に対する応答を考える際の形態、（2）連鎖 n の第
二位置で命題質問に対する応答を考える際の形態、
（3）
連鎖 n の第三位置で連鎖を終結させる際の形態、（4）
（5）連鎖 n+1 の第一位置で質問を考える際の形態、
（6）
連鎖 n の第三位置で後方拡張する際の形態である。
質問を考える際の形態（4）
（5）
（6）と応答を考える
際の形態（1）
（2）を比較する。
（6）は確認質問の冒頭
に生起するフィラーであるため、発話産出の負荷が小
さいと考えられるため除外する。（2）は命題質問に対
する応答の冒頭に生起するフィラーであるため、
（6）と
同様の理由から除外する。そうすると、質問を考える
際に用いられるのは「あのー」であり、応答を考える
際に用いられるのは「えっとー」である。前記の通り、

指示詞由来の「あのー」は直後の発話に対する態度を
示し、フィラーに固有の表現である「えっとー」はこ
れらの態度表明に中立的である。
従って、発話産出の過程で聞き手のことを考える必
要がある質問の生成は態度を示す「あのー」が用いら
れると考えられる。逆に応答を生成する際には、発話産
出の過程で話し手自身が思考するだけであるため、中
立的な態度を示す「えっとー」が用いられていると考
えられる。
次に図 2 と [15] で予測されている隣接ペアの各位置
で生起するフィラーの形態を比較する。隣接ペア上の
各位置における最も生起率の高い形態の中うち、QO →
RS の遷移で RS の冒頭に生起する「あ」を除いて、全
ての形態をカバーできていることが確認できた。「あ」
を予測できなかったのは、[15] の分析で用いられてい
る対話セッションが本研究で用いているコーパスの 6
セッション分であることから、残り 9 人の被験者のフィ
ラーが含まれていないため、十分な一般性を確保する
ことができなかったことが原因だと考えられる。

5

結論

本研究では、対話の流れを考慮するために発話行為
（DA）の連鎖に注目し、フィラーの特徴の知見を得る
ことを目的として、フィラーの生起および形態に関す
る分析を行った。
3 節では DA 連鎖の分布を確認し、本コーパスにお
ける典型的な対話の流れを示した。4 節では 3 節の結
果に基づいて、分析対象の DA 連鎖に対してフィラー
の生起率、および形態の内訳を比較して考察した。そ
の結果、フィラーは直前の DA や質問の種類に依存し
て特定の形態が生起しやすい傾向があることがわかっ
た（図 2）。また、図 2 によって、[15] で予測されてい
る隣接ペアのそれぞれの位置で生起するフィラーの形
態が正しくカバーされていたことを確認した。
本研究では、DA 連鎖の度数が高いものを中心に分
析をしたが、フィラーの生起率に注目し、DA 連鎖の度
数が低いがフィラーの生起率は高いものについても詳
細な分析が必要である。例えば、本コーパスで SS →
QO （45.8%： 11/24）は、フィラーの生起率が最も高
い。SS と QO の両者は隣接ペアの第一位置に発話され
ることが可能である。そのため、この DA 連鎖では話
者の交替や継続が自明でない可能性が高いため、イン
タラクションを行う上で重要な DA 連鎖である。人間
らしい自然なふるまいとしてフィラーを再現するため
には、フィラーの生起率の高さの観点からも分析する
必要があり、今後の課題である。
最後に、機械学習によってフィラーを予測すること
を考えると、DA を素性とすることは重要であると考
えられる。しかし、先行発話の DA タグそのものを予
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図 2: DA 連鎖を考慮したフィラーの生起位置と代表的な形態の分類
測しなければならないという問題があり、認定の際に
は DA タグ認定における曖昧性の問題も加味する必要
がある。これらは、今後の課題である。
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