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Abstract: This paper addresses character expression for humanoid robots that play a social
role via spoken dialogue, so that the character matches to the given social role such as a lab
guide or a counselor. While conventional methods of character expression are mostly based on
changing the style of utterance texts, this study focuses on speech-based features that may aﬀect
the impression of spoken dialogue. Specifically, we use five features: utterance amount, backchannel
frequency, backchannel variety, filler frequency, and switching pause length. We adopt the threedimensional character space of extroversion, emotional instability and politeness, and investigated
the relationship with the speech-based features. A statistical analysis of subjective evaluations
shows that the speech features except for the backchannel variety are related to either of the
dimensions. Moreover, by using the subjective evaluation scores on the relevant dimensions, we can
train classifiers to control the speech-based features and thus control dialogue behaviors according
to the desired character. An experimental evaluation demonstrates the feasibility of character
expression with regard to the dimensions of extroversion and politeness.

1

はじめに

人と自然なインタラクションを行う人間型ロボット
の研究開発が行われている [1, 2]．このようなロボット
の一つに，自律型アンドロイドがある [3]．自律型アン
ドロイドは外見，振る舞い共に非常に人間に酷似させ
たものである．そのため，ユーザはアンドロイドに対し
て，何らかのキャラクタを感じとることが期待される．
自律型アンドロイドには，利用されるタスクの種類に
応じてカウンセラーや研究室ガイドなどの社会的役割
が与えられる．このような社会的役割に応じたキャラ
クタを付与することで，落ち着いているカウンセラー
の方が話しやすいといったように，ユーザに良い印象
を与えるだけでなく，対話によるタスクの遂行にもよ
い影響があると考えられる．
対話システムにおけるキャラクタの表現方法として，
沈ら [4] は，言語パターンによるキャラクタの表現法
を提案している．Mairesse ら [5] は，ユーザに与える
印象をコントロールしながら対話するシステムとして
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PERSONAGE を開発した．これらの研究では，文章
の書き換えによりキャラクタが表現されている．
一方で，音声対話では話し方などの要因も印象への
影響があると考えられる．Levitan ら [6] は，ユーザの
話速に同調する音声対話システムを構築した．話速以
外の要因についてもたとえば，よく話す人は外向的で，
フィラーが多いと落ち着きがないといった印象を与え
ることが予想される．そこで，本研究では，アンドロ
イドの対話の振る舞いを制御することでキャラクタを
表現するモデルを構築する．

2

キャラクタの表現

本研究におけるキャラクタの定義と対話の振る舞い
制御に用いる音声特徴量について述べる．

2.1

キャラクタの定義

Eysenck は，外向性，神経症傾向（情緒不安定性）と
いう特性を用いて性格を 2 次元で表現している [7]．性
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格 5 因子尺度 (Big Five 尺度) は，外向性，情緒不安
定性，誠実性，調和性，開放性の 5 つの特性を用いて，
性格を表現する [8]．Sevin ら [9] は，エージェントの
性格表現に外向性，情緒不安定性を用いている．また，
Wang ら [10] は，エージェントに丁寧さをもたせた場
合の影響について実験を行っている．外向性，情緒不
安定性は心理学で性格を表現する際に広く用いられて
いる指標であり，先行研究においてもエージェントの
性格表現に用いられている．丁寧さも，コミュニケー
ションにおける重要な要因である．
そのため本研究では，この 3 特性をそれぞれ「外向
的 − 内向的」
「情緒安定的 − 情緒不安定的」
「丁寧 − カ
ジュアル」という 3 軸に対応させ，キャラクタはこの
3 軸により張られる 3 次元空間上の 1 点に対応させる．

2.2

振る舞い制御のための音声特徴量

対話における発話者の印象に影響が考えられる音声
特徴量を検討する．発話量は，たくさん話す人ほど外
向的と感じられるなど，対話における印象への影響が
あると考えられる．相槌は，対話において感情の表出
や理解を示すなど様々な役割をもつため，印象にも影
響すると考えらえる．Sevin ら [9] は，外向性と情緒不
安定性について，相槌の頻度と種類が，外向性，情緒不
安定性の印象に対して影響することを示している．フィ
ラーは，音声対話特有の表現であり印象にも大きく影
響すると考えられる．Shiwa ら [11] によると，
「えっと」
というフィラーが反応の遅延に対する印象の改善に効
果があることが示されている．音声対話においてシス
テムの反応時間である交替潜時は，ユーザが認識しや
すい特徴であると考えられる．長岡ら [12] は，交替潜
時の長さが話者についての印象評定に影響があること
を確認している．
以上をふまえて，音声の特徴量 (以降，音声特徴量)
としては，発話量，相槌の頻度，相槌の種類，フィラー
の頻度，交替潜時の長さを用いる．相槌と異なりフィ
ラーの種類に関しては，印象との関係性が明確に示唆
されていないため，今回は採用しない．

3

キャラクタの印象への振る舞いの
影響の調査

振る舞い制御モデルを構築するに際して，音声特徴
量のキャラクタに対する影響を調べる．音声特徴量の
キャラクタ特性に対する印象への影響について以下の
仮説を立てる．
1. 発話量が多く相槌が多いほど，対話に対して積極
的と感じられ，外向的と受けとられやすい．

表 1: 音声特徴量の制御内容
音声特徴量

条件
制御内容
多
A：49.2 秒，U：25.3 秒 *
発話量
少
A：25.5 秒，U：38.8 秒 *
ユーザ発話中の節境界及び文末
高
相槌の頻度
低
相槌を削除
多
「ふん」，
「あー」，
「はい」
「えー」，
相槌の種類
少
「はい」のみ
高
ロボット発話中の節境界及び文頭
フィラーの頻度
低
フィラーを削除
3秒
長
交替潜時の長さ
短
0.5 秒のオーバーラップ
* A：アンドロイド，U：ユーザ
基準対話に使用した対話の後に内容を追加した．

2. 相槌の種類が少なくフィラーが多いと，発話に自信
がないと感じられ，情緒不安定的と受けとられやすい．
3. 交替潜時の長さが長いと，相手の話をよく聞き応
答していると感じられ，丁寧と受けとられやすい．

3.1

音声試料

音声試料は人間がアンドロイドを遠隔操作する WOZ
法により収録した 2 者による対話を参考に，シナリオ
を 2 つ用意した．収録した対話の中から，特定の場面
に限られない日常的な内容の話題で，相槌やフィラー
が適度に表出し，1 分程度で内容がまとまっているも
のを選定している．対話内容は，任意のキャラクタで
不自然にならない対話内容であること，また音声特徴
量 (交替潜時を除く) を調整しても不自然にならないこ
とを考慮した．このシナリオ内のアンドロイドの発話
部分を，音声合成ソフト VoiceText ERICA を用いて
合成している．ユーザの発話部分は，実際の話者の代
わりに実験実施者 (著者) の声を用いている．
2 つのシナリオに対して，1 分程度の基準対話を作成
した．相槌とフィラーは，参考とした対話に現れたも
のを使用し，交替潜時の長さを 0.5 秒としている．実
験条件ごとに使用する比較対話は，基準対話に対して
対応する 1 つの音声特徴量のみを調整し，残りの音声
特徴量は基準対話のままとしている．音声特徴量の制
御内容は表 1 にまとめる．相槌，フィラーを追加する
際には，不自然にならないよう考慮して選択した．
キャラクタ特性に関するアンケート項目は，パーソ
ナリティ心理学や対人印象研究で広く用いられ，音声
からの人物像評価にも用いられている心理尺度である
性格特性 5 因子尺度 (Big Five 尺度) の短縮版 [14] から，
外向性，情緒不安定性に関する項目を採用した．これ
に丁寧さに関する項目を独自に追加したものを使用し
た (表 2)．ただし，丁寧さの 2 項目の選定に際し，里
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3.4

表 2: アンケート項目
キャラクタ特性
外向性
情緒不安定性
丁寧さ

話し好き
悩みがち
丁寧な

項目
無口な*
不安になりやすい
礼儀正しい

陽気な
心配性

外向的
気苦労の多い

(* 逆転項目)

見 [15] の研究を参考にした．各特性に対応する複数の
形容詞に対して「あてはまらない：1」から「あてはま
る：7」までの 7 段階で評定してもらった．各キャラク
タ特性の評定点は対応する項目の平均値とする．また，
対話の自然さについても「不自然：1」から「自然：7」
まで 7 段階での評定をしてもらった．全被験者はこの
評定を全条件について行う．

3.2

実験手続き

実験には男性 28 名，女性 18 名の計 46 名の大学生
(18 ∼ 23 歳) が参加した．各実験参加者はヘッドフォ
ンで対話音声を聞き，アンケートフォームにて回答を
行う．対話音声を聞いた後，女性アンドロイドに対し
ての印象を回答してもらった．女性の発話が音声合成
であることは明示していない．最初に基準対話，最後
に発話量比較用対話を提示するよう順序を固定し，残
りの条件については実験ごとに順序をランダムに並べ
替えた．全体で 20 個の対話を提示し，参加者 1 人につ
き実験時間は約 40 分であった．

3.3

分析結果

音声特徴量ごとに基準対話を含めた 3 群間での分散
分析を行った．各キャラクタ特性で，多重比較により
高頻度条件と低頻度条件の間に有意差 (p<0.05) の見ら
れたものについて以下に述べる．仮説のうち，相槌の
種類以外に関しては概ね仮説通りの結果となった．
外向性に関する分析結果を表 3 に示す．相槌の頻度
が高く，フィラーの頻度が低く，交替潜時の長さが短
いほど，外向的とみなされた．情緒不安定性に関する
分析結果を表 4 に示す．フィラーの頻度が高く，交替潜
時の長さが長いほど情緒不安定的とみなされた．フィ
ラーの頻度に関しては高頻度条件 > 基準 > 低頻度条件
という順序の有意差が見られた．丁寧さに関する分析
結果を表 5 に示す．相槌の頻度が低く，交替潜時が長
いほど，丁寧とみなされた．発話量に関する分析結果
を表 6 に示す．発話時間が長いほど外向的とみなされ，
発話時間が短いほど丁寧とみなされた．情緒不安定性
に関しては，有意差が見られなかった．

考察

音声資料に対する自然さの評定の平均点については，
2 シナリオともに交替潜時の 2 条件のみ基準対話より
も低く，残りのすべての条件に関しては基準対話と同
等以上となっていた．そのため交替潜時以外の音声特
徴量においては本実験の調整において，問題となる不
自然さは生じていないと考えられる．
相槌の頻度は，分散分析による有意差が見られた場
合でも，多重比較による低頻度条件と基準対話との間
の有意差が見られない場合も多い．これは基準対話の
実際の対話コーパスから取り出した相槌の回数 (シナ
リオ 1:4 回，シナリオ 2:3 回) が高頻度条件 (シナリオ
1:14 回，シナリオ 2:8 回) と低頻度条件 (0 回) の低頻
度条件側によっていたためと考えられる．相槌の種類
は，2 シナリオともに印象評定の有意差が見られた特
性はほとんどなかった．1 分間の対話では種類の差異
に気づきにくかったことが考えられる．フィラーの頻
度は，交替潜時の長さについで印象評定への影響が大
きかった．多重比較においても，低頻度条件から基準
音声，高頻度条件という順序のついた傾向が見られる
ものが多かった．交替潜時の長さは，印象への影響が
特に大きくすべての印象特性に影響していた．交替潜
時の長さの違いは，差異が知覚しやすかった可能性が
高い．また，印象への影響が大きいが自然さの評価が
低かった．本実験では外向性，丁寧さへの影響が見ら
れたが，内容依存である可能性も考慮しなければなら
ない．本実験結果においてキャラクタ特性の丁寧さと
他の 2 つの評定点の相関係数は小さく，キャラクタ特
性は独立であると考えている．これらの結果から，発
話量，相槌の頻度，フィラーの頻度，交替潜時の長さ
を制御することによるキャラクタ表現の可能性が示さ
れた．

4

振る舞い制御モデル

本節では，音声特徴量を利用して，与えられたキャ
ラクタに応じた振る舞いの制御モデルを構築する．さ
らに，そのモデルの評価実験について述べる．

4.1

ロジスティック回帰

ロジスティック回帰を用いて，与えられたキャラク
タから音声特徴量の制御量を決定するモデルを構築す
る．ロジスティック回帰では，入力は各キャラクタ特
性を 1 から 7 の間で数値化したものとし，与えられた
キャラクタのための各音声特徴量の制御量 [0 ∼ 1] を出
力する．3 章の実験で用いた音声特徴量の条件をそれ
ぞれ 0，1 とラベル付けし，各キャラクタ特性の評定点
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表 3: 外向性に関する分散分析結果

シナリオ 1

シナリオ 2

音声特徴量
相槌の頻度
相槌の種類
フィラーの頻度
交替潜時の長さ
相槌の頻度
相槌の種類
フィラーの頻度
交替潜時の長さ

高/多/長
平均 SD
5.44 1.08
4.64 1.22
3.51 1.02
2.56 0.91
5.35 0.89
4.88 0.94
3.53 1.06
2.70 0.97

基準
平均 SD
3.99 1.16
3.99 1.16
3.99 1.16
3.99 1.16
4.67 1.17
4.67 1.17
4.67 1.17
4.67 1.17

低/少/短
平均 SD
4.08 1.07
4.76 0.90
4.84 1.07
5.20 1.06
4.73 0.83
4.80 0.88
5.17 0.89
4.64 1.19

F値
27.174*
9.342**
18.963**
70.495**
12.020**
0.813
35.103**
64.468**

多重比較
高 > 低，高 > 基準
多 > 基準，少 > 基準
低 > 基準 > 高
短 > 基準 > 長
高 > 低，高 > 基準
低 > 基準 > 高
短 > 長，基準 > 長
(* p < 0.05, **p < 0.01)

表 4: 情緒不安定性に関する分散分析結果

シナリオ 1

シナリオ 2

音声特徴量
相槌の頻度
相槌の種類
フィラーの頻度
交替潜時の長さ
相槌の頻度
相槌の種類
フィラーの頻度
交替潜時の長さ

高/多/長
平均 SD
2.55 1.05
3.08 1.15
4.71 1.42
4.76 1.16
2.91 1.21
3.05 1.24
5.07 1.50
4.84 1.26

基準
平均 SD
3.38 1.17
3.38 1.17
3.38 1.17
3.38 1.17
3.92 1.45
3.92 1.45
3.92 1.45
3.92 1.45

低/少/短
平均 SD
3.10 1.10
2.73 0.94
2.42 1.09
2.38 1.03
3.22 1.16
3.16 1.11
2.37 1.03
3.09 1.31

F値
9.149**
7.060**
56.378**
62.988**
15.119**
13.799**
67.347**
32.082**

多重比較
低 > 高，基準 > 高
基準 > 少
高 > 基準 > 低
長 > 基準 > 短
基準 > 高，基準 > 低
基準 > 多，基準 > 少
高 > 基準 > 低
長 > 基準 > 短
(* p < 0.05, **p < 0.01)

表 5: 丁寧さに関する分散分析結果

シナリオ 1

音声特徴量
相槌の頻度
相槌の種類
フィラーの頻度
交替潜時の長さ
相槌の頻度
相槌の種類
フィラーの頻度
交替潜時の長さ

高/多/長
平均 SD
4.37 1.62
5.10 1.17
4.77 1.33
4.60 1.18
4.12 1.62
5.01 0.96
4.54 1.02
4.41 1.12

基準
平均 SD
5.38 1.19
5.38 1.19
5.38 1.19
5.38 1.19
4.05 1.41
4.05 1.41
4.05 1.41
4.05 1.41

低/少/短
平均 SD
5.21 1.05
5.46 1.05
5.21 1.00
2.84 1.09
4.85 0.96
4.88 0.94
4.75 1.21
3.10 1.59

F値
9.512**
1.508
4.078*
63.181**
7.382**
15.347**
5.887**
18.001**

多重比較
低 > 高，基準 > 高

基準 > 高
基準 > 長 > 短
低 > 高，低 > 基準
多 > 基準，少 > 基準
シナリオ 2
高 > 基準，低 > 基準
長 > 短，基準 > 短
(* p < 0.05, **p < 0.01)
多重比較において 2 シナリオ共に両極端の条件間 (太字) に有意差の見られた音声特徴量 (太字) をモデルに
採用した

4 分の 3 を学習データ，4 分の 1 をテストデータとして
交差検定を行った．閾値を 0.5 に定めた時の 2 値分類
結果を表 7 に示す．F 値は相槌の頻度を除いて 0.8 以
上であった．

表 6: 発話量に関する t 検定結果
キャラクタ特性
外向性
情緒不安定性
丁寧さ

発話時間長い
平均
SD
5.74
0.82
2.74
0.93
4.76
1.22

発話時間短い
平均
SD
t値
5.03
4.991**
0.84
2.83
0.545
1.04
5.91
5.688**
1.04
(* p < 0.05,** p < 0.01)

4.2

太字はモデルに採用した特性

[1 ∼ 7] から音声特徴量の各条件 (2 値) へのマッピング
を学習する．学習には 3 章の実験結果で有意差の見ら
れた特性のみを使用する (表 7)．
各音声特徴量に対して実験参加者による評定点を 92
サンプル用いて学習を行った．各データセットのうち

音声特徴量の制御方法

振る舞い制御モデルに各キャラクタ特性を 1 から 7
の整数値で入力し，前節のロジスティック回帰の出力
値を用いて，音声特徴量を制御する．制御内容の値の
範囲は，3 章の実験にて設定した範囲に合わせた．

－ 29 －

表 7: ロジスティック回帰に用いた学習データと各音声
特徴量の分類の予測精度
音声特徴量

使用した特性
外 情 丁

再現率

F値

多
0.778
0.778
少
0.857
0.857
高
0.680
0.810
相槌の頻度
⃝
⃝
低
0.810
0.680
高
0.750
1.000
フィラーの頻度 ⃝ ⃝
低
1.000
0.720
長
0.903
0.900
交替潜時の長さ ⃝ ⃝ ⃝
短
0.901
0.902
使用した特性 外：外向性，情：情緒不安定性，丁：丁寧さ

0.778
0.857
0.739
0.739
0.857
0.837
0.900
0.900

発話量

4.2.1

⃝

クラス

⃝

適合率

キャラクタ特性 相関係数
t値
外向性
0.570
9.163**
情緒不安定性
−0.004
−0.056
丁寧さ
0.235
3.185**
(* p < 0.05, ** p < 0.01)
太字は相関の見られた特性

合わせて正規化した値 (1) を交替潜時の長さとする．負
の値の場合はユーザの発話末尾にオーバラップする．

length = fpause (c) × 3.5 − 0.5

発話量の制御

発話量を制御するために，あらかじめ発話内容の多
いパターンと少ないパターンの応答文を用意する．音
声特徴量制御モデルにおける発話量のモデルの出力結
果に応じて応答文を選択する．出力値が 0.5 以上の場
合は発話量が多く，0.5 未満の場合は発話量が少なくな
るよう応答文を選択する．

4.2.2

相槌の制御

相槌は統計モデルによって制御可能である [16, 17,
18]．今回の実験では，モデルを単純化するため，ユー
ザ発話内のすべての節境界において相槌が生起する確
率が等しいと仮定し，振る舞い制御モデルの出力を閾
値とする．ユーザ発話内の節境界において 0 から 1 の
範囲の一様分布からサンプリングした値を相槌の生起
確率とし，この確率が閾値を超えた場合に相槌を生成
する．

4.2.3

フィラーの制御

フィラーの頻度も相槌と同様に統計モデルにより制
御する．今回の実験では，モデルを単純化するため，ア
ンドロイド発話内のすべての節境界においてフィラー
が生起する確率が等しいと仮定し，振る舞い制御モデ
ルの出力を閾値とする．アンドロイド発話内の節境界
において 0 から 1 の範囲の一様分布からサンプリング
した値をフィラーの生起確率とし，この確率が閾値を
超えた場合にフィラーを生成する．

4.2.4

表 8: 与えたキャラクタと正規化された印象評定点のピ
アソンの積率相関係数

交替潜時の長さの制御

応答文を発話するタイミングは，キャラクタ特性 c
を与えたときの振る舞い制御モデルの交替潜時の制御
量 fpause ∈ [0, 1] を 3 章の実験条件の範囲 [−0.5, 3] に

4.3

(1)

評価実験

1 つの対話シナリオに対してアンドロイドの発話量
が多い対話と少ない対話を用意した．この対話に対し
て，振る舞い制御モデルへの入力として，外向性，情緒
不安定性，丁寧さの 1 から 7 の組み合わせのうち，16
通りの制御内容とした．
この評価実験には大学生及び大学院生の男性 11 名が
参加した．実験参加者はこの 16 対話を聞き印象評定し
た．印象評定に用いたアンケートは 3 章の実験と同一
のものを用いた．対話の提示順序は実験参加者ごとに
ランダムに並べ替えた．
実験参加者ごとに評定点を平均と分散で正規化した
Z スコアを求めた上で，あらかじめ与えたキャラクタ
特性の 7 段階の点数とのピアソンの積率相関係数を求
めた (表 8)．外向性と丁寧さについて p 値が有意水準
1%で有意な相関が確認された．
外向性はすべての音声特徴量の制御に関与している
ため (表 7)，印象に与える影響が最も大きいと考えら
れる．丁寧さに関しては外向性に比べて相関が小さく，
情緒不安定性に関しては有意な相関が見られなかった．
また，各条件において自然さの平均値は 3.5 を超え
ており，本実験における音声特徴量の調整において極
端な不自然さは生じていないと考えられる．

5

おわりに

本研究では，自律型アンドロイドのキャラクタ表現
法として，対話における音声特徴量の制御によるキャ
ラクタに応じた振る舞いを生成するモデルを構築した．
そのため，音声特徴量を制御することによるキャラ
クタの印象への影響について調査した．この実験結果
から，発話量，相槌の頻度，フィラーの頻度，交替潜時
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の長さの違いが外向性，情緒不安定性，丁寧さといっ
た印象に影響することを明らかにした．
この実験結果をもとにキャラクタに応じた振る舞い
制御モデルを提案した．このモデルを実装し実験を行
い，振る舞いの制御により，外向性と丁寧さのキャラ
クタ特性については表現可能であることが確認された．
今回は相槌やフィラーの生起確率を一定と仮定した
が，相槌やフィラーの位置によっても印象が変化する
と考えられるため，今後の展望として，相槌やフィラー
の統計的生成モデルと組み合わせたモデルを検討する．
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