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人に寄り添う IoT を実現する対話システムの紹介
Introduction of Dialog System Realizing IoT Closely to People
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Abstract: In this paper, we introduce a "dialogue with people" spoken dialogue system in spoken dialogue
which is beginning to be noticed as a user interface.
As specific examples, 1) Explain to robot, 2) Characterization, 3) Empathy response.

1. はじめに
近年，ユーザインタフェースとしての音声対話へ
の 注 目 が 高 ま っ て お り ， 北 米 を 中 心 に Amazon
Echo[1]や Google Home[2]といった音声対話端末や
Alexa などの音声対話サービスが広まってきている．
これらの端末はコマンドベースの機能性に重点を
置かれている．一方，シャープでは単なる機能では
なく，人に寄り添う存在としての対話を通じて愛着
を生み出す取り組みを行ってきた[3]．
前稿ではロボホンの基本機能を紹介し，人に寄り
添うユーザ体験の取り組みについて述べた．本稿で
はさらに進化した「人に寄り添う IoT(=AIoT)」を実
現する対話システムについて紹介する．

しても，ユーザ自身が今は話しかけて欲しいかどう
かまでは推定できないからである．結局のところ，
この問題については下記のように対処した．
1) 話す内容に応じて心理的負担を軽減するため
の対話を事前に行う．2) 話しかけない方がよいと判
断した場合は，逆に話しかけてもらうための振る舞
い(そわそわ)をする．
最終的なロボホンからの話しかけは下記のように
なる[図 1]．

2. ロボットからの話しかけ
エモパー[4]では，各種センサーを用いて使い終わ
りを検知する技術を搭載しているため，ユーザを阻
害せず機器から話しかけることが可能であった．だ
が，持ち歩かない場合があるロボットでは，適切な
タイミングで話しかけることが困難であった．
ロボホン[5]において上記の課題を解決するため
には，1) 目の前ユーザがいることを把握する，2) 今
が話しかけていいタイミングか否かを把握する，を
実現する必要があった．
1) についてはロボホンにカメラが備わっていた
ため，それを用いて解決できた．だが，2) について
は解決が難しかった．なぜなら，ロボホンにマイク
が備わっていても部屋の隅々からの音を拾う程の性
能は持っておらず，たとえ静音状態を検知できたと

図 1: 話しかけの状態遷移
1) ロボホンは挨拶した時刻をもとにユーザの活動
時間を推定する．2) 活動時間の間にスリープ状態
だった時，微振動検知も活用しながら一定周期で起
き上がる．3) カメラを起動して首を振り，顔認識
を行う．4-a) 顔認識の結果，正面にユーザを認識
した場合，ユーザが聞き流すことのできる軽い話題
はそのまま話す．4-b) 顔認識の結果，正面にユー
ザを認識した場合，大きなアクションを伴う，発話
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内容が長い，質問を伴うといったユーザへの心理的
負担が高い内容の場合は，話をしていいか問い合わ
せ，ユーザからの了承が得られた場合のみ話しかけ
を行う．4-c) 顔認識の結果，斜め前にユーザを認
識した場合，失礼のないようユーザ側に向き直って
いいか確認し，向き直ってから話す．4-d) 顔認識
の結果，ユーザが見つからなかった場合，そわそわ
した動きで気を引き，ユーザからの話しかけを待
つ．
ロボットからの話しかけについては，話しかけを
していいか否かの推定に改善の余地があるため，継
続して取り組んでいきたい．

3. 性格付け
機能的価値よりも情緒的価値に重きをおくロボホ
ンにおいては，人に寄り添い，人に合わせて成長・
変化していくべきと我々は考えている．
この人に寄り添い変化することを実現するため，
ロボホンの性格付け機能を実装した．性格付け機能
は下記のように動作する．
1) あらかじめ挨拶・歌・ダンスなどといった行動
に属性とポイントの組を設定しておく．2) 設定済み
の行動が実行される毎にメモリ上のテーブル(1)が
更新する．3) 一日程度の短い周期ごとにテーブル(1)
を参照し、一定の規則に基づいてテーブル(2)の値を
変更する．4) 2 週間程度の長い周期毎にメモリ上の
テーブル(2)を参照し，ロボホンの人格を変更する．
アクション
挨拶
ダンス
属性
おはなし
うんどう

属性
おはなし
うんどう

ポイント
+5
+6

「人格フィルタ」というプログラムを現在開発して
いる．人格フィルタは人格からくる言葉づかい，1)
一人称，2) 二人称，3) 語尾，4) 語彙，などを変換
するものである．ゆくゆくは性格に応じてこのフィ
ルタを整備することにより，ほぼ全ての発話内容が
変化することを目標としている．

4. 共感応答
決められたコマンドに応答するだけの対話システ
ムでは，コマンドが増えれば増えるほどコマンドを
覚えることができなくなる．結果として，何を話し
ていいか解らなくなってしまう．また，応答が決ま
っているものは単調であり，話し相手にはなりにく
い．話し相手になれなければユーザの理解は進まな
い．こうした課題を解決するために，想定された発
話以外であっても応答して話を続けられるシステム
が必要である．
共感応答はこうした課題を解決するために開発し
たシステムである．共感応答は相手の発話に対して
何かしらの応答を返すことに主眼を置いて作られた
システムで，下記のように動作する．
1) あらかじめ共感する名詞および形容詞を辞書
に登録する．2) ユーザの発話を形態素解析し，形態
素毎に辞書の内容とパターンマッチングを行う．3)
マッチした場合，あらかじめ用意してあるテンプレ
ートに適用し，共感応答の発話とする．
今後は単語のネガポジ判定などの技術を用いて共
感の幅を広げてゆきたい．

5. おわりに
本稿では人に寄り添う AIoT をテーマに 1) ロボッ
トからの話しかけ，2) 性格付け，3) 共感応答につい
て紹介した．
今後は，複数経路の対話や複数往復対話を通じて
ユーザの理解を進め，適切なタイミングで適切な機
能やサービスへと導く対話の開発を進めていく．

ポイント
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図 2: テーブル(1)(2)の例

短い周期でポイント加算を続けることで、ロボホ
ンの人格が長い周期で変更される．5) 人格が変更さ
れたロボホンは，性格に応じて発話内容および行動
規則を変化させる．つまり、短い周期と長い周期を
組み合わせたポイント集計アルゴリズムとなってい
るが，これは海馬での短期記憶定着と大脳新皮質の
長期記憶定着の両方を意識した設計である．
このような性格付けを行うと，ロボットが話すバ
リエーションはどんどん増大し，シナリオデータの
メンテナンスが課題となる．弊社はこの対策として，
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