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多様な形態の相槌をうつ音声対話システムのための傾聴対話の分析
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1. はじめに
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近年、タスク指向型対話システムに加えて、雑談型対
話システムも検討されるようになってきている [1]。雑
談型対話システムの機能の一つにユーザの話を聞く傾聴
がある。傾聴とは話し手の話に共感を示しつつ、話し手
がより多く話せるように手助けをして話を聴くことであ
る [2]。音声対話システムが傾聴を行うことにより入院
患者や高齢者の話し相手となること [3] や、ユーザの話
したい、話を聞いてもらいたいといった欲求を満たすこ
と [4] が期待されている。
傾聴の行為として、相手の発話内容を繰り返す、質問
を行う、相槌をうつなどの行為が挙げられる。先行研究
における傾聴対話システム [5, 6, 7] はこれらの行為の実
現をめざしていた。しかしこれらのシステムでは、実際
の傾聴において重要となる対話の文脈に応じた相槌の形
態、韻律が考慮されていない。
相槌の生成に関する研究では、相槌の生成タイミング
の予測を行うものが数多くされている。これらの研究で
は、先行発話の韻律情報 [8, 9] や、言語情報を用いた特徴
[10, 11, 12] によってタイミングの予測を行う。しかし、
あらかじめ決められた形態の相槌を用いており、多様な
形態の相槌をうつような枠組みは検討されていない。こ
れに対して本研究では、対話の文脈に応じて適切な相槌
をうつことができる傾聴対話システムの実現を目標とし
て、相槌の形態パターンと先行発話の関係について分析
を行う。
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図 1: 節境界の種類と相槌の形態ごとの関係
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図 2: 節境界の種類と相槌の種類ごとの関係

2. 傾聴対話における相槌の分析
本研究では、上里ら [13] の研究で収録された傾聴対話
を分析する。対話のテーマは「日常の簡単な悩みや困り
ごと」であり、各セッションの対話は、話し役１名、聞
き役１名で行っている。聞き役はスクールカウンセラー
２名、話し役は大学生８名で、合計８対話が収録されて
いる。対話時間は２０〜３０分である。
相槌については様々な定義がなされているが、本研究
ではメイナード [14] の「話し手が発話権を行使している
間に聞き手が送る短い表現」を採用し、相槌の形態ごと
の分類には吉田ら [15] による、「うん」や「ふんふん」
といった促しや受容を表す応答系感動詞と、「あー」や
「はー」といった興味や関心・共感を表す感情表出系感動
詞の 2 つを用いた。また分析対象とする相槌には、先行
発話末 500ms 以内でオーバーラップするものも含めた。
文脈に応じた相槌は、区切りに多く出現する。そこで
発話の区切りに出現する相槌を対象として、そこで得ら
れる情報と相槌の関係を分析する。ここでは、表層的な
区切りである節境界とパーザによる構造的区切りの 2 種
類について検討した。なお、節境界の認定には高梨らの
基準 [16] を用いた。節境界には切れ目の強さの順に絶対
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境界、強境界、弱境界の３種類があり、絶対境界と強境
界で節単位（文に相当）を構成する。

3. 表層的区切りと相槌の形態
まず、先行発話の節区切りの種類によって、うたれる
相槌の形態が異なるという仮説をたてた。この仮説を検
証するために、先行発話の表層的区切りの観点から分析
を行う。
表層的区切りとして、節境界の種類ごとにうたれた相
槌を分類した。節境界の種類と代表的な相槌の形態ごと
の割合を図 1 に示す。
「ふん」
「ふん×２」といった 2 回
以下の応答系相槌は、弱境界で多く出現することがわか
る。また、感情表出系の相槌は絶対境界で多くうたれる
ことがわかる。またこの図から、形態ごとの各境界でう
たれる割合の傾向によって、2 回以下の応答系、３回以
上の応答系、感情表出系の 3 つのグループに分けること
ができる。
次に、この 3 つにグループ化した場合の境界の種類ご
との出現割合を図 2 に示す。この結果から、弱境界では
2 回以下の応答系相槌、絶対境界では感情表出系相槌が
多くうたれることが分かる。一方、強境界では、3 種の
相槌がほぼ同程度の割合でうたれているが、３回以上の
応答系相槌に着目すると強境界で多くうたれている。
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表 1: 構文木の深さ
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図 3: 分析結果に基づく相槌の予測ルール
に示す。境界の種類と木の深さ、格の数を組み合わせる
ことにより、次にうつ相槌の形態を予測することができ
る。
本研究では、多様な形態の相槌をうつ傾聴対話システ
ムの実現を目標として、話し手の発話の区切りにうたれ
る相槌の形態の種類と先行発話から得られる情報の関係
について分析を行った。この結果、境界の種類の違いに
よる相槌の形態の種類の傾向と、先行発話の構造と相槌
の繰り返しの有無の関係が明らかになった。今後はこれ
らの結果に基づいて、相槌の形態予測を行い、傾聴対話
システムに応用する予定である。

表 2: 節終わりにかかる格の数
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4. 構造的区切りと相槌の繰り返しの有無
次に、相槌の繰り返しの有無と先行発話の構造的な複
雑さに関係があるという仮説をたてた。この仮説を検証
するために、先行発話の構造的区切りの観点から分析を
行う。
構造的区切りとして、節単位で区切られた先行発話の
節末を根とする構文木の深さと、節末にかかる格の数と
相槌の繰り返しの有無の関連を調べる。繰り返しの有無
に焦点を当てるため、相槌の形態は応答系の「うん」
「ふ
ん」を同種として扱い、繰り返しの有るものとして 2 回
以上繰り返されているものをグループ化した。分析は、
節境界の種類ごとに分類した場合でも行い、相槌の繰り
返しの有無と節境界の種類の関係を調べる。
先行発話の構文木の深さに関する結果を表 1、節終わ
りにかかる格の数に関する結果を表 2 に示す。繰り返し
のある場合とない場合で t 検定（有意水準 5 ％）を用い
て有意差を確認したところ、構文木の深さでは節全体、
弱境界、絶対境界で有意差が示された。一方、格の数で
は強境界のみ有意差が示される結果となった。このこと
から構文木の深さと節終わりにかかる格の数を参照する
ことで次にうつべき相槌の繰り返しの有無を予測できる
と考えられる。

5. まとめ
表層的区切りと構造的区切りの分析結果を組み合わせ
ることで、相槌の形態を予測するための枠組みを検討す
る。表層的区切りでは、弱境界に２回以下の応答系相槌、
絶対境界に感情表出系の相槌がうたれやすいことがわ
かった。また、構造的区切りでは、繰り返しの有無を決
定するために、構文木の深さと、強境界においては節終
わりにかかる格の数が有効であることがわかった。これ
らを組み合わせて、相槌の形態を決定するルールを図 3
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