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領域グラフと利用者の位置に基づく
音声対話シナリオ更新手法
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概要：近年，スマートフォンなどの GPS 機能をもつデバイスが普及している．また，我々は音声インタラ
クションシステム構築ツールキット MMDAgent を Android 向けに移植した Android 版 MMDAgent の研
究を行っている．Android 版 MMDAgent の対話可能な内容はスマートフォン内の FST ファイルに記述さ
れている内容に依存する性質をもつ．そのため，利用者の位置次第では，その位置に合わない内容を話す
ことがある．また，複数の FST ファイルに同一の音声入力の条件が存在する際にその音声入力を行なう
と，MMDAgent は複数の FST ファイルからどの内容を話してよいか判断できない性質をもつ．これらの
問題を解決するために，利用者の位置に応じて対話内容を切り替え，その位置に合う内容を選択する音声
対話シナリオ更新手法を提案する．提案手法は地理的な領域間の関係を表す領域グラフを提案し，利用者
の位置に応じて優先する FST ファイルを決定する基準となる対話内容の優先度に基づく FST ファイルの
配信を行なうことで，その位置に関する対話内容を取得し，対話内容の優先度に基づき対話内容を選択す
ることで，その位置に合う内容を話す特徴をもつ．さらに，実現法をもとに作成したプロトタイプシステ
ムを用いて評価実験を行い，提案手法の有用性を評価した．

Voice Interaction Scenarios Update Method Based on Region Graph
and User Location
RYOSUKE TANAKA1

SYUHEI TSUTSUMI1

DAISUKE YAMAMOTO1

NAOHISA TAKAHASHI1

いう特徴がある．FST スクリプトは，ユーザから音声入力

1. はじめに

があった際に，それに対する発話や 3D キャラクタの動作

近年，スマートフォンなどの GPS 機能をもつデバイ
スが普及している．これらの普及に伴い，位置情報を利

の流れを記述していく台本のようなものであり，FST ファ
イルと呼ばれる外部ファイルに記述する．

用したサービスが多く存在する．例として，Facebook 社

Android 版 MMDAgent の対話可能な内容はスマート

の Facebook[1] におけるチェックイン機能や Google 社の

フォン内にある FST ファイルに記述されている内容に依

Ingress[2] と呼ばれる位置情報ゲームがある．

存する性質をもつ．そのため，利用者の位置次第では，そ

また，我々の研究室では，PC 向け音声インタラクショ

の位置に合わない内容を話すことがある．この問題に対し

ンシステム構築ツールキット MMDAgent[3],[4] を Android

て，本研究では，地理的な領域間の関係を表す領域グラフ

向けに移植した Android 版 MMDAgent[5] を開発し，An-

を提案し，また利用者の位置に応じて優先する FST ファ

droid 版 MMDAgent を用いて携帯端末向け音声対話シス

イルを決定する基準となる対話内容の優先度を定義する．

テムの研究を行っている．

これらを用いて利用者の位置に応じた FST ファイルの取

MMDAgent はユーザが FST スクリプトと呼ばれる対話

得を行なうことで解決を図る．

シナリオを編集することで任意に対話内容を設定できると

また，複数の FST ファイルに同一の音声入力の条件が存
在する際にその音声入力を行なうと，MMDAgent は複数

1

名古屋工業大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering，Nagoya Institute of Technology

の FST ファイルからどの内容を話してよいか判断できない
性質をもつ．この性質により，図 1 のように MMDAgent
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は利用者の 1 つの質問に対して，複数の応答を行なう．こ

MMDAgent は対話シナリオの記述形式に有限状態オート

れでは，利用者はどの応答が正しいのか判断できず，混乱

マトンの一種である有限状態トランスデューサ (FST) を

を生む可能性がある．そこで，どの内容を優先するかを選

採用している．FST をテキストで記述する際の記述言語

択し，応答を 1 つに決定するために，FST ファイルに対し

を FST スクリプトと呼び，FST スクリプトが記述された

て対話内容の優先度に基づく処理を行い解決を図る．

ファイルを FST ファイルと呼ぶ．MMDAgent は FST ス
クリプトで設定された状態遷移に基づいて動作を行なう．

FST スクリプトの記述形式は状態番号，次状態番号，遷移
条件，遷移時に出力されるコマンドの 4 つの組から構成さ
れる．これらの要素は 1 行で記述され，各要素間は空白ま
たはタブ文字で区切られる．FST スクリプトの例は図 3 に
示す．図 3 では状態番号が 1 の際に，「こんにちは」とい
う音声を認識した場合，状態番号 10 へと遷移し，
「こんに
図 1

ちは」と音声合成を行ない，状態番号 11 へと遷移する．

1 つの質問に対して複数の応答をする例

また，MMDAgent は FST ファイル毎に状態遷移機械を

本論文では，上記の問題を解決するために，利用者の位
置に応じて対話内容を切り替え，その位置に合う内容を選

もつため，複数の FST ファイルを同時並行に実行するこ
とが可能である．

択する音声対話シナリオ更新手法を提案する．

2. 音声インタラクションシステム構築ツール
キット MMDAgent
図 3

MMDAgent は，名古屋工業大学国際音声技術研究所で開

FST スクリプトの例

発された音声対話システム構築ツールキットであり，音声認
識，音声合成，3D モデルの描画と物理演算などのモジュー
ルを統合したシステムである．音声認識では Julius[6] を，

3. 提案手法の概要

音声合成では Open JTalk[7] を，3D モデルでは MikuMiku-

Dance 形式 [8] を，物理演算では Bullet Physics[9] を採用

提案手法の構成を以下に示す．提案手法の構成図は図 4
のようになる.

している．また図 2 に示す，スマートフォン単体でも動作
可能な Android 版 MMDAgent の開発も行なわれている．
これは MMDAgent を Android 端末向けに移植したもので
あり，ネットワークを介さずスマートフォン単体で音声認
識，音声合成，3D モデルの描写可能という特徴がある．本
研究では，Android 版 MMDAgent を用いる．

図 4

提案手法の構成図

領域グラフ
領域グラフは領域間の「包含関係」や「重なり」といっ
た空間的な関係に従って，領域に関する情報をノード
とし，空間的な関係を辺とする有向非巡回グラフであ
る．また，FST ファイルと地理空間上の平面領域を対
応させることにより，利用者の現在位置がどのような
場所であるかを判断し，その位置に関連する対話内容
図 2

の取得を可能とする．以下に愛知県における領域グラ

Android 版 MMDAgent

フの例を示す (図 5)．領域グラフの詳細は第 4 章で述
べる．
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4. 実現方法
提案手法は領域グラフと対話内容の優先度，対話内容配
信機能，対話内容選択機能からなる．それぞれの実現法を
以下に示す．

4.1 領域グラフ
4.1.1 領域グラフが保持する情報
領域グラフではノードが領域に関する情報を保持する．
各ノードを管理するデータベースのテーブルを表 1 に示
す．また，ノード間の関係を管理するデータベースのテー
ブルを表 2 に示す．
図 5

愛知県における領域グラフの例

表 1

対話内容の優先度
対話内容の優先度は，複数の FST ファイルに同一の
音声入力の条件が存在する際に発生する問題に対し

ノードを管理するデータ構造

項目

型

説明

ID

int

ノードを一意に識別する ID

領域名
領域の頂点リスト

String
geometry
(Polygon,4326)

ノードが保持する領域の名称
ノードが保持する領域の形

カテゴリ情報 ID

int

領域の属性情報
(表 3 に一覧を示す)

FST ファイルのパス

String

FST ファイルのパス

て，利用者の位置に応じてどの FST ファイルに記述
されている内容を優先するかを決定する基準である．
本研究では，対話内容の優先度を求めるために，まず
現在位置の位置情報と領域グラフを用いて領域の優先
表 2

度を求める．領域の優先度の求め方を現在地に関する
項目

対話内容について 1 つの手法，周辺領域を含んだ対話
内容について 3 つの手法を提案し，それぞれの考察を
行なう．また，求めた領域の優先度を用いて対話内容

ノード間の関係を管理するデータ構造
型
説明

ID

int

ノード間のリンクを一意に識別する ID

始点 ID

int

有向グラフの始点となるノードの ID

終点 ID

int

有向グラフの始点となるノードの ID

の優先度を定義する．現在地に関する対話内容につい
ては，領域の優先度を対話内容の優先度とするが，周
辺領域を含んだ対話内容については，領域の優先度に

表 3 カテゴリ情報一覧
ID
カテゴリ名

加えて，現在位置から各領域までの最短ユークリッド
距離を用いたものを対話内容の優先度とする．対話内

1

都道府県

容の優先度の詳細は第 4 章で述べる．

2

市町村

対話内容配信機能

3

区

現在位置の位置情報と領域グラフから得られる対話内

4

商業集積地区

容の優先度に基づき FST ファイルをスマートフォン

5

施設

に送信する．これにより，Android 版 MMDAgent は

6

建物

その位置に関連する対話内容を取得することが可能と
なる．配信方法の詳細は第 4 章で述べる．

4.1.2 領域グラフの構造化

対話内容選択機能

領域グラフは下記のルールに従って，構造化される．

スマートフォン内にある FST ファイルの中からどの

ルール 1

2 つのノードが持つ領域において，一方の領域

FST ファイルを優先するかを対話内容の優先度から決

が他方の領域を内包するとき，前者を含むノードを始

定し，FST ファイルに対して対話内容の優先度に基づ

点，後者を含むノードを終点として，有向辺を接続す

き処理を行う．これにより，Android 版 MMDAgent

る．(図 6)

はその位置に合う対話が可能となる．選択方法の詳細

ルール 2

は第 4 章で述べる．

2 つのノードが持つ領域において，領域の一部

が重なり合うとき，ノードが持つカテゴリ情報により
始点，終点を決定し，有向辺を接続する．(図 7)
ただし，ルール 1 によってノード間の関係性が決定さ
れた場合，ルール 2 は適用されない．
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図 6

ルール 1 の例

図 9

優先度の決定方法

4.2.2 周辺領域を含んだ対話内容の優先度
4.2.1 では利用者の現在地に関する内容のみを話すことが
可能だが，周辺領域に関する対話も可能とすることで音声
図 7

ルール 2 の例

対話の幅をより広げることが出来るのではないかと考えた．
しかし，周辺とはどこまでを指すのか．その範囲が広い

4.2 対話内容の優先度

と無関係な内容まで話すため，どの程度の範囲の内容を必

4.2.1 現在地に関する対話内容の優先度

要とするか，またどの内容を優先するかを決定する必要が

現在地に関する対話内容のみを利用する際には，利用者

ある．本研究では領域グラフにより領域間の関係を構造化

の現在位置を内包する領域を利用すればよい．その際，利

するため，利用者が現在属している領域のノードとその他

用者が複数の領域に属する場合，現在地に関する対話内容

のノードとのグラフ上の距離や関係性から現在地と周辺

の優先度順は領域グラフの部分グラフを用いて決定する．

領域との関係性が導き出せると考えた．また，それに加え

利用者が複数の領域に属するとき，それらの領域は領域グ

て，地理空間上における現在地と各領域までの距離も考慮

ラフにおいて図 8 のように部分グラフとなる．この部分グ

した上で，本研究では現在地 s から任意の領域 t に対する

ラフにおいて，出次数 0 のノードが存在する．また，ノー

対話内容の優先度 P(s,t) は，現在地 s から領域 t までの最

ド間の関係は終点のノードが始点のノードよりも現在位置

短ユークリッド距離 L(s,t)，および，領域グラフから得ら

を具体的に表している．つまり，出次数 0 のノードは部分

れる領域の優先度 G(s,t) を用いて以下の式で表す．

グラフにおいて，最も現在地を具体的に表しているといえ
る．そこで，そのノードの対話内容の優先度を最も高くし，



ルートまで順に優先度を低くする．これにより，現在地を
具体的に表しているノードがもつ音声対話シナリオの内容


P(s,t) = L(s,t) G(s,t)





が優先される．例として図 9 を示す．
ここで，領域の優先度 G(s,t) は以下の３つの手法を用い
て求めることを検討した．

( 1 ) 図 10 に示すように，まず利用者が現在属する領域の
ノードについて 4.2.1 のルールに従って優先度付けを
行なう．その後，現在属する領域のノード群の中で優
先度が高いノードから順に，そのノードをルートとす
る部分グラフ内にあるノード群について，4.2.1 のルー
ルに従って優先度付けを行なう．これを繰り返し，全
てのノードに優先度を割り振る．4.2.1 のルールでは
現在地に関する対話内容の優先度付けを行なっている
が，この手法ではそのルールを周辺領域に対しても適
用するために，現在属する領域の各ノードをルートと
した際の部分グラフに適用している．これにより，周
辺領域についても，現在地と関連し，かつ場所を具体
図 8

的に表しているノードを重視した優先度付けを行なう．

部分グラフの生成
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( 3 ) 図 12 に示すように，領域グラフにおいて現在属して
いる領域のノードから形成される部分グラフの出次数

0 のノードを基点として（以降，基点ノードと呼ぶ），
基点ノードから他のノードに到達するまでのエッジ数
を優先度とする．この手法では，4.3.1 や手法 1,2 と異
なり，現在属する領域のノードを優先するのではなく，
基点ノードからグラフ上の距離における周囲のノード
を優先することで，具体的な現在地を示すノードとの
関係性を重視した優先度付けを行なう．

図 10

手法 1

( 2 ) 図 11 に示すように，まず利用者が現在属する領域の
ノードについて 4.2.1 のルールに従って優先度付けを
行なう．その後，現在属する領域のノード群の中で優
先度が高いノードから順に，そのノードをルートとす
る部分グラフ内にあるノード群について，ルートに近
いノードから順に優先度付けを行なう．これを繰り返
し，全てのノードに優先度を割り振る．この手法は手
法 1 と比較すると，現在属する領域のノードをルート

図 12

とする部分グラフ内の優先度付けの方法が異なる．手
法 1 では，周辺領域においても具体的な領域を示す
ノードを優先するが，その反面，優先されやすいノー

4.3 対話内容配信機能
スマートフォンから位置情報が送信された際に，その位

ドは現在属するノードとのグラフ上の距離が遠くなる
傾向があるため，利用者の意図と合わない内容につい
ても話す可能性が高いと考えられる．そこで，現在属
する領域のノードの優先度順とそれらのノードをルー
トとする部分グラフの関係性は保持しつつ，部分グラ

置に対応する FST ファイルを送信する．また，送信する

FST ファイルはスマートフォン内にない差分ファイルのみ
とし，現在位置とは対応していない FST ファイルがスマー
トフォン内にあれば，それを削除する．
対話内容配信機能における FST ファイルの配信の流れ

フ内の優先度付けを現在属する領域のノードからグラ
フ上の距離が近いものを優先することで，現在属する
ノード群との関係性を重視した優先度付けを行なう．

手法 3

を以下に示す．

( 1 ) スマートフォンから現在位置の位置情報をサーバに送
信する．

( 2 ) ( a ) 現在地に関する対話内容の場合
受け取った位置情報を基に，利用者の現在位置を
内包する領域の領域名をスマートフォンに送信
する．

( b ) 周辺領域を含んだ対話内容の場合
受け取った位置情報と領域グラフから対話内容の
優先度を求め，対話内容の優先度が閾値以下の領
域の領域名をスマートフォンに送信する．

( 3 ) スマートフォンでは，受け取った領域名とスマート
フォン内にある領域名を比較し，以下の処理をする．
図 13 は比較処理の例である．

( a ) 受け取った領域名と同じ領域名のみがスマート
図 11

手法 2

フォン内にある時，何もしない．

( b ) 受け取った領域名の中には存在しない領域名がス
マートフォン内にある時，その領域名に対応する
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FST ファイルを削除する．また，表 4 のテーブル
から該当するデータを削除する．

( c ) 受け取った領域名の中にスマートフォン内にはな
い領域名がある時，その領域名に対応する FST
ファイルをサーバからダウンロードする．また，

図 14

認識キーワードリスト作成の例

取得した FST ファイル及び領域名を表 4 のテー
ブルに追加する．

4.5.2 対話内容選択結果の作成
4.5.1 で作成された認識キーワードリストと 4.2 で述べた
対話内容の優先度付けを用いて，対話内容が選択される．

FST ファイル毎に認識キーワードリストが作成されるた
め，認識キーワードリスト間で認識キーワードの比較を行
ない，同じ認識キーワードがある場合，優先度の高い FST
ファイルから取り出した認識キーワードが選択される．そ
の際，優先度が低い認識キーワードが記述されている FST
ファイル内の行番号を取得する．取得した行番号群からス
マートフォンに送信用の対話内容選択結果の情報を作成す
る．対話内容選択結果の情報は図 15 のように「領域名:行
図 13

領域名による比較処理の例

番号 1, 行番号 2,...」のような形で作成される．

表 4 スマートフォン内の領域情報を管理するデータ構造
項目
型
説明
領域名

text

領域の名称

ファイルパス

text

FST ファイルのパス

行番号

text

コメントアウトされている行番号
図 15

4.4 対話内容選択機能

対話内容選択結果の例

4.6 FST ファイルに対する対話内容選択結果の反映

対話内容選択機能の流れを以下に示す．

スマートフォンでは 4.5.2 で述べた対話内容選択結果を

( 1 ) 対話内容配信機能の処理後，スマートフォン内にある
領域名をサーバに送信する．

基に，スマートフォン内にある FST ファイルに対して対
話内容選択結果の反映を行なう．以下にその手順を示す．

( 2 ) サーバでは受け取った領域名に対応する FST ファイ

( 1 ) 対話内容選択結果より，領域名と行番号のセットを取

ルを基に，FST ファイル間で同一の音声入力の条件が
存在するか検索する．

り出す．

( 2 ) スマートフォン内にある FST ファイルについて，以

( 3 ) 同一の音声入力の条件が存在する場合，対話内容の優

前の対話内容選択結果が反映されている場合それらを

先度より優先する内容を決定し，その結果をスマート
フォンに送信する．

取り除く．

( 3 ) 取得した領域名に対応する FST ファイルに対して，取

( 4 ) スマートフォンでは受け取った情報を基に，FST ファ
イルに対して優先結果の反映を行なう．

得した行番号の行をコメントアウトする．

( 4 ) 表 4 の領域名と同じ行の行番号の項目に，取得した行
番号を追加する．

4.5 同一の音声入力の条件の検索・対話内容選択結果の
作成

FST スクリプトは行頭に「#」をつけることでコメント
アウトが可能である．また，コメントアウトされている行

4.5.1 同一の音声入力の条件の検索

は音声認識の際に，音声認識キーワードがマッチしない．

FST ファイルを 1 行ずつ読み込み，音声入力の条件

これにより，スマートフォン内にある複数の FST ファイル

を示す「RECOG EVENT STOP ｜認識キーワード」があ

において，同一の音声入力の条件が存在しなくなり，図 1

るとき，認識キーワード部分を取り出し，FST ファイル毎

のように MMDAgent は利用者の 1 つの質問に対して，複

に認識キーワードリストを作る．例として，図 14 を示す．

数の応答をすることがなくなる．
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行なってもらう．事前に複数の領域情報の登録をした状態

5. プロトタイプシステム

で実際に屋外を移動し，異なる領域で被験者に Android 版

5.1 プロトタイプシステムの概要

MMDAgent に対してこちらで指定した現在地に関する質

プロトタイプシステムは，サーバと Android 端末によっ

問を行い，対話内容が利用者の現在位置によって切り替わ

て成り立っている．サーバには Apache Tomcat[10] を使

ることを体験してもらう．なお，対話内容が切り替わるこ

用している．サーバ側では Java[11]，データベースとして

とを確認してもらうために，各地点で行なう質問は同一の

PostgreSQL[12] を用いて実装した．Android 端末側では

ものとする．また，各地点における音声対話終了後にアン

Java，データベースとして SQLite[13] を用いて実装した．

ケートに答えてもらう．アンケートの項目を以下に示す．

ただし，今回は現在地に関する対話内容の配信機能・選択
機能のみを実装し，周辺領域に関する対話内容の配信機能・
選択機能は未実装である．そのため，第 6 章で行なう評価

表 5 アンケート項目
質問内容

番号

実験についても，現在地に関する対話内容の配信機能・選

思うとおりの内容を話した

1

択機能のみで評価を行なっている．

5.2 対話内容の配信機能・選択機能

2

対話内容に違和感があった

3

システムが自分の位置を把握していると感じた

4

役に立ちそう

対話内容の配信機能・選択機能は FST スクリプトのコマ

5

日常生活で使いたい

ンドを定義することで可能とした．プロトタイプシステム

6

対話に不安を感じた

では「
, INIT FST」と定義している．FST スクリプトのコマ
ンドは，FST ファイルへの記述や Android 版 MMDAgent
内のプログラムから MMDAgent にメッセージとして送る

6.2 実験結果と考察

ことによって，任意の処理を実行させることが出来る．今

アンケート結果を図 17 に示す．「思うとおりの内容を話

回定義した「INIT FST」コマンドを実行すると，対話内

した」
，
「対話内容に違和感があった」
，
「システムが自分の

容の配信機能・選択機能が実行される．プロトタイプシス

位置を把握していると感じた」の項目より，システムが利

テムでは MMDAgent の起動時に取得し，また，図 16 に

用者の位置に応じて対話内容を適切に切り替え，対話内容

示すようなメニューの項目に「Get Contents」を追加し，

の優先度によってその位置に合う内容を話せていたと考え

タップすることで取得可能とした．これにより，起動時に

られる．また，
「役に立ちそう」という項目について，高い

現在地に合う対話内容の切り替えを行い，また起動した状

評価を得ることが出来た．しかし，
「日常生活で使いたい」

態でも対話内容の切り替えを可能とする．

という項目について，他の項目と比較して評価が低い．こ
れらの評価の差は「観光地などで役に立ちそう」，
「日常生
活では使う場面が思いつかない」といった意見があったこ
とから，本システムは日常的な場面で使うことよりも，観
光地等の見知らぬ土地に出かけた際に役に立つものという
点で評価を受けたものだと考えられる．また，「対話に不
安を感じた」という項目の評価も低い．今回の評価実験で
は，話しかける内容をこちらで指定したが，自由に話しか
けようとする際に「何を話しかけて良いのか分からない」
「どのようなことなら話してくれるのか分からない」といっ
た意見があった．文献 [14] においても同様の指摘がされて
いるが，この文献では認識可能なキーワードを画面上に表
示することで解決を図っている．この手法を参考に，認識
可能なキーワードを画面上に表示すると，この項目の評価

図 16

は高くなる可能性があると考えられる．

メニュー画面

7. 関連研究
6. 評価実験

文献 [15] では，スマートフォンに搭載した音声インタラ
クションシステム構築ツールキット MMDAgent のための

6.1 実験方法
8 名の被験者に現在地に関する対話内容の配信機能・選

パッケージ化による音声対話コンテンツ配信の仕組みを

択機能をもつ Android 版 MMDAgent を用いて音声対話を

提案した．機能単位でパッケージ化された音声対話コンテ
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