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インタビュー対話コーパスの構築と発話意図タグの設計
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はじめに

日本の若者は諸外国と比べ，学力が高いにもかかわら
ず自己肯定感が低いという結果が出ている[1]．これは能
力があっても自分でその価値を客観的に認識できていな
い状態といえる．自身の価値に気づく機会の一つに他者
とのコミュニケーションがあるが，近年は若者のコミュ
ニケーション能力が低下していると言われている．
我々は，インタビュー対話システムがユーザ(若者)と
対話することで，ユーザの良さを引き出し，ユーザの自
己肯定感を高めることを目指している．対話システムが
インタビュアーとなり，ユーザがインタビュイーとな
る．図 1 にインタビュー対話のイメージを示す．図 1 中
の S は対話システム，U がユーザである．ユーザが対話
開始の時点で部活動の実績がない事実に負い目を感じて
いる状態(自己肯定感が低い状態)を想定しインタビュー
を開始している．ユーザが忘れていた，あるいは価値に
きづいていない事実を引き出すことで，ユーザが自身の
価値を認識することができると考えられる．インタビュ
ー対話システムの利点は，対話システムが対話をコント
ロールしやすいこと，ユーザから引き出した事実の量を
使って定量的に評価しやすいことがある．また，インタ
ビュアーが機械のため，人からどう思われるかを全く気
にせずに済むことから心理的ハードルが下がり，ユーザ
が利用しやすい．
対話システムの研究は予約対話システムなどのタスク
指向型と雑談対話を行う非タスク指向型に大別される．
本研究は非タスク指向型に分類される．関連研究では，
傾聴対話システムの[2][3]や自動相談システム[4]などが
ある．また，発話意図タグを提案した研究では，タスク
に依存した詳細なタグを設計した研究[5]などがある．本
研究では，インタビュアーが対話をコントロールし，ユ
ーザの良さを引き出すことを目的としている．「良さ」
とはユーザが特別な事とは感じていない経験や考え，行
動のこととする．本稿では，インタビュー対話システム
のためのインタビュー対話コーパスの構築と発話意図タ
グの設計について説明する．

２

インタビュー対話コーパス

本研究ではテレビの対談番組[6]に含まれる字幕情報を
収集してインタビュー対話コーパスを構築する．具体的
には，(a)対談番組を録画，(b)録画した動画ファイルか
ら字幕情報を抽出，(c)抽出した字幕情報から対談者の発
話だけを抽出，という手順でインタビュー対話コーパス
Interview dialogue corpus construction and dialogue act tags
design
Manabu SASAYAMA† and Kazuyuki MATSUMOTO‡
†Department of Information Engineering, National Institute of
Technology, Kagawa College, sasayama@di.kagawa-nct.ac.jp
‡Graduate School of Technology, Industrial and Social
Sciences, Tokushima University, matumoto@is.tokushimau.ac.jp

2-51

S:今、部活動はなにかしていますか？
U:いや、なにも。
S:そうですか。習い事などもありませんか？
U:中学までは吹奏やってました。ホルンです。
S:すごい。ホルンできる人はなかなかいないですよ。
図１:インタビュー対話のイメージ
表 1:インタビュー対話コーパスの特性
収集対話数
388
ゲストが 1 名の対話数
229
ゲストが 2 名の対話数
129
ゲストが 3 名以上の対話数
30
発話意図タグ付与済み対話数
6
総発話数
193046
1 対話中の平均発話数
497.54
1 対話中の 50 文字以上の発話数の平均
30.31
を構築する．対談番組を用いる利点としては，字幕の信
頼性が高いことや発話者ごとに字幕が色分けされている
ため発話者を区別できること，第三者が理解できる対話
となっていること，量が多いことなどが挙げられる．特
に第三者が理解できる対話となっていることは重要であ
り，発話文やインタビュー技術を分析する場合に十分な
情報量が確保されていると言える．例えば，家族間や友
人間の対話では暗黙の了解や共通認識により発話内容が
省略される場合があり，第三者には対話が分析しにくく
なってしまう．
2017 年 9 月 8 日から 2019 年 11 月 29 日までの対談番組
(1 回 30 分，5 回/週)からインタビュー対話コーパスを構
築した．インタビュアーは 1 名のみで，インタビュイー
(以下，ゲスト)は 1 名から 3 名程度である．再放送の回
や録画漏れを除き，全部で 388 対話を用いた．放送 1 回
分を 1 対話とする．表１に構築したインタビュー対話コ
ーパスの特性を示す．放送日ごとに 1 つのファイル(csv
形式)に保存し，ファイル名は放送日としている．例えば
2017 年 9 月 8 日分であればファイル名は 20170908.csv で
ある．構築したインタビュー対話コーパスの例を表 2 に
示す．発話文 ID は発話文を識別するための ID でファイ
ル名と行番号から成る．発話者は発話した人を表してお
り，K がインタビュアーを表し，G1～G3 がゲストを表し
ている．発話文は発話者の発話の字幕テキストである．
１つの発話は読点または疑問符で終わり，同じ発話者の
発話が連続する場合もある．タグは発話文の発話意図を
発話の欲求や機能により分類した発話意図タグである．
現在，発話意図タグは 6 対話(ゲストが 1 名の 5 対話とゲ
ストが 2 名の 1 対話)のみに付与している．

３

発話意図タグの設計と付与実験

インタビュー対話コーパスに付与する発話意図タグを
設計した．発話意図タグは関連研究[5]を参考に発話の機
能で分類した．また，発話は人間の欲求[7]から生起する
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発話文 ID
20171019_125
20171019_126

発話者
K
G1

20171019_127

G1

20171019_128
20171019_129
20171019_130

K
G1
G1

表 2:インタビュー対話コーパスの例
発話文
でも、あなたお一人の休みの時ってどんな過ごし方してらっしゃるの？
そうですね。
なかなか、お休みがありがたいことに、今ないんですけど、やっぱり、こう
ちょっと、仕事の合間にできた２時間とかが、すごく幸せでその２時間の時
には例えば、カフェに行ったりとか。
カフェ？
はい。
本屋さんに行ったりとかちょっと、こう日常が見たくてですね。

表 3:設計した発話意図タグ
タグ
a1
a2s

発話の機能
情報の提供(Y/N)
情報の提供(Y/N 以外)

a2m

情報の提供(Y/N 以外)

q1k

情報の要求(Y/N)

q2k

情報の要求(Y/N 以外)

ds

注目や理解の提供(相
槌)
注目や理解の提供(相
槌)
笑い声
挨拶・謝罪・感謝
フィラー

dk
w
z
f

発話の目的（欲求）
共感・称賛・感心
（親和・服従）
説明(承認、顕示、証
明)
確 認 ・ 驚 き・ う な が
し（認知）
確 認 ・ 驚 き・ う な が
し（認知）
共感・称賛・感心
（親和・服従）
確 認 ・ 驚 き・ う な が
し（認知）
-

と考え，発話の機能をさらに細分化した．試作した発話
意図タグを表 3 に示す．情報の提供(Y/N)は「はい」また
は「いいえ」で返答した発話に付与され，情報の要求
(Y/N)は「はい」または「いいえ」で返答可能な質問に付
与される．
設計した発話意図タグがタグを付与する作業者によっ
てぶれずに付与できるのかを確認するために発話意図タ
グの付与実験を行った．実験には作成したインタビュー
対話コーパスから 6 対話を用いた．発話意図タグ設計者
と非設計者の 2 名が 6 対話にタグ付けを行った．2 名によ
るタグ付与結果の一致率の計算には Cohen のκを用いた．
発話意図タグの一致率を表 4 に示す．0.67<κのときに十
分な信頼性があるとみなす[8]．1 つの対話を除き 0.67 以
上あることから作業者によるぶれが少ないタグが設計で
きたと言える．
今回は関連研究を参考にして Y/N と Y/N 以外に分類し
た．しかし，インタビュー対話に必要かどうかは検討す
表 4:発話意図タグの一致率
対話
κ
20170926.csv
0.686
20180815.csv
0.700
20180621.csv
0.673
20180413.csv
0.664
20180427.csv
0.683
20171019.csv
0.760
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タグ
q2k
dk
a2m
dk
a1
a2m

る必要がある．必ずしも Y/N で返答しない場合が多いか
らである．例えば，「こういう人がいいっていうのはあ
るんですか？」という発話は Y/N で返答は可能であるが，
多くの場合 Y/N 以外で返答されてしまう．

４

おわりに

本稿では，ユーザの良さを引き出すことのできるイン
タビュー対話システムの構築を目指し，テレビの対談番
組の字幕情報を元にインタビュー対話コーパスを構築し
た．また，発話の機能や発話の欲求の観点から発話意図
タグを設計した．設計した発話意図タグを構築したイン
タビュー対話コーパスの 6 対話に作業者 2 名がそれぞれ
タグ付けした．発話意図タグの一致率をκを用いて計算
した結果，1 対話を除いて 0.67 以上となり作業者による
ぶれが少ないタグを設計できた．
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