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はじめに

美術館における鑑賞法は，作品情報とともに作品を
鑑賞するものが一般的である．しかし，この鑑賞法は，
文字で記された作品情報を読み取ることが主となり，作
品を鑑賞者自身で解釈できないという問題点がある．一
方で，対話型鑑賞は，鑑賞中に作品情報を，第一には用
いない鑑賞法である [1]．そのため，一般にこの鑑賞法
は，ファシリテーター∗1 や他の鑑賞者を必要とする．多
くの美術館では，ギャラリートーク等の形で，学芸員
やボランティアがファシリテーターの役割を担い，対
話型鑑賞を行っている．しかし，それらに参加せず，鑑
賞者が対話型鑑賞を行うことは困難である．
そこで，本研究では，美術鑑賞における対話型鑑賞を
支援する音声対話システム KANAI∗2 を開発した．KANAI
は，ファシリテーターの役割をシステムが担い，複数人
のユーザが利用することで，ユーザが一人でも対話型
鑑賞を行うことを可能にする．システム開発前に，合
成音声を用いたファシリテーションによる対話型鑑賞
の有用性を検証するため，WOZ（Wizard of Oz）法を
用いた事前実験を行った．その結果，合成音声を用い
た対話型鑑賞の有用性を確認できたが，課題点も見つ
かった．本稿では，その課題点に基づき開発したシス
テムの概要について述べる．
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対話型鑑賞

対話型鑑賞は，1980 年代からニューヨーク近代美術館
で始まった VTC（Visual Thinking Curriculum）やその発
展系として開発された VTS（Visual Thinking Strategies）
がもとになっている．対話型鑑賞の特徴は，鑑賞中に
作品名や作者名，解説文など背景となる情報を，第一
に用いない点である．ファシリテーターが鑑賞者を導
き，作品について他の鑑賞者と意見を交換することで，
作品に関する意味や価値を，鑑賞者の中で見つけ出し
ていく鑑賞法である．
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小倉らは，鑑賞者と進行役の２種類の対話エージェン
トと対話を行うことで，鑑賞経験が乏しいユーザも対
話型鑑賞を体験できる対話システム APOLLON を開発
した [2]．小倉らのシステムは，本システム同様，ユー
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図 1: システム構成図
ザが一人で対話型鑑賞を行うことを支援する．支援方
法は，他の鑑賞者とファシリテーターの両方を，シス
テムが自動で用意するものである．このシステムにお
ける他の鑑賞者の発言は，システムによって作り出さ
れる．しかし，本システムは，鑑賞者の作品に関する自
由な発想を引き出すため，他の鑑賞者の発言をシステ
ム側で作らず，ユーザの対話内容をデータベースに蓄
積し，それを他のユーザと共有することで，他のユー
ザの意見を参照できるようにする．それは，他の鑑賞
者をシステムが自動で用意することで，鑑賞者の考え
を誘導し，自由な発想を引き出すことを妨げる可能性
があると考えるためである．
古川らは，音声対話において，語の省略によるユー
ザ発話の言語理解の曖昧性を解消するため，ユーザに
聞き返しを行うような対話システム構築手法を提案し
た [3]．この他にも様々な音声対話システムが作られ，
人に対して自然な応答をする方法が研究されているが，
本研究では，絵画鑑賞においてユーザの考えを深め，作
品に関する意味や価値を鑑賞者の中で深めるための，適
切な質問を形成する方法について考える．
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ષ

事前実験

システム作成前に，合成音声を用いたファシリテー
ションによる対話型鑑賞の有用性を検証するため，WOZ
法を用いた事前実験を行った．人との対話型鑑賞を行っ
たグループと，WOZ 法を用いた合成音声との対話型鑑
賞を行ったグループの比較実験である．対話内容は小
泉による論文 [1] をもとに考えた．その結果を以下に
示す．
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(1) 合成音声を用いた対話型鑑賞の有用性
我々の設定した評価項目を満たし，人との対話型
鑑賞とほぼ差がなく対話型鑑賞を実現した．
(2) 対話に作品の知識を必要と感じる課題点
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「対話の中で，絵画に関する知識を必要とした」
「結局，質問の答えは何だったのか」といった意
見が多くみられた．
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システム構成

図 1 にシステムの構成図を示す．図 1 より，本シス
テム使用時の流れについて説明する．まず，図 1(1) で
は，本システムからユーザに対して最初の質問を行う．
図 1(2) では，ユーザが作品を鑑賞する．図 1(3) では，
その質問に対して，ユーザが返答を行う．図 1(4) では，
その返答をデータベースに送信し，蓄積する．図 1(5)
では，データベース内の情報を参照し，図 1(6) では，返
答の解析結果と参照した情報をもとに，次の質問を作
成する．そして，図 1(7) で再び，本システムからユー
ザに対して質問を行う．本システムでは，この一連の
流れを繰り返すことで，ユーザと対話を行う．
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表 1: 対話例
対話内容
作品の中に何が見えますか？
女性と海が見えます
なるほど．女性とは，右側に描か
れている人のことですか？
そうですね
ではこの女性は，何をしていると
思いますか？
海を眺めてるかな
確かに，海を眺めているようにも
見えますね．海に見えたのは左下
ですか？

品の中のキーワードなど，作品から人が読み取
れる情報を保持している必要がある．そこで，本
システムは，データベースに作品のキーワードと
キーワードの位置情報を保存している．表 1 の
キーワードは「女性」と「海」である．鑑賞者の
返答を JUMAN∗3 と KNP∗4 で解析し，キーワード
がテキストファイル内に既に存在すれば，登録さ
れた位置情報を含めて応答し，なければ追記する
ように実装した．表 1(3) の「女性とは，右側に
描かれている人のことですか？」と，(7) の「海
に見えたのは左下ですか？」がこれに該当する．
これにより，人によるファシリテーションに近い
AI ファシリテーションの実現を目指す．

設計方針

我々は，4 節 (2) で述べた課題点の原因について考察
するにあたり，2 節で述べた VTS について調べた．特
に，VTS におけるファシリテーターの三つの役割につ
いて注目した．以下にその役割を示す．

(1) 鑑賞者の注目位置の指差し確認
(2) 鑑賞者の返答をまとめ肯定
(3) 他の鑑賞者の意見の反映
我々は，課題点の原因として，対話型鑑賞に関する説
明の不足に加え，これらの役割を実行できていなかっ
た点があると考えた．そこで，本研究では，鑑賞者の
返答に対して肯定を行いつつ，作品に対する鑑賞者の
注目位置を確認する機能を実装した．

5.3

機能

本節では，鑑賞者の返答に対して肯定を行いつつ，作
品に対する鑑賞者の注目位置を確認する機能について
述べる．表 1 は，本システムを用いた対話として想定
されるものである．

(1) 肯定
システムからの質問に対して，ユーザが自分の解
釈を示した際，次の質問に移る前に，ユーザが示
した解釈を肯定する．表 1(7) の「確かに，海を
眺めているようにも見えますね」が該当する．本
システムは，ユーザの解釈を事実として認め，そ
れによって KANAI のデータを蓄積する．この応
答は，ユーザにとっても発言への抵抗感を減らす
ことにつながる．
(2) 位置確認
本来の対話型鑑賞では，ファシリテーターは鑑
賞者と同様に，作品を鑑賞しながらファシリテー
ションを行う．システムがこれを実現するには，
システムも作品を鑑賞している状態，つまり，作

おわりに
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本研究では，美術鑑賞における対話型鑑賞を支援す
る音声対話システム KANAI を開発した．本システム
を利用することで，ユーザが一人でも対話型鑑賞を行
うことができるシステムを目指す．本稿では，事前実
験で得た知見をもとに，実装したシステムの概要につ
いて述べた．今後は，本システムの有用性を確認する
評価実験を行う．
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