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in diﬀerent circumstances. As a result, many foreign students become unconﬁdent in dialogs. They often can not catch up with others and sometimes even
remain silent. In order to ﬁnd a solution, the Speech-phase Suggestion System
is developed with aim of providing language support for nonnative speakers
and enabling them to have more ﬂuent and free discussions. The system, being
based on Speech Recognition technology, makes Speech-phase Suggestions by
taking and analyzing key words in dialogs in turns. By making comparison
of experiments between [group-discussion by using E-dictionary] and [groupdiscussion by using system], we conclude that the participants have a better
satisfaction with the dialog, and a better impression of each other. And thus,
the eﬀectiveness of this system is proved.
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近年，日本教育の国際化が進み，在日留学生が増加している．留学生にとっては日
本人学生と共に，専門分野の知識を深めていくために，対面環境での自由なコミュニ
ケーションが非常に重要である．しかしながら，多大な数の留学生を受け入れたため
に，一部の留学生にとっては語彙不足により，言いたいことが表されなかったり，自
分の発言が適切かどうかについてその場で判断することが難しいことにより，発言へ
の不安があったりして，議論の中での発言が少なくなり，議論についていけなくなる
問題が増えてきた．そこで本研究ではグループディスカッションにおいて使用する言
語を母語とする者（母語者）と非母語とする者（非母語者）との対面コミュニケーショ
ンを円滑にするために，非母語者への発話支援を行い，対話状況に応じた使用語候補
提示システムを開発した．本システムでは音声認識技術を用いて，対話中に出現した
キーワードを順次取得し，それに基づいて使用語候補の提示を行う．評価実験では電
子辞書を利用した場合の議論と比較することで，提案システムの有効性を確認すると
ともに，議論全体への満足感および母語者と非母語者とのコミュニケーションの印象
が向上することがわかった．

1. は じ め に
近年，
「異文化」「グローバル」「国際化」などのキーワードがよく聞かれるようになって
きた．日本では，
「留学生 30 万人計画」1) のもとに，政策的に在日留学生の数の増加が推進
され，平成 20 年外国人留学生数は 123829 人に達するようになった2) ．このような教育現
場の環境の変化により，日本人と留学生との対面でのグループディスカッションを行う機会
をより増加させ，それを円滑に進めることはゼミや研究発表などの場において，留学生と日
本人学生が共に専門分野の知識を深めていくうえで非常に重要となる3) ．
教育現場で留学生を含んだグループディスカッションを行う際には言語を統一して行う場
合がほとんどであり，その言語を母語とする人（母語者）と非母語とする人（非母語者）が
含まれる．つまり，ディスカッションで使用する言語をもとに母語者と非母語者が活発に発
言し，相互に理解し合いながら，十分に議論を尽くすことが求められる．しかしながら，多
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大な数の留学生を受け入れたために，一部の非母語者はある程度日本語能力が持っていて
も議論の中で発言しなくなったり，議論についていけなくなったりする問題が増えてきた．
その原因として，1）語彙不足のために言いたいことが表現できない，2）その場で自分の言
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い方が適切かどうか判断することが難しいために発言への不安がある，などが挙げられる．
そこで本研究では対面型グループディスカッションにおける非母語者の発話を支援するた
めに，対話状況に応じた使用語候補を提示するシステムの開発を目的とし，実施する．ディ

In the recent years, along with the development of globalization, the number
of students abroad in Japan increases grammatically. In order to gain more
knowledge in their speciﬁc academic areas, it’s essential for them to have Faceto-Face discussions and dialogs ﬂuently with Japanese students. However, problems and obstacles also exist simultaneously, mainly due to the insuﬃciency
of their vocabulary and the diﬃculty in judging the appropriate of used words

スカッション中に対話状況に応じた発話フレーズを閲覧することが可能となることで，非母
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語者はそれをもとに積極的に発言することができ，発言への心理不安が解消される．その結

有効であるものの，使用言語によって非母語者の積極的な発話を支援することを目的として

果として，議論への満足感や母語者と非母語者とのコミュニケーションにおいてお互いの印

いない．

象を高めることができ，異文化コミュニケーションの促進につながることが期待される．

本研究では対面環境での非定型的な会話でのグループディスカッションに対し，非母語者
の発話支援を目的とする点で，これまでの従来研究とは異なる．

2. 関 連 研 究

3. 対話状況に応じた使用語候補提示システム

これまで，対面環境を対象とした異文化間コミュニケーションの支援を目的としたシステ

3.1 支援対象と設計方針

ム研究がなされてきた．

Wang らはアメリカ人と中国人を交えたブレーンストーミングにおいて，対面と非対面

本研究の対象活動は，母語者と非母語者が混在した少人数（4〜6 名程度）からなるグルー

でのコミュニケーションスタイルにおける文化的な異なりを調査するために実験を実施し

プによって，予め定められた課題に対し対面で自由にディスカッションを行うこととする．

た4) ．その結果として，非対面でのチャットコミュニケーションではアメリカ人と中国人の

また非母語者は日常生活を送るうえで日本語のコミュニケーションは可能であるものの，非

発言数に差がないにも関わらず，対面でのビデオ会議システムを利用したコミュニケーショ

母語でのディスカッションに不慣れであり，大学生・大学院生としての留学生とする．その

ンでは中国人の発言数がアメリカ人に比べ，減少することが確認された．そのような中国人

ような非母語者にとっては母語での議論が容易であるものの，非母語を用いて瞬時に正確な

の発話が消極的となる原因のひとつとして，第二言語の使用を挙げており，本研究ではその

言葉の表現が要求される場合に，非母語での適切な語彙や表現の選択が困難となる．

解決方法に取り組む．

以上の対象に対し，本研究では非母語者の発話を促すために，以下のような設計方針に基

対面型異文化コミュニケーション支援のための対話型コンテンツが研究されてきた6) ．例

づき対話状況に応じた使用語候補を提示するシステムを開発する．

えば，観光を対象とした発話意図理解と回答誘導による異言語間会話支援ツールグローバル

（1）会話内容に関連する単語の一般的な用例の提示

コミュニケーター7) ，旅行会話自動翻訳システム8) ，対訳を用いた多言語医療受付支援シス
9)

テム M3

対話に関連した単語の一般的な用例を提示させることで，他の単語との組み合わせやそ

などがある．これらの研究では対象となる場面を限定し，予め用意された対訳用

れによる汎用的な表現方法を知ることができ，非母語者の発話を支援することができる．

例をユーザに提供することで対話支援を行っている．しかしながら，このような方法は場面

（2）会話中において母語者と非母語者の適切/不適切な言い方を提示

を限定した定型的会話での使用に有効であるものの，話す内容が定まっていない非定型的な

非母語者は自分が発話した表現が母語者の言い方と同じであればそのまま継続的に使

会話となるグループディスカッションにおいては発話内容を予め予測し，対訳用例を用意す

用し，異なった不適切な言い方であれば使用を改めようとすることが可能になるため，

ることが難しいため，そのまま適用することができない．

非母語者の発言に対する不安を解消し，発話を促すことができる．

非定型的な対話を対象とした異文化コミュニケーション支援に関する研究がいくつかなさ

（3）会話中の単語の同義語，説明文および会話内容に対して母語での提示

れている．例えば，福島らは母語者と非母語者が共通した言語を用いて行う対面型会議にお
いて，非母語者を支援するシステム PaneLive を開発した

10)

会話に含まれる単語の同義語と説明文および会話内容に対して，母語でも確認できるた

．このシステムでは非母語者

め，議論内容をより正確に理解でき，発話し易くなる．

が討論内容を正確に理解できるようにするために，編集する人が討論内容をリアルタイムに

（4）グループディスカッションを妨げないような入力方式．

入力し，機械翻訳機能を利用して討論で用いた言語と異なる言語でも確認できるようにして

対話に集中させるために，会話内容をシステムに取り込む際に，キーボードなどのボタ

いる．岡本らは日本人と外国人が会話する際の文化的な知識の相互理解を支援するために，

ン入力やマウス操作よりも簡素なシステム入力方法を採用する．

3.2 システム構成

音声認識結果から会話中の名詞を自動抽出し，その関連画像を提示する異文化間コミュニ
11)

ケーション支援システム iGengo を開発している

．以上の非定型な対話を対象とした異

開発したシステムの構成図を図 1 に示す．

文化コミュニケーション支援研究では，会話内容に対する非母語者の理解を支援するうえで

本システムはクライアント・サーバ方式であり，クライアントではヘッドセットマイクと

2
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ヘッドセットマイク
タッチパネル式の
情報提示端末

図 1 システムの構成図
Fig. 1 Configuration of System

タッチパネル式の情報提示端末が 1 ユーザ当たり 1 セットとして割り当てられる．クライ
アントのマイクを通して音声は音声認識機能により，発話テキスト化され逐次サーバに送信
される．サーバではクライアントから送信されたデータを受信する度に，使用語候補情報を
付与したうえで，すべてのクライアント端末に配信する．

対話履歴の表示領域

各クライアントの情報端末には，図 2 に示すようなインターフェースが表示される．イ

(1)単語リスト表示領域
(3)会話中の適切/不適切な
言い方の提示領域

ンターフェースではグループディスカッションにおける音声認識結果の発話テキストをも
とに，会話中に出現した単語から内容語だけが抽出され，単語リスト表示領域（図 2 中の

(2)単語の一般的な 対話履歴の翻訳
用例の提示領域 の表示領域
(4)同義と説明文と
その翻訳の提示領域

図 2 システムのインターフェース
Fig. 2 Interface of System

(1)）に追加される．そして，単語リストのなかのひとつを選択することで，その単語の一
般的な用例，会話中の適切/不適切な言い方の提示、会話中に出現した単語の同義語，説明
文，および非母語者の母語への翻訳結果などの情報がそれぞれ，図 2 の (2)，(3)，および

(4) に提示される．会話中に出現した単語の一般的な用例の取得方法と会話中の適切/不適
切な言い方の取得方法については，それぞれ 3.3 節と 3.4 節で説明する．
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手順 1)音声認識結果からフレーズを取り出す．

ユーザはヘッドセットマイクを装着するだけで，本システムを利用することができる．ユー
ザが発言する度に，情報提示端末の単語リスト表示領域に発話テキストに含まれる単語が

音声認識結果から形態素解析により，内容語が含まれる単語 N-gram を生成する．

追加される．非母語者であるユーザは単語リスト表示領域の気になった単語をタッチパネ

手順 2)適切/不適切な言い方を判断する．
一般的な言い方として，Web 上に高頻度で出現する場合に適切な言い方として判断し，

ルを通して触れることで，それに関する用例やこれまでの対話の中での適切/不適切な言い

それ以外を不適切として判断する．

方が提示されるとともに，その単語の同義語と説明文，およびその翻訳結果が表示される．
用例からディスカッションへの発話につながる言葉を見つけたり，発言する前にその単語の

手順 3)適切/不適切な言い方に対し，提示するための優先度を付与する．
単なる音声認識結果の誤った音声認識結果も含まれるために，頻度によって，提示する

使用方法をこれまでの言い方から確認したり，あるいはその意味を確認したりすることがで

言い方の優先度を付与する．

きる．

本研究では，形態素解析ツールとして Mecab5) を利用し，N を 3 として行った．また

3.3 会話中に出現した単語の一般的な用例の取得方法

Web 上のデータでは Web N-gram コーパスが使用された． また実際に提示する言い方は，

非母語者の語彙不足を補い，言いたいことを表現し易くするために，単語ごとに会話中に
使用される可能性がある一般的な用例を提示する機能を開発した．その用例の取得手順を以

2 回以上の頻度である場合とした．

下に示す．

3.5 期待される効果

手順 1)会話内容に関連する一般的な用例を収集する

本システムの利用により，以下のような効果が期待される．

ディスカッションの設定課題に関する資料を事前に準備し，そのテキストデータから単

1) 非母語者に対して，会話中に使用する可能性のある用例候補を提示することにより，非

語ごとに同じ文で共起する内容語（名詞，動詞，形容詞）のリストを作成する．次にそ

母語者の言いたい表現の想起や発見，および選択を支援し，その結果として非母語者が
発言しやすくなることが期待される．

のリストを使用し，共起する内容語を含んだ文章の部分的な高頻度フレーズを，Web

2) 非母語者に対して，会話中に母語者と非母語者が発言してきた適切/不適切な言い方を

上のテキストデータから収集する．

提示することにより，非母語者の発話をその場で適切かどうか判断することができるた

手順 2)会話で使用され易い用例を選択する

め，発言への不安を軽減することができ，その結果として非母語者が発言し易くなるこ

手順 1 で収集された用例に対し，以下の条件を充たすフレーズを抽出する．

とが期待される．

– 機能語を最低 1 つは含む．

3) 会話中に使用された言葉の同義語と説明文といった意味とその非母語者の母語となる言

– 記号やフィラーが含まれる場合は除外する．

葉も提供することにより，非母語者の対話への理解を促進させ，議論への参加度を高め

そして抽出された用例のなかで，より長いフレーズを優先的に選択する．
⋆1

ることが期待される．

本研究では，Web 上のテキストデータとして Web 単語 N-gram コーパス の N が 4 か

4) システムへの音声入力とタッチパネル入力を採用することで，非母語者の入力への負担

ら 7 のデータを利用し，その中で頻度 1000 回以上のフレーズを高頻度とした．また本シス

が軽減でき，その結果として議論へ集中することが可能となる．

テム上に提示された用例数は 15 個とした．

3.4 会話中の適切/不適切な言い方の取得方法

4. 評 価 実 験

非母語者の発話への不安を緩和するために，単語ごとに母語者と非母語者の適切/不適切
な言い方を提示する機能を開発した．本節では音声認識結果から適切/不適切な言い方の判

4.1 実 験 概 要

断する手順について，以下に説明する．

本研究ではグループディスカッションにおいて母語者と非母語者との対面コミュニケー
ションを円滑にするために，非母語者への発話支援を目的とし，システムを開発した．そこ
で本実験では提案システムの有効性を検証するために，電子辞書を利用する場合との比較を

⋆1 N-gram コーパス - 日本語ウェブコーパス 2010, http://s-yata.jp/corpus/nwc2010/ngrams/
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行った．本システムを利用した場合に非母語者の発言数が伸び，発言への心理不安も軽減で
きれば，本システムが非母語者の発話を支援しているといえる．そして全体の発言数が伸
び，参加者全員にとって議論の満足度が高くなれば，有益かつ活発な議論を促しているとい
える．さらに，提案システムの要素機能についても，有効性を確認する．
本実験のグループディスカッションの方法としてはジグソー法を採用した．ジグソー法は
異なる情報を持たせたメンバで構成したグループが話し合うことで，メンバ同士の相互作用
を促進し，メンバが主体的に知識を構成する過程を支援する手法である．本実験では異なる
情報を持たせるために，事前に設定話題に関する資料を Web から用意し，メンバごとに内
容に基づき分類した異なる資料を配布し予習をさせた．
図 3 実験の様子
Fig. 3 Photograph of Feasibility

本実験は図 3，図 4 の環境において，4 つの大学院生グループ（1 グループあたり 4 名：母

図 4 非母語者用のタッチパネル操作
Fig. 4 Touch Panel Operation for Nonnative

語者 3 名，非母語者 1 名）の 16 人に対して実施された．すべての被験者はまず予め用意し
た課題資料について予習する．次に各話題について，40 分間のグループディスカッション
表 2 各グループの全体と非母語者の発言数に関する結果
Table 2 Number of Speech of All Members and a Non-native memeber for Each Group

を行う．その際，非母語者だけは提案システム或いは電子辞書のいずれかの指定されたツー
ルを利用することができる．各グループディスカッション終了後に，そのディスカッション

システムを
利用しない
場合の発言数
全体
非母
語者

の印象についての事後アンケート，およびシステムを利用した場合にはシステムの機能につ
いてのアンケートが実施された．
被験者とした非母語者は，日本語で日常会話ができ，日本語能力試験 2 級以上の日本語

システムを
利用した
場合の発言数
全体
非母
語者

グループ全体の発言数に
対する非母語者の
発言数の割合の変化

グループ全体の
発言数の変化

グループ１
490
73
395
75
+4.09
-95
グループ２
488
145
678
287
+14.62
+190
グループ３
387
53
490
99
+4.10
+103
グループ４
653
170
748
258
+8.46
+95
発言数は不必要なあいづちやせき込みなど，議論の本質的な内容を含まない認識結果を取り除いている．

レベルを持つ中国出身の留学生が選ばれた．すべての非母語者は事前アンケートによって，
各課題について興味を持っており，ディスカッションの経験があることを確認している．実
験環境と話題との組み合わせが与える影響を考慮して，各グループの実験話題は表 1 のよ
うにした．
表 1 各グループに対する課題と実験条件
Table 1 Excercise and Experimental Condition for Each Group
クローンの良い点と悪い点について
宇宙開発の良い点と悪い点について

提案システムの利用

比較方法の利用

グループ 1，3
グループ 2，4

グループ 2，4
グループ 1，3

表 3 ディスカッションの印象についての非母語者への事後アンケート結果（5 段階評価法）
Table 3 Results of Questionaires for Non-native Members about Discussion
質問項目
ディスカッションの中で，言い
たいことが表現できましたか

平均値
(システムなし)
2.00

平均値
(システムあり)
3.25

ディスカッションの中で，自分の
2.75
4.75
発言に自信を持っていましたか
(*): Mann-Whitney 検定結果の P 値

4.2 実験結果と考察
4.2.1 非母語者に対する発話支援

P 値 (*)
0.01
0.02

各グループの全体と非母語者の発言数に関する結果，および非母語者への事後アンケート
結果を，それぞれ表 2 および表 3 に示す．

5

c 2012 Information Processing Society of Japan
⃝

Vol.2012-GN-83 No.14
2012/3/22

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

提案システムを利用した場合のすべてのグループの非母語者の発言数は電子辞書を用い
た場合に比べ，2〜142 言の間で増加していた．またグループ全体の発話数に対する非母語

表4

者の発話数の割合においても，提案システムを用いた場合の方が比較方法に比べ，4.10〜

ディスカッションの印象についてのアンケート結果 (5 段階評価法)
Table 4 Results of questionaires about discussions.

果では，
「言いたいことが表現できた」と「自分の発言に自信をもっていた」といった質問

提案システムを
用いた場合

3.63
3.56

4.13
4.06

0.08
0.01

4.15

4.44

0.09

（非母語者を対象に）グループディスカッションの中で，
3.50
母語者の発言についてどの程度理解できましたか
(*): Mann-Whitney 検定結果の P 値

3.81

0.20

グループディスカッション全体に対して満足しましたか

項目において，システムを利用した場合の方がそれぞれ平均値 2.00 に対し平均値 3.25，お

グループディスカッションの中で， お互い（母語者ー非母語者）
がどの程度うまくコミュニケーションできたと思いますか

よび平均値 2.75 に対し平均値 4.75 と高く，Mann-Whitney 検定 5 ％有意水準で有意差が

（母語者を対象に）グループディスカッションの中で，
非母語者の発言についてどの程度理解できましたか

確認された．
以上から，提案システムは非母語者に対し発言数を促進させ，心理的不安を軽減させるこ
とから，非母語者の発話支援に有効であるといえる．

P値

(∗)

比較方法を
用いた場合

14.62 ％の間で増加していた．またディスカッションについての非母語者へのアンケート結

4.2.2 母語者と非母語者とのディスカッションへの影響
ディスカッションの印象についてのアンケート結果を表 4 に示す．
「議論への満足度」に関するアンケート結果では，提案システムを利用した場合の方が比
較方法を利用した場合の平均 3.63 に比べ，平均 4.13 と評価が高く，10%有意水準で有意差

表 5 本実験での要素機能の利用状況
Table 5 Availability of the Main Functions

が確認された．また「お互い（母語者-非母語者）のコミュニケーションの円滑度」，
「母語
者による非母語者の発言の理解度」および「非母語者による母語者の発言の理解度」に関
するアンケート結果では，提案システムを利用した場合の方が比較方法を利用した場合の
平均 3.56，4.15 および 3.50 に比べ，それぞれ平均 4.06，4.44 および 3.81 と評価が高かっ
た．
「お互い（母語者-非母語者）のコミュニケーションの円滑度」および「母語者による非
母語者の発言の理解度」に関しては，5%有意水準および 10%有意水準で有意差が確認でき

非母語者

単語リストに
含まれる単語数

クリック数

用例候補を
参照した発言数

不適切な言い方を
言い直した回数

A
B
C
D
平均値

769
733
1008
864
843.5

35
21
42
19
29.25

2
7
4
6
4.75

1
4
2
2
2.25

たものの，
「非母語者による母語者の発言の理解度」に関しては有意差が確認できなかった．
その原因として，被験者の非母語者たちが日常会話で支障のない高い日本語能力を持ってい
ることと，比較方法が理解支援を行う電子辞書であることが考えられる．その一方で，非母
語者の発言が理解される項目に関しては，提案システムを利用した場合において有効である

表 6 提案システムの各機能についてのアンケート結果
Table 6 Questionnaire Results of Each Function of the Proposed System

ことがわかった．
以上より，提案システムは非母語者が母語者に理解できる発言を支援するとともに，母語

提示された用例候補は議論に役に立ったと思いますか
提示された適切/不適切な言い方は議論に役に立ったと思いますか
音声認識を用いた発話テキストは議論に役に立ったと思いますか
提示された同義語と説明文は議論に役に立ったと思いますか
翻訳された発話テキストは議論に役に立ったと思いますか

者と非母語者のディスカッションを円滑化し，満足度を高めることが示唆された．

4.2.3 システムの要素機能
提案システムの要素機能である，会話内容に関連する一般的な用例の提示と会話中の適

平均値

標準偏差

4.00
2.75
3.75
3.75
3.50

0.71
0.43
0.43
0.43
0.50

切/不適切な言い方の提示についての実験での使用状況とアンケート結果を，それぞれ表 5
と表 6 に示す．
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4 つのグループが本システムを利用した話し合いにおいて，単語リストに表示された単語
数は平均 843.5 個であり，非母語者がクリックした単語数は平均 29.25 個であった．そのな
かで，非母語者が用例候補を参照して発言した回数は平均 4.75 個であり，自分の不適切な
言い方を反省して発言した回数は平均 2.25 個であった．このことから，システムの各要素
機能は対話のなかで参照され，使用されていることがわかった．
システムの使用に関するアンケート結果では，用例候補を提示する機能，適切/不適切な
言い方を提示する機能，発話テキストを提示する機能，同義語と説明文を提示する機能，お
よび翻訳された発話テキストを提示する機能について，それぞれ 4.00, 2.75, 3.75, 3.75, お
よび 3.50 の評価が得られた．特に用例候補を提示する機能については平均 4.00 と高い評価
であった．その一方で，適切/不適切な言い方を提示する機能は平均 2.75 で比較的，低い評
価であった．その原因としてはアンケートの自由記述から，
「提示される情報が正確ではな
いため，議論で使用できない」，
「音声認識の精度が低いため，適切/不適切が正確でない情
報が含まれていた」などの音声認識精度の低さが原因の意見が得られた．そのため，適切/
不適切な言い方を提示する機能は他の機能と比べ，音声認識の精度が低い場合に許容されな
い可能性がある．
その一方で，適切/不適切な言い方を提示する機能が実験の中で利用された例がある．例

図 5 提案システムが判断した適切/不適切な言い方の例
Fig. 5 An example of appropriate/inappropriate speech-phrases which the proposed system judged

えば，図 5 のように，非母語者は単語リストの中の「壊す」をクリックすると，これまでの
母語者の発言履歴から「を壊すこと」と「を壊すつもり」が適切な言い方と判断され提示さ

表 7 提案システムの操作についてのアンケート結果
Table 7 Results of the Questionnaire about Operation of the Proposed System

れている．また非母語者の不適切な言い方としては「とか壊すて」や「壊すて人」が提示さ
れている．その後の非母語者の発言では「子供が産んだらこの子供は多少人の少年のとき法

質問項目

母語者の平均値

非母語者の平均値
平均値

全員
平均値

標準偏差

マイクの装着は気になりませんでしたか
システム画面はわかり易かったですか

3.92
3.50

4.00
4.25

3.94
3.69

0.85
0.79

律になんか細胞法律違反し細胞を壊すことになたらも風呂なんか殺し、もし、新しくスター
トフフきょう教育のは再スタートを抱いて」があり，これまでの非母語者の不適切な言い方
を改め，母語者の適切な言い方を真似たと推測される．つまり，非母語者がグループディス
カッションのなかで，適切/不適切な言い方を提示する機能を利用し，自分の不適切な言い

位置に表示された情報について，直観的であり直ぐになれた」など画面の見やすさに対し好

方を改めて発言していたことがわかる．

意的な意見が得られた．

以上により，提案システムの各要素機能は有効に機能するといえる．

4.2.4 システムの操作性

以上から，音声を利用した入力インタフェースと提案システムのインタフェースは，対話
でのコミュニケーションを妨げない方法といえる．

提案システムの操作性についてのアンケート結果を表 7 に示す．
「音声を使ったシステム入力の容易性」および「システムの画面の見やすさ」に関するア

5. まとめと今後の課題

ンケート項目では，それぞれ平均 3.94 と平均 3.69 と高い評価が得られた．またアンケート

本研究ではグループディスカッションにおいて母語者と非母語者との対面型異文化コミュ

の自由記述項目では，
「使用語候補が見やすいし，調べやすい」や「インタフェース上の各
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6) 村松 泰起，鍛治 秀紀，楠 房子， 矢入 郁子：対面環境におけるコミュニケーションの
活性を目的としたインタラクティブコンテンツの実装と評価，情報処理学会研究報告.
HI, ヒューマンインタフェース研究会報告，Vol.2005(114), pp.25-32, (2005).
7) 笹島 宗彦, 井本 和範, 下森 大志, 山中 紀子, 矢島 真人, 福永 幸弘, 正井 康之: 発話意図
理解と回答誘導による異言語間会話支援ツールの試作，情報処理学会論文誌，Vol.48(3),
pp.1262-1273, (2007).
8) Ikeda, T., Ando, S., Satoh, K., Okumura, A. and Watanabe T. : Automatic interpretation system integrating free-style sentence translation and parallel text based
translation, Proc. Workshop on Speech-to-Speech Translation: Algorithms and Systems, pp.85-92 (2002).
9) 宮部 真衣，吉野 孝，重野 亜久里：外国人患者のための用例対訳を用いた多言語医療
受付支援システムの構築，電子情報通信学会論文誌. J92-D(6), pp.708-718, (2009).
10) 福島 拓，吉野 孝，喜多 千草：共通言語を用いた対面型会議における非母語話者支
援システム，電子情報通信学会論文誌，Vol.J92-D(6), pp.719–728,(2009).
11) 岡本 健吾，吉野 孝：会話中の名詞の関連情報を用いた対面型異文化間コミュニケーショ
ン支援システムの構築と評価，情報処理学会論文誌，Vol.52(3), pp.1213–1223 (2011).

ニケーションを円滑にするための非母語者の発話支援を目的とし，対話状況に応じた使用
語候補提示システムを開発した．本システムでは音声認識技術をもとに対話に含まれる単
語に対し，一般的な用例候補を提示する機能，会話中の適切/不適切な言い方を提示する機
能，および同義語と説明文とそれらの翻訳結果を提示する機能を装備している．
電子辞書を利用した場合との比較実験により，本システムの以下の効果を確認した．

• 非母語者に対して，発話数を増加させ，発話への心理的不安を軽減させるといった発話
支援に有効である．

• 母語者と非母語者とのディスカッションにおいて，お互いの理解と内容への満足感を高
めるといったコミュニケーションに有効である．

• 対面環境のディスカッションにおいて，音声認識の入力方式はコミュニケーションを妨
げないために利用できる．
今後は複数人の非母語者が参加したグループディスカッションや異なる話題と多様な背景
の非母語者が参加するグループディスカッションに対し，本システムの効果を検証する予定
である．
謝辞 本研究成果の一部は，科研費（基盤研究 B，20300048）の助成により実施された
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