
原著論文
Vol.20 No.2, 2018

非流暢性を伴うロボット (Talking-Ally)の発話調整方略とその
聞き手に対する適応に関する研究
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A study on utterance adjustment strategies of Talking-Ally that utilizes speech disfluencies
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Abstract – Disfluencies in spontaneous speech is often regarded as speaker’s speech
error, and it is often explained by attributing it to the internal mechanism of the speaker.
On the other hand, it can also be regarded that disfluencies were created as a result of the
interaction between the speaker and the hearer. From this point of view, an utterance
generation system“Talking-Ally”has been constructed.
　 In this study, the objective is to explore the factors that create disfluencies by a con-
structive approach. In particular, it focuses on the conversation adjustment function
related to maintaining the conversational situation when the hearer’s eye-gaze deviates
from the conversation. First, we constructed a model to adjust the utterance strategies
while adapting it to the hearer, then conducted an interaction experiment by using this
model. And we discussed how disfluencies of utterances can work.

Keywords : Spoken Utterance Generation, Human-Robot Interaction, Disfluencies in
Spontaneous Speech

1. はじめに

私たちの普段の何気ない会話をテキストとして書き

起こしてみると、会話の中では気にも留めていなかっ

た言いよどみや言い直しなどを数多く含んでいること

に気づく。これらの自然な発話 (spontaneous speech)

における非流暢な振る舞いは、これまで話し手側のス

ピーチエラーや乱れと捉えられやすく、その要因を話

し手の内部メカニズムに一方的に帰属させて説明して

いることが多い。

この発話という行為について、ここでは「サイモン

の蟻」と呼ばれる議論に当てはめて考えてみたい。「砂

浜を歩く蟻の足跡は、なぜ複雑な絵模様を描くのか」

ということを考えるとき、私たちは蟻という個体に

その要因を帰属させて考えやすい。けれども、一方で

Simon [2]の指摘するように、その複雑さはその蟻を取

り囲んでいる砂浜の起伏の複雑さを反映したものとし

て、その要因を環境側に帰属させる考え方もある。あ

るいは、蟻という行為主体とそれを取り囲んでいる環

境のどちらか一方に帰属されるというより、砂浜の起

伏とそこを歩く蟻との関わりの中で結果として生じた

ものと解釈することもできる。

自然な発話における言いよどみや言い直しなどの非

流暢な振る舞いに対して、こうした議論を当てはめて

みると [3]、話し手側、聞き手側のどちらかにその要
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因を求めるのではなく、行為主体である話し手とその

（社会的な）環境となる聞き手との関わりの中で、相

互に調整を行う結果として生み出されたものと捉える

こともできる。

上記の観点から筆者らは、これまで人とロボットと

の相互行為場面を利用して、自然な発話における非流

暢な振る舞いの生成プロセスを構成論的に探る試みを

進めてきた [4]。また研究プラットフォームとして、聞

き手の状態に配慮しつつ、聞き手との相互行為的な調

整に基づいて発話を組織する発話生成システムのプロ

トタイプ (Talking-Ally) [5]を構築してきた。このシス

テムは、「いま、あなたの話をちゃんと聞いてますよ」

という聞き手側の「聞き手性 (hearership)」をリソー

ス (=行為選択の際に参照しうる資源)として、発話の

進行やそのタイミングを微視的に調整することを特徴

とするものである。

先行研究 [5] において、この聞き手との相互行為的

な調整に基づいて発話を組織するTalking-Allyは、聞

き手からの「志向的な構え (intentional stance)」を

引き出せること、また、この発話に対する「聞き手と

しての参加態度 (engagement)」を高めることができ

ることなどを確認してきた。その一方で、こうしたロ

ボット (Talking-Ally)と人との相互行為場面において、

Talking-Allyのどのような発話の振る舞いが聞き手側

の「聞き手としての参加」を効果的に引き出せるもの

なのか、そこに聞き手の個人的な差異はあるのか、そ

して個々の聞き手に合わせた適応学習の可能性などに
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ついては、まだ十分に明らかになっていない。

そこで本研究では、このTalking-Allyに「聞き手と

しての参加」を引き出すための発話方略として、(a)

「(きょうは) ね」などの発話片末のモダリティ、(b)

「えーとね」「えーと」「あのね」などの発話開始要素

(turn initials)やフィラー (fillers)、(c)発話内での休

止 (silence)などを用意し、聞き手の視線の動きをアイ

トラッキングシステムで追跡しながら、聞き手からの

視線を獲得しやすい発話方略を探るためのシンプルな

適応学習機構を組み込んだ新たな研究プラットフォー

ムを構築した。また、この研究プラットフォームを利

用した実験参加者とのインタラクション実験を行い、

それぞれの発話方略が「聞き手としての参加」を引き

出す上でどのような効果があるのか、それぞれの聞き

手の個人差への適応過程はどのようなものとなるのか

など、これらの基本的な性質を検討したものである。

以下、本論文の 2章では、自然な発話の非流暢な振

る舞いに関する研究や当該分野での本研究の位置づけ

など、本研究の背景や狙いについて整理する。3章で

は、本研究のプラットフォーム (Talking-Ally)の構成

について述べる。4章では、Talking-Allyの発話方略

の概要と適応学習モデルについて述べ、5章において、

これらの発話方略と適応学習モデルを備えたTalking-

Allyによるインタラクション実験について説明し、6

章において、実験結果の分析・考察を行う。最後の 7

章にて、まとめと今後の課題を整理する。

2. 本研究の背景

2. 1 発話における非流暢な振る舞い

私たちが何気なく繰り出している発話の中には、「あ

のー」「えーと」などの言いよどみや言い直し、休止

などの振る舞いを観察することができる。これらは発

話における非流暢性 (disfluencies)とも呼ばれ、心理

言語学などの分野では、発話産出におけるプランとの

乖離やその修復過程として説明されてきた [1]。また、

Clark [6]などは、話し手の伝えようとする内容が複雑

なものほど中断しやすいことを指摘しており、言語産

出の過程における認知プロセスの影響を示唆している。

一方で、コミュニケーションや会話調整の観点から、

発話における非流暢性の役割を捉える研究も増えてき

ている。Brown [7] は、話し手は言いよどみや発話の

繰り返しを多用することで、その発話における沈黙を

埋め、いま発話準備中であることを他の会話参与者に

表示しながら発話権を維持しようとすることを指摘

した。また西阪 [8]は、「あのー」などの言いよどみに

よって、話し手の発言が「受け手に合わせたデザイン

であるかどうか」が不確定であることを表示し、それ

によって聞き手から必要な「修復」を誘い出すと指摘

している。また、串田 [9] は、言いよどみを用いてな

される言葉探しにおいて、参与者からの「助け舟」を

引き出すような機能を果たす場合があることを指摘し

ている。

2. 2 HRIやHAIにおける関連研究

人とロボットとのインタラクションやコミュニケー

ションについて議論する HRI（Human-Robot Inter-

action）や HAI（Human-Agent Interaction）の分野

においても、ロボットの動作や発話における非流暢性

に関する研究が行われている。例えば Shiwaら [10]は、

人とロボットのインタラクションにおいて、ロボット

の応答に遅延が生じた際に「えーと」と言い続けるこ

とで、遅延に対する印象を改善できることを指摘し

ている。また大島ら [11]は、人とロボットの対話にお

ける話者交替の際に生じる沈黙を対象に、ロボットが

「うーん」というフィラーを挿入することによる効果

をビデオ映像により分析している。これらの評価によ

り、ユーザーのコミュニケーションスキルやロボット

に期待する会話能力に合わせて、ロボットの行動を適

切にデザインする必要性を指摘している。

さらに、相手の様子を伺いながら適応的に発話内容

をコントロールするエージェントの研究も進められて

いる。石井ら [12]は、Wizard-of-Ozによってエージェ

ントとユーザーとの対話実験を行い、ユーザーの視線

遷移パターンを手掛かりに会話への参加態度を推定

することを試みている。ユーザーの関心が低下した際

に、その様子にあわせて発話や話題を変更することに

より、エージェントに対する印象が向上することを指

摘している。

2. 3 本研究の狙いと位置づけ

これまで筆者らは、自らはゴミを拾い集められない

ものの、他者の手助けを上手に引き出しながら、結果

としてゴミを拾い集めてしまう関係論的な行為方略を

備える「ゴミ箱ロボット」など、〈弱いロボット〉と総

称する一連の研究を進めてきた [3]。その過程で、この

関係論的な行為方略の枠組みは、人とロボットとの社

会的相互行為場面にもそのまま展開できることに気づ

いた。例えば、見知らぬ人にティッシュを手渡そうと

するロボットでは、その相手に受け取ってもらえなけ

れば、ロボットの「ティッシュを差し出す」という行為

は、必ずしも「ティッシュを受け渡す」ことにならな

い。他者のアシストを上手に引き出しながら、「ティッ

シュを受け渡す」という相互行為を組織していること

がわかる。

このことは相手に発話を繰り出すという場面でも同

様であり、その相手が聞き手となってくれなければ、

自らは話し手にはなれない。すなわち、会話の中でそ

の話し手や聞き手という参与役割、そして個々の発話
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や行為の意味や役割も、その相互行為のなかでそのた

びに組織されるものであり、こうした点については、

エスノメソドロジー研究や会話分析研究において初期

の頃より指摘されてきたことである [8]。

本研究では、これらの〈弱いロボット〉の一連の研究

や社会的相互行為論の観点に依拠しながら、聞き手か

らの手助けを上手に引き出しつつ、その聞き手の「聞

き手性」などをリソースとして、自然な発話をリアル

タイムに組織する発話生成システムの構築を試みてき

た。その狙いとするところは、次の２点である。

まず、自然な発話 (spontaneous speech)における非

流暢な振る舞いの生成プロセスとその役割などを人と

ロボットとのリアルタイムでの相互行為場面を利用し

ながら構成論的に探ろうとするものである。エスノメ

ソドロジー研究や会話分析研究は、もっぱら人と人と

の相互行為の様相を事後的に分析するもので、そこで

の発話様式やタイミングをリアルタイムに統制しなが

ら、そのたびの生じる会話参与者の発話や行為の意味

や役割を把握することは難しいものであった。その意

味で、本研究における構成論的な研究手法は、従来の

会話分析手法を補完できる可能性を秘めている。

もう一つの狙いは、HRI 研究やヒューマンインタ

フェース研究の分野において、聞き手側の状態に配慮

しつつ、聞き手との相互行為的な調整に基づいて発話

を組織する、新たな発話生成システムを提供すること

にある。

筆者らの先行研究 [5] で構築してきた Talking-Ally

のプロトタイプでは、「いま、あなたの話をちゃんと

聞いていますよ」という聞き手側の「聞き手性 (hear-

ership)」をリソースに、その発話の進行やそのタイミ

ングを微視的に調整することを特徴としている。シン

プルな構成ながら、聞き手からの志向的な構えを引き

出すとともに、聞き手の状態に配慮した一種の優しさ

を伴う発話生成システムの実現に成功している。また、

その言いよどみなどを含む非流暢な振る舞いは、その

相手から「聞き手としての参加 (engagement)」を引

き出せることを確認している。

本論文は、これらの研究の延長に位置づけられるも

ので、Talking-Allyからのどのような発話の振る舞い

が聞き手側の「聞き手としての参加」を効果的に引き

出せるものか、それは個人差を伴うものなのか、そし

て、その個人差に適応可能なものなのかを明らかにす

ることを目的としている。これまでの言語学的な研究

や社会相互行為論において、発話中の言いよどみやフィ

ラーの役割や意味は数多く議論されているものの、人

とある特定のロボットとの間で、そのたびに組織され

る意味や機能に関しては、まだ十分に議論されていな

い。特に生態心理学や身体性認知科学の観点からは、

図 1: Talking-Allyのハードウェア構成
Fig. 1 Hardware configuration for Talking-

Ally
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Virtual planes for Eye-gaze

図 2: 聞き手の視線の向きを把握するための仮想平面
Fig. 2 Virtual Plane for Eye-gaze

人とある特定のロボット (例えば、Talking-Allyなど)

の備える身体性との間でオリジナルに生まれる意味や

役割に着目したいと考えている。社会文化的な背景の

中で共有されてきたであろう辞書的な意味を参考にし

つつも、アイトラッキングシステムなどの計測機器を

援用しながら、「聞き手の視線を引き戻す機能」に着

目して検討する点に、本研究の特徴がある。

3. 本研究のプラットフォーム「Talking-Ally」

3. 1 ハードウェア構成

本研究で用いたロボット (Talking-Ally)は、ニュー

スソースからのテキストなどを音声合成システムに

よって読み聞かせるだけでなく、その聞き手の視線や

身体配置などを把握し、その状態を配慮して発話が繰

り出されるように設計されている。

その聞き手の状態のセンシング・認識機構としては、

聞き手の顔の位置を把握するための CCDカメラ、視

線を追跡するアイトラッキングシステム（Tobii Pro

X2-60）、聞き手の位置を把握する測域センサー（Laser

Range Finder）の 3つを備えており、これらで把握し

た聞き手の状態に合わせて、リアルタイムに発話の振

る舞いを選択するようになっている。

特にアイトラッキングシステム（Tobii Pro X2-60）
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では、トラッキングレート 60Hzで聞き手の視線を追

跡しており、図 2に示すような仮想平面を用いて、聞

き手がどの範囲の仮想平面を見ているかにより、その

視線の向きを把握している。また聞き手の目の瞳孔径

データを同時に計測し出力するようになっている。

また、Talking-Allyは 2つのサーボモーターによっ

て顔の向きを上下左右に動かし、聞き手の顔の追従や

その視線方向に顔を向けるなどの動作や、頷いたり、

否定表現などの社会的表示を行う。眼球の駆動部にも

２つのサーボモーターを備えており、その視線を上下

左右に動かすことで、より詳細に志向性を表示するも

のである。

3. 2 ソフトウェア構成

Talking-Allyの発話の生成は、以下の手順に従って

行われる。まずインターネットなどから取得したニュー

ス記事に基づいて、それぞれの発話文に「～なんだっ

て」「～らしいよ」という発話末のモダリティを付与

する。この文を形態素解析によって文節に相当する発

話片に区切り（＝フレージング）、それぞれの発話片

に新たに「～ね」というモダリティを付与する。それ

ぞれの発話片は、丁寧な発話を行うために 800～1000

ミリ秒の発話間隔を取りながら、一つひとつ繰り出さ

れ、音声生成システム (Wizard Voice)を介して音声

出力される。以下に、あるニュース文をフレージング

し、その発話末にモダリティを付与した例を示す。な

お後述する実験では、実在するニュース文を用いて実

験を行っている。

モダリティ付与の例� �
• 元となるニュース文

「今年の 10月に東京で音楽のイベントがあ

りました」

• 発話末にモダリティを付与したニュース文

「今年の 10月にね、東京でね、音楽のイベ

ントがね、あったんだよ」� �
4. 聞き手に適応した発話方略の獲得に向けて

本研究では、聞き手との相互行為を通して、そこで

会話調整のために効果的な発話方略を獲得すること

を試みる。その目的のために、Talking-Allyと聞き手

との相互行為場面において、聞き手の視線がTalking-

Allyから逸れたときに、その視線を引き戻すための適

切な発話方略を見出すことを目的とした適応学習モデ

ルを構築した。具体的な手法は以下の通りである。

4. 1 聞き手の視線の把握

聞き手の視線移動をアイトラッキングシステムでリ

アルタイムに把握しながら、適応学習モデルで選択さ

れた発話方略の結果を評価しながら、その発話方略に

対する報酬の付与を行う。そこで、聞き手がロボット

(Talking-Ally)を志向している（図 2における仮想平

面 1を注視している）状態をGazeIn、聞き手の視線

が他の対象にある（図 2における仮想平面 2, 3を注視

している）状態を GazeOutと定義する。

4. 2 発話方略に対する動的選択

本研究では、聞き手の注意を引き付けつつ、ニュー

スの内容を少しずつ伝えるためのTalking-Allyにおけ

る基本的な「発話方略」として、(a)ニュースの内容

を伝えるための各発話片 (=ほぼ文節に相当)に、「(～

は)ね」「(～と)ね」など聞き手への働きかけを伴う

モダリティ「ね」を付与した“Normal Utterance”、

(b)非流暢な要素として、発話片間や発話文と発話文

との間に生じる、わずかな発話の休止状態である“Si-

lence”、(c)発話を開始する際に多用される「えーと」

「んーと」「あの」などの代表的な発話開始要素 (turn

initials)やフィラー (fillers)、これに聞き手への働きか

けを伴う「えーとね」「んーとね」「あのね」などを利

用することとした。

なお、聞き手の視線を引き戻すための発話としては、

「ちょっと聞いて！」という直接的な表現も考えられる

が、本研究では、会話調整における言いよどみなど、

発話の非流暢な振る舞いの役割に着目することから、

これらの発話は使用しないものとした。また「あの」

は連体詞として使用される場合もあるが、本研究の範

囲では発話開始要素、フィラーなどの役割を期待して

使用している。

この Talking-Ally の適応学習のモデルでは、聞き

手と会話の場を維持している状態 GazeInにおいて、

“Normal Utterance”が選択される。しかし、聞き手の

注意の逸れている状態 GazeOutでは、その視線を引

き戻すための発話方略を決定する必要がある。その基

本的な選択方法としては、まず“Normal Utterance”、

“ Silence”、“えーと”、“んーと”、“あの”の５つ

の中から、次の発話方略が選択される。また“えー

と”、“んーと”、“あの”のいずれかが選択された場

合には、その発話片末にモダリティ「ね」を付与する

かどうか、つまり、“あの”とするか、“あのね”とす

るかを更に選択する。各状態における発話方略の一覧

を表 1に示す。

4. 3 報酬の決定と方略優先度の更新

聞き手の個性に適応させるための発話方略の決定

には、強化学習の一つであるソフトマックス行動選択

法 [13]を利用している。今回の実験では、約 5分程度

のインタラクションを想定しており、多くの試行回数

を前提とする他の強化学習法は利用しにくいためであ

る。このソフトマックス行動選択法では、インタラク
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図 3: 発話方略選択時の階層構造
Fig. 3 Structure when utterance strategy se-

lect

ションの際に得られる報酬に基づき発話方略の価値が

評価され、ルーレット選択と呼ばれるように、その価

値の比率が高いものほど、その発話方略が選択されや

すくなる。具体的には、確率的方策 (ポリシー)とし

てボルツマン分布に従うことを仮定するもので、以下

の式によって、t時点で選択すべき発話方略 aiの確率

分布 Pt(ai)を算出する。ここで T は、温度とよばれ

る学習パラメータである。

Pt(ai) =
e

Wt(ai)

T∑
j e

Wt(aj)

T

(1)

また報酬 rewardは、Talking-Allyが繰り出した発

話方略に対する聞き手の反応に基づき決定される。つ

まり、ある発話方略を繰り出した後、聞き手の視線が

ロボットに戻り、聞き手の注意を引きつけることがで

きた場合には正の報酬を、Talking-Allyの選択した発

話方略がうまく働かず、聞き手の視線が他の対象を注

視したままの場合には負の報酬が与えられる。

具体的には、Talking-Allyがある発話方略を繰り出

してから tcatchミリ秒以内で聞き手の視線がロボット

に戻った場合には、その間の聞き手の目の瞳孔径デー

タの平均値を正の報酬として与える。また、選択され

た発話方略の発話終了後 T ミリ秒経っても聞き手の

視線を引き戻すことができなかった場合には、その間

の聞き手の瞳孔径の平均値を負の報酬として与える。

ここでは、T を予備検討から得られた 2000ミリ秒と

した。なお、人の目の瞳孔径は約 2.5～4mmであり、

一般に興味のある対象に対して広がり、興味のない対

象に対して狭まるという性質があり、視線の先に対す

る関心の程度を推し量る手がかりとした。

reward =


1

tcatch

∑
Pupil (St = GazeIn)

− 1
T

∑
Pupil (St = GazeOut)

(2)

Wt(ai) = Wt−1(ai) + α ∗ reward (3)

α = 0.15 (4)

ここで与えられた報酬を用いて発話方略 ai の t時

点での優先度Wtを更新する。正の報酬の場合は、発

表 1: 各状態に選択される発話方略の一覧

Table 1 List of states and actions

状態 発話方略
GazeIn UT 通常発話

（ニュース内容＋発話片末のモダリティ）
UT 通常発話

（ニュース内容＋発話片末のモダリティ）
“えーと”

　 “えーとね”
GazeOut TI “んーと”

“んーとね”
“あの”
“あのね”

　 SI 沈黙 (1500ミリ秒の無音区間)
※沈黙はニュースに代わって行われる

話方略の優先度が大きくなり、その方略が選択される

確率がより高くなる。反対に負の報酬の場合は方略優

先度が小さくなるので次回の方略決定の場面ではその

方略が選択される確率が低くなる。

5. インタラクション実験

5. 1 実験の目的と方針

本研究プラットフォームとして構築した Talking-

Ally システムを用いて、実験参加者とのインタラク

ション実験を行った。この実験でまず確認すべきは、

それぞれの実験参加者に対して、本システムで採用し

た適応学習モデルの基本動作を確認することである。

また、それぞれの実験参加者に対して、適応的に発話

方略選択の適応学習を進めた場合に、具体的にはどの

ような発話方略が選択されるようになるのかを検証す

る。さらに、それぞれの実験参加者に対してTalking-

Allyの中で適応的に選択された発話方略のなかで、ど

のようなタイプが実験参加者の視線を引き戻すために

有効な機能を備えていたといえるのかを調べることに

する。

5. 2 実験の方法

実験は、パーティションで囲まれた静かな部屋の一

角で行われ、実験参加者にはテーブルの上に設置さ

れた Talking-Ally の前に着席してもらった。また前

述の発話方略の適応的な選択モデルに従って動作する

Talking-Allyからの発話を 5分間聞いてもらった。こ

のとき、参加者の注意を散漫にさせることを狙いとし

て、Talking-Allyの隣に設置したパソコンの画面に、

ある動物に関するビデオを上映した。

参加者には、

• このロボットがニュースを話すので聞いてあ

げてください。

• ロボットの右隣のパソコンの画面では、ある

ムービーが流れます。

• 実験終了後に、ムービーに関しても簡単な質
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(b) 減少型

　

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

0:00-0:59 1:00-1:59 2:00-2:59 3:00-3:59 4:00-4:59 

平
均
発
話
方
略
回
数
（
回
）

 

経過時間（分：秒） 

(c) 減少後増加型

　

図 4: 視線を引き戻すために必要とした発話回数 (平均値)
の変化
Fig. 4 Change in robot’s average behavior

frequency

問があります。

との教示を行っている。なお、このインタラクション

実験には、20～50歳の日本人 17名（男性 4名、女性

13名、平均 25.9歳）が参加した。

6. 結果と考察

実験参加者 17名のうち、16名から有効な結果が得

られている。これら 16名の実験参加者とTalking-Ally

とのインタラクションにおける、Talking-Allyの発話

方略の選択内容や実験参加者の視線データを用いて分

析を進めることとする。

6. 1 視線を引き戻すために必要とした発話回数の

変化

Talking-Allyは、聞き手の視線が他に外れていると

き、様々な発話方略を選択し、その視線をTalking-Ally

に引き戻すことを試みる。「あの」「えーとね」「えー

と」など、その視線を引き戻すために、その発話方略

が繰り返される場合がある。この視線を引き戻すため

に必要とした発話回数 (平均値)の時間変化は、ある

実験参加者に対する適応的学習の効果を測る目安の一

つとなる。

はじめに適応学習モデルの学習の様子を探るために、

実験参加者の視線がTalking-Allyから逸れた際に、聞

き手の視線がTalking-Allyに引き戻すために必要とし

た発話回数をカウントし、実験参加者毎に 5分間の 1

試行を 5つに分割し、それぞれの区間における平均値

を算出した。

その結果、図 4a～4cに示されるように、視線を引

き戻すために必要とした発話回数 (平均値)の時間変

化のパターンは、(a)一定型、(b)減少型、(c)減少後

増加型、の３つのタイプに分けることができる。以下

では、各タイプにおける特徴について、それぞれ分析

した結果を述べる。

6. 1. 1 タイプ１：視線を引き戻すために必要とし

た発話回数は平均１回

このタイプには、16名中 4名の実験参加者のデータ

が当てはまり、それぞれの実験参加者の視線を引き戻

すために必要とした Talking-Allyの平均発話回数は、

いずれの区間においても１回であった (図 4a)。この

ことは、Talking-Allyが何かしらの発話を行うと必ず

視線が Talking-Allyに戻っていたことを意味する。

ここで、試行中に各実験参加者がどれくらいの割合

でTalking-Allyを見ていたのかという注目率を、アイ

トラッキングシステムの履歴データから調べた結果を

表 2に示す。この表中の 4, 7, 9, 15の実験参加者が

このタイプのものであり、他の参加者よりもTalking-

Allyに対する注目率がいずれも他の実験参加者に比較

して高いことがわかる。こうした点から、このタイプ

の実験参加者は、パソコンに映されていたムービーよ

りも、Talking-Allyの発話に対する関心が高く、発話

方略に関係なく、視線を容易に引き戻せていたと考え

られる。

発話方略の学習に関しては、いずれの実験参加者に

ついても、Talking-Allyから視線が逸れる回数が少な

く、各発話方略に対して同様の反応を示していたため、

発話方略の適応学習を進めるものとなっていない。
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表 2: 各参加者における注目率
Table 2 Attention rate of each participant

　　参加者　　 　　注目率　　
1 　　 43.4 %

2 　　 65.6%

3 　　 68.8%

4 　　 90.6%

5 　　 63.7%

6 　　 35.5%

7 　　 90.6%

8 　　 58.6%

9 　　 78.5%

10 　　 66.8%

11 　　 49.4%

12 　　 66.1%

13 　　 26.5%

14 　　 62.2%

15 　　 88.2%

16 　　 79.6%

6. 1. 2 タイプ２：視線を引き戻すために必要とし

た平均発話回数が時間経過に伴い減少

このタイプには 16名中 11名が当てはまり、それぞ

れの実験参加者からの視線を引き戻すために必要とし

た平均発話回数は、平均 2回から、経過時間に従い、

最終的には 1 回近くまで減少していることがわかる

(図 4b)。

この結果は、聞き手に対する適応学習の可能性を探

るための手掛かりの一つとなると考えられる。しかし、

それぞれの実験参加者に対する適応学習が行われ、よ

り効果的な発話方略を獲得したという解釈に加え、他

にも実験参加者が次第に Talking-Ally との関わり方

に慣れてきたため、あるいは実験の意図に気づいたた

め、という要因も否定できないことから、さらに慎重

な議論が必要に思われる。

この点について、もう少し詳しく検討するために、

ここではそれぞれの実験参加者について、適応学習の

終盤におけるTalking-Allyの各発話方略がどの程度実

験参加者の視線を引き戻すことができているのか、そ

して各発話方略の選択確率が適応学習の時間の経過に

合わせ、どのように変化しているのかを調べた。図 5

と図 6に、このタイプ２のパターンを最もよく反映し

ていると考えられる代表的な実験参加者 A, Bの結果

を示す。

この結果に示されるように、適応学習の初期段階に

おける発話方略の選択確率は、均質な状態からスター

トしたにも関わらず、時間経緯に従って、それぞれの

実験参加者に合わせて、その視線を上手に引き戻すこ

との可能な発話方略は偏ってくることが確認できる。

また、最終的に学習された発話方略の視線獲得の割合

も、実験参加者毎に異なる様相を見せることがわかる。

図 5aによれば、実験参加者Aにおいては、“Normal

Utterance”、“えーと/えーとね”という発話方略は、

Talking-Allyに視線を引き戻す機能は弱く、最終の段

階において、その選択確率は小さくなり、使用される

機会も少ない。その一方で、“あの/あのね”という発

話方略は 7割近く視線を引き戻すことができており、

この発話方略は実験参加者 Aに対して効果的に機能

していたと考えられる。ここで図 5b を見てみると、

Talking-Allyは“あの/あのね”という発話方略と、他

にも視線獲得が可能であった“んーと/んーとね”と

いう発話方略の 2つを利用し、その選択確率を動的に

変化させながら発話を繰り出していたことがわかる。

同様に参加者Bにおいては、“Normal Utterance”、

“ Silence”、“えーと/えーとね”、“あの/あのね”の

4つの方略で視線を引き戻すことができている。特に

“ Silence”は、Talking-Allyが繰り出した発話回数も

多く、その視線を引き戻すことができる割合も高い。

このことから他の発話方略と比べて、より効果的に機

能していることが図 6aからわかる。また図 6bを見て

みると、初期段階ではその発話方略の選択確率の偏り

は少なく、バランスよく繰り出されていたものの、後

半では、特に“ Silence”の選択確率が上昇しており、

Talking-Allyは実験参加者Bの特性を反映した形で発

話を繰り出していたことがわかる。

参加者 A,Bは、それぞれ視線を引き戻すために効

果的な発話方略に違いはあるものの、Talking-Allyは

その場における聞き手の特性を反映し、その選択確率

を調整しながら発話を行っていたことを確認できた。

6. 1. 3 タイプ３：視線を引き戻すために必要とし

た平均発話回数が時間経過に伴い減少した

後、増加

16名中 1名の実験参加者について、視線を引き戻

すために必要とした平均発話回数が時間経過に伴い減

少した後、最終区間では増加するタイプのものが見ら

れた (図 4c)。

ここで各発話方略について、どの程度視線を引き戻

すことができているのかを見てみると（図 7a）、結果

として選択された発話方略の回数は、“んーと/んーと

ね”が最も多い。また、その視線獲得の割合は 9割近

くとなっていることから、この実験参加者に対しては、

“んーと/んーとね”は効果的な発話方略であったとい

える。

また図 7bに示されるように、その時間経過に伴い、

“んーと/んーとね”の発話方略の選択確率が大きくな

り、そこで選択される発話方略が偏っていたことがわ

かる。その結果、「この実験参加者 Cの視線が逸れて

いる場合には、“んーと/んーとね”と発話する」と定
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(a) 各発話方略における実験参加者の視線獲得の割合 (b) Talking-Allyにおける各発話方略の選択確率の変化

図 5: 参加者 Aのインタラクション結果
Fig. 5 Interaction result of participant A

(a) 各発話方略における実験参加者の視線獲得の割合 (b) Talking-Allyにおける各発話方略の選択確率の変化

図 6: 参加者 Bのインタラクション結果
Fig. 6 Interaction result of participant B

(a) 各発話方略における実験参加者の視線獲得の割合 (b) Talking-Allyにおける各発話方略の選択確率の変化

図 7: 参加者 Cのインタラクション結果
Fig. 7 Interaction result of participant C

められているかのように、機械的な振る舞いとなって

しまった。これは発話方略の適応学習が早い段階から

収束したことによるもので、こうした予定調和的な発

話方略の使用は、聞き手の視線を引き戻す効果を減少

させてしまったと考えられる。

6. 2 各発話方略における会話調整機能に関する

分析

先に述べたように、このTalking-Allyは聞き手の視

線が逸れたときに、その視線を引き戻すべく、言いよ

どみなどの発話方略を利用する。聞き手の視線は発話

文と発話文との間で逸れる機会が高く、発話文の途中

で視線が逸れる場合の性質の違いを考慮して、(1)発

話文の途中で聞き手の視線が逸れた場合、(2)発話文

と発話文の間で聞き手の視線が逸れた場合に分けて、

どの発話方略が聞き手の視線を引き戻すことに効果的

に機能したのかを調べた。なお、この分析においては

適応学習の進まなかったタイプ１のデータを除き、そ

の他の 12名の実験参加者のデータを用いた。
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図 8: 各発話方略の視線獲得の割合（発話文の途中で聞き手
の視線が逸れた場合）
Fig. 8 Rate of gaze acquisition in each strat-

egy in the case where the hearer look
away from robot before the end of one
sentence

図 9: 残差分析の結果
Fig. 9 Result of residual analysis

6. 2. 1 発話文の途中で聞き手の視線が逸れた場合

発話文の途中で聞き手の視線が逸れてしまった状況

において、各発話方略が聞き手の視線を引き戻すこと

のできた割合を図 8に示す。

５つの種類の発話方略と視線を引き戻すことのでき

た回数・できなかった回数との間の関連性を調べると、

カイ二乗検定でも、その関連性があり、偏りが認めら

れた（χ2(4) = 16.282, p = 0.0027）。また、どの発話

方略にどのような差があるのかを調べるために行った

残差分析の結果を図 9に示す。

この残差分析により、他の発話方略と比較すると、

“えーと/えーとね”の発話方略は聞き手の視線を引き

戻すことのできた割合が有意に低く (p < .01)、その

一方で、“Silence”、“あの/あのね”は、その割合が

有意に高い (p < .05)ことがわかる。また、“Normal

Utterance”、“んーと/んーとね”でも、聞き手の視

線を引き戻せた割合は、6割前後となっている。

これらの結果について、具体的な状況に照らして考

えると、発話文の途中で聞き手の視線が逸れた状況に

関わらず、通常の発話 (“ Normal Utterance”)を継

続した際でも、約 6割のケースで聞き手の視線を引き

戻すことができている。この「発話を継続すること」

図 10:“ Silence”で視線を引き戻した際の聞き手の反応時
間のヒストグラム（発話文の途中で、聞き手の視線
が逸れた場合）

Fig. 10 Histogram of the reaction time of the
hearer when acquiring a gaze with
“Silence”in the case where the hearer
look away from robot before the end
of one sentence

そのものが、まだその続きがあることを聞き手に表示

するものとなっていると考えられる。

一方、この発話を継続するという発話方略に比べて

も、聞き手の少し立ち止まって、聞き手の視線が向けら

れるのを待つような休止状態 (1500msecの“Silence”)

や、“あの/あのね”という、聞き手に対して宛名を向

けたような言いよどみ表現は、聞き手の視線を引き戻

す上でより効果的に機能していることを確認できる。

これに対して、同様な言いよどみ表現としてある

“えーと/えーとね”は、発話文の途中において、聞き

手の視線を引き戻す効果は、他の発話方略に比べて低

いものであった。“あの/あのね”と比較すると、“えー

と/えーとね”は聞き手に対する宛名性は低く、聞き

手に対して働きかけるというより、自らの発話のタイ

ミングや発話内容を調整するために使用していると聞

き手に認識されたためと考えられる。

また、言いよどみ表現の一つである“んーと/んー

とね”は、結果として“あの/あのね”と“えーと/えー

とね”の中間に位置づけられ、その状況によっては自

らの発話調整と聞き手との間での発話調整として機能

すると考えられる。

発話文の途中で聞き手の視線が逸れたとき、発話の

休止“ Silence”によって、その聞き手の視線を引き戻

す効果も、通常の発話の継続に比べて高いものとなっ

ている。発話の休止を始めてから、聞き手の視線が引

き戻される時間の分布を調べることで、その働きをも

う少し詳しく見ることができる (図 10)。

この結果によれば、(1)1500msec長の発話の休止”

Silense”を開始して、0.5～1.0秒の間に視線が戻った

頻度が最も高く、(2)沈黙開始から 2.5秒以上にあた

る区間でも、その頻度が高くなっている。(2)のケー
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図 11: 各発話方略における視線獲得の割合（発話文と発話
文との間で視線が逸れた場合）

Fig. 11 Rate of gaze acquisition in each strat-
egy in the case where the hearer look
away from robot after the end of one
sentence

図 12:“ Silence”で視線を獲得した際の聞き手の反応時間
のヒストグラム（発話文と発話文との間で聞き手の
視線が逸れた場合）

Fig. 12 Histogram of the reaction time of the
hearer when acquiring a gaze with
“Silence”in the case where the hearer
look away from robot after the end of
one sentence

スは、Talking-Allyからの意図的な沈黙として認識さ

れたものであり、また (1)のケースでは、わずかな発

話タイミングの揺らぎによって、聞き手の視線が引き

戻されたと考えられる。

今回のインタラクション実験では、こうした事例が

数多く観察されていることから、今後は、この”Si-

lence”の継続時間長を制御することも、有効な発話方

略や聞き手に対する適応学習の要素の一つとなると考

えられる。なお、人とロボットとのインタラクション

では、ロボットの休止状態が長いと故障や不具合が生

じたものと捉えられることもあるため、本実験での”

Silence”の継続時間を 1500msとした。

6. 2. 2 発話文と発話文の間で聞き手の視線が逸れ

た場合

次に、発話文と発話文との間で、聞き手の視線が

逸れてしまった状況において、それぞれの発話方略が

聞き手の視線を引き戻すことのできた割合を図 11に

示す。

この状況では、Talking-Allyからの発話内容は一つ

の発話文として完結しており、実験参加者の視線は、

パソコン上のムービーに移りやすい。発話方略の総数

は、発話文の途中のケースに比べて少ないこともあり、

それぞれの発話方略が聞き手の視線を引き戻す効果に

ついて、有意な差は認められなかった。それでも、6割

以上は、聞き手の視線を引き戻せていることがわかる。

ここでの“えーと/えーとね”、“んーと/んーとね”、

“あの/あのね”などは、言いよどみというよりも、新

たな発話文が継続される際の発話開始要素 (turn ini-

tials)として機能した可能性がある。同様に、”Normal

Utterance”も、まだ発話が継続することを表示する

ことで、聞き手の視線を取り戻せたのではないかと考

えられる。

前節と同様に、“ Silence”によって聞き手の視線を

取り戻せたタイミングの分布を調べてみると (図 12)、

(1)沈黙開始から 1.0～1.5秒の間を中心に、聞き手の

視線を引き戻せており、また (2) 沈黙開始から 2.5～

3.5秒の間でも、その頻度の高いことが確認できる。前

節にある図 10と比較すると、この (1)と (2)のいずれ

においても、発話文と発話文との間で聞き手の視線を

引き戻すには、1秒程度、余計に沈黙時間を必要とし

ていることがわかる。

6. 3 発話片末のモダリティ「ね」の効果に関する

分析

これまでの分析では、”えーと”と　”えーとね”、”

んーと”と　”んーんとね“、”あの”と　”あのね”

など、そのモダリティ「ね」の有無については、特に

区別せずに扱ってきた。ここでは、言いよどみの表現

として、このモダリティ「ね」を付与することの効果

を調べた。

図 13aから図 13cは、発話文の途中で聞き手の視線

が逸れた場合に、それぞれの言いよどみ表現が視線を

引き戻せた割合を、モダリティ「ね」を付与しない場合

と付与した場合とで分けで調べた結果を示している。

この図から明らかなように、“えーと“ と　”えーと

ね”、“んーと”と　”んーとね”では、それぞれ「ね」

を付与してもしなくても、その効果にほとんど差はな

いといえる。一方、”あの”と　”あのね”に関しては、

有意な差が認められた（χ2(1) = 5.029, p = 0.0249）。

一般的に考えれば、単に“あの”と発話することに

比べて、”あのね”と発話するほうが聞き手に対して

働きかけを伴っており、その宛名性も高いと考えられ

る。また、“あのね”は、単に”あの”に「ね」を付与し

たものではなく、連体詞などの特定の言語的意味を担

うという指摘もある。そうした観点からは、”あのね”

の方が聞き手の視線を効果的に引き戻せることは容易
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(a)“えーと”/“えーとね” (b)“んーと”/“んーとね” (c)“あの”/“あのね”

図 13: 発話片末のモダリティあり/なしに対する視線獲得の割合（発話文の途中で聞き手の視線が逸れた場合）
Fig. 13 Rate of gaze acquisition regarding to adding or not end-of-sentence

particle in the case where the hearer look away from robot before the
end of one sentence

(a)“えーと”/“えーとね” (b)“んーと”/“んーとね” (c)“あの”/“あのね”

図 14: 発話片末のモダリティあり/なしに対する視線獲得の割合（発話文と発話文の間で聞き手の視線が逸れた場合）
Fig. 14 Rate of gaze acquisition regarding to adding or not end-of-sentence par-

ticle in the case where the hearer look away from robot after the end
of one sentence

に想像できるものの、Talking-Allyというロボットか

らの”あのね”という発話がこの文脈のなかで、聞き

手の視線を引き戻すという機能を担えていることを改

めて確認できた意味は大きいと考えている。エスノメ

ソドロジー研究で指摘されてきたように、個々の発話

の意味や機能の一部は、そのロボット (Talking-Ally)

と聞き手との関わりの中で、そのたびに相互行為的に

組織されるという側面を持つものだからである。しか

し、聞き手が「あの」をどのようなものとして認識し

ていたのか、その認識が聞き手の振舞いにどのような

影響を与えたのかに関して、今後は注意深く見ていく

必要がある。

また、発話文と発話文との間で視線が外れた際の、

それぞれの言いよどみ表現の効果を調べた結果を、図

14aから図 14cに示す。サンプル数が少ないことから、

確定的なことは言えないものの、ここではモダリティ

「ね」の有無に関して大きな偏りは見られないという

結果であった。

7. まとめ

本論文は、聞き手との相互行為的な調整の下で発話

をリアルタイムに組織することを特徴とする発話生

成システム (Talking-Ally)の研究の一環として、この

Talking-Allyで発話方略として使用する「えーと」「あ

のね」などの発話開始要素、フィラー、発話の休止、

発話片末のモダリティなどの非流暢な振る舞いが備え

る会話調整ための基本機能を確認するとともに、この

発話方略を聞き手の特性に合わせるための適応学習モ

デルの構築とその適応学習の結果について述べたもの

である。

人と人との会話場面における、話し手の発話におけ

る非流暢性の役割に関しては、これまでもエスノメソ

ドロジーや会話分析研究で数多く議論されている。し

かし、人とロボットとの相互行為場面では、これらの

非流暢な振る舞いが実際にどのように機能するかは必

ずしも明らかではない。ここではアイトラッキングシ

ステムを利用し、聞き手の視線を引き戻すための発話

方略に着目することにした。また、これらの発話方略

を聞き手の特性に適応させながら、その中で有効に機

能していた発話方略を見出すとともに、その適応学習

の様子を観察した。

適応学習のモデルについてはまだ検討の余地がある

ものの、それぞれの聞き手に合わせて適応学習を進め

ることで、そこで効果的に使用される発話方略に偏り

が生まれること、一部のタイプを除き、16名中 11名

の例では聞き手の視線を引き戻すための平均発話回数

を減少させていることを確認した。

次に、聞き手の視線を引き戻すための発話方略を調
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べたところ、通常の発話でも 6割程度は視線を引き戻

せていること、”あの／あのね“などの発話開始要素

や発話文の途中における休止などがより有効に機能す

ること、特に発話の休止”Silence”の継続時間長を制

御することは、新たな発話方略や適応学習の要素の一

つになり得ることを明らかにした。

また、「えーと」「あの」など自らの発話を調整する

ためのフィラーと比較して、「あのね」など、聞き手

に対する宛名性のある表現のほうが、聞き手の視線

を引き戻せることを確認できた。こうした結果はある

意味で自明であるとも考えられるが、本研究プラット

フォームのような、比較的統制しやすいロボットと実

験参加者との相互行為場面で構成論的に一つひとつ確

認できたことの意味は大きい。

本研究での試みはまだ端緒についたばかりであり、

今後に残された課題も多い。その一つは、聞き手の個

性に対する適応学習モデルの洗練化である。本研究で

は、聞き手の会話参加態度を推し量るための手がかり

として、それぞれの発話方略が聞き手の視線を引き戻

せるかどうかの情報のみを用いた。しかし、厳密には

聞き手の視線の移動は様々な要因や個人差、実験時の

教示方法の影響などもあり、本論文での手法のみで会

話参加態度を十分に推定できているのかどうか、他の

要因の影響がどの程度入り込んだのかに関する検討は

十分ではない。今後は、さらに聞き手の目線の動きだ

けではなく、相手の発話やうなずき、表情変化なども

取り込むことにより、その聞き手の状態に関する推定

精度を向上させる必要がある。そのことで、本研究の

結果をより一般性のあるものとすることができる。さ

らに、発話方略の選択-評価サイクルにおいては、そ

のサイクルタイムを小さなものとし、微視的な相互行

為的調整を実現していく必要がある。
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