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あらまし 本論文では，応答性に優れた車内音声対話システムの実現を目指し，あいづち生成タイミングの分析と検

出について述べる．本研究では，あいづち生成タイミングが安定的にタグ付けされた対話コーパスを用いて，あいづ

ち生成タイミングの特徴を網羅的に分析した．また，その分析結果に基づいて，統計的手法により，あいづち生成タ

イミングを高精度に検出することを試みた．1,219対話ターンを用いた検出実験の結果，あいづち生成位置の適合率で

82.2%，再現率で 66.1%を達成しており，本手法の有効性を確認した．
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Abstract This paper describes analysis and detection of back-channel feedback timings, aiming at realizing in-car

spoken dialogue systems with the high responsiveness. In our research, we analyzed the characteristics of back-chan-

nel feedback timings comprehensively by using in-car speech dialogue corpus where back-channel feedback timings

were consistently tagged. And then, we tried to statistically detect the timings based on the result of analysis.

An experiment using 1,219 dialogue turns, providing a precision of 82.2% and a recall of 66.1%, has shown the

effectiveness of our method.

Key words corpus, spoken language, dialogue system, tagging

1. は じ め に

近年，音声対話システムの実用化が進みつつある．なかでも

車内音声対話システムは，最も普及している音声アプリケー

ションの一つであり，その多くは，ナビゲーションや情報検索

を主要なタスクとしている．これまで，タスクを確実に遂行で

きるシステムの実現を目的に，音声認識や発話理解，対話制御

などの研究開発が進められ，車内音声対話の技術は大いに向上

している．今後は，単にタスクを達成できるだけでなく，ドラ

イバがより快適に対話を進められるように，システムの応答性

を高めることが重要となる．

システムの応答性を高めるための一つの方法は，ユーザの発

話中においてもシステムが何らかの反応を返すことにより，シ

ステムによる認識や理解の状態を適宜開示することである．こ

のような開示は，人間同士の対話の場合，頷きや表情，身振り

や手ぶり，あいづちなどの行為を通して遂行される．しかし，

実走行車内においては，ドライバの視線は音声対話システムに

ないため，システムによるドライバへの応答としては，音声に

よる応答，すなわち，あいづちによらざるを得ない．また，ド

ライバにとって快適な車内対話を実現するためのシステムの応

答戦略としては，ドライバの発話中に積極的にあいづちを打つ

ことが望まれる一方，適切なタイミングであいづちが生成され
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る必要がある．

そこで本論文では，高い応答性を備えた車内音声対話システ

ムの実現を目指し，対話コーパスを用いたあいづち生成タイミ

ングの検出について述べる．あいづちの発生タイミングに関す

る研究は既にいくつか存在しており [1]～[6]，人間の間で遂行

された対話中のあいづち発生タイミングに基づいて，あいづち

位置の分析や推定が行われている．しかし，これらの研究で利

用されてきた現存する音声対話コーパスは，あいづち発生タイ

ミングの揺れが大きいため，実践的に利用するのに適したデー

タとはいえず，あいづち生成タイミングの推定において，十分

な精度は達成されていない．本研究では，既存の車内対話デー

タに対して，あいづちの生成に適した位置に網羅的にタグ付け

することにより構築した，あいづちコーパスを用いて，適切な

あいづち生成タイミングを高精度に検出する．

本研究では，まず，タグ付けの安定性を備えたあいづちコー

パスを分析し，文節境界や節境界，ポーズ，発話速度，ピッチ，

パワーと，あいづち発生タイミングの関係を明らかにした．次

に，その分析結果に基づいて，統計的手法によりあいづち生成

タイミングを検出することを試みた．あいづち生成タイミング

の検出実験では，人手による検出結果を若干下回る程度の推定

性能（適合率 82.2%，再現率 66.1%）を達成しており，本手法

の有効性を確認した．

2. あいづちコーパス

あいづちとは，話し手の発話を受け取ったことを，聞き手が

話し手に伝達するサインである [2]．この意味で，車内における

ドライバとシステムとの対話では，ドライバが安心して発話を

遂行するために，システムは可能な限り頻繁にあいづちを打つ

ことが望ましい．しかしその一方で，むやみやたらにあいづち

を打ち続けたのでは，ドライバはシステムが話を理解している

のかについて疑念を抱くこととなり，あいづち本来の役割を果

たせなくなる．

このため，あいづちを打つタイミングが重要となる．あいづ

ちタイミングについては，人間による対話を調査した研究がい

くつかあるが [1]～[6]，これらの知見だけでもって，あいづちを

生成する機構を実現することは容易ではない．というのも，あ

るタイミングで生成されたあいづちの適切さとは，音響あるい

は言語的な諸要因の複合によるものであり，それを統一的に体

系化することは困難であるためである．これに対する一つの解

決法として，タイミングの適切さを，大規模データに基づいて

判定することが考えられるが，現存する音声対話コーパスに収

録されたあいづちの発生タイミングは，対話の環境や聞き手の

心理状態などによる揺れが大きく，上述の目的に直接利用する

ためのデータとして適さない．

そこで著者らは，上述の問題を解決し，より実践的なデータ

を整備するために，以下の 4 つの方針を設けてタグ付け作業

を実施し，タグ付けの安定性を備えたあいづちコーパスを構築

した [7]．なお，タグ付け作業は，CIAIR 車内音声対話コーパ

ス [8] に収録されているドライバ発話に対して，1 名の作業者

により実施した．

１）網羅的なタグ付け: 作業者は，不自然でないあらゆるタイ

ミングにあいづちタグを付与する．

sp_sp_sp___                                                                  0  0.000  0.030
0 (FとF)_ト__記号-一般__                                                       0  0.030  0.090
1 服_フク_服_名詞-普通名詞-一般__                                              0  0.090  0.340

を_オ_を_助詞-格助詞__                                                       0  0.340  0.520
sp_sp_sp___                                                                  0  0.520  0.610

2  買い_カイ_買う_動詞-一般_五段-ワア行-一般_連用形-一般 0  0.610  0.850
たい_タイ_たい_助動詞_助動詞-タイ_連体形-一般 0  0.850  1.080
ん_ン_ん_助詞-準体助詞__                                                     0  1.080  1.150
だ_ダ_だ_助動詞_助動詞-ダ_終止形-一般 0  1.150  1.240
けど_ケド_けど_助詞-接続助詞__                             /並列節ケレドモ/  0  1.240  1.420

3  どっ_ドッ_どっ_代名詞__                                                      1  1.420  1.670
か_カ_か_助詞-副助詞__                                                       0  1.670  1.850

4  近く_チカク_近く_名詞-普通名詞-副詞可能__                                    0  1.850  2.190
に<H>_ニ<H>_に_助詞-格助詞__                                                 0  2.190  2.880
sp_sp_sp___                                                                  0  2.880  3.080
pause_pause_pause___                                                         1  3.080  4.992

5  安い_ヤスイ_安い_形容詞-一般_形容詞_連体形-一般 0  4.992  5.362
6  お_オ_お_接頭辞__                                                            0  5.362  5.422

店_ミセ_店_名詞-普通名詞-一般__                                              0  5.422  5.652
7  ある_アル_ある_動詞-非自立可能_五段-ラ行-一般_終止形-一般 0  5.652  5.832

か_カ_か_助詞-終助詞__                                                       0  5.832  5.982
なあ_ナー_なあ_助詞-終助詞__                                                 0  5.982  6.272

文節番号文節番号文節番号文節番号

あいづちあいづちあいづちあいづちタグタグタグタグがががが付与付与付与付与されたかされたかされたかされたか否否否否かかかか（（（（1：：：：されたされたされたされた 0：：：：されていないされていないされていないされていない）））） 開始時間開始時間開始時間開始時間

終了時間終了時間終了時間終了時間形態素形態素形態素形態素or ポーズポーズポーズポーズ 節境界節境界節境界節境界

図 1 あいづちコーパスの例

２）オフライン環境でのタグ付け: 作業者は，付与対象の音声

を一回以上聞いた上で，ドライバ音声の書き起こしテキストに

対してタグ付けする．

３）あいづち発生タイミングの離散化: 対話ターンを，時間軸

上に連続した形態素区間または無音区間（以下，基本区間）か

らなる列であるとし，作業者は，基本区間ごとに，あいづち生

成タイミングとして適切であるかを判断し，適切であればタグ

を付与する．なお，無音区間については，200ミリ秒を超える

場合には，200 ミリ秒の無音区間 (sp) とそれ以外の無音区間

(pause)とに分割し，それぞれを基本区間とした．

４）あいづち合成音の再生による推敲: 作業者がタグを付与し

たタイミングであいづちが発生する対話音声を自動生成し，作

業者はその音声を再生することによって推敲する．本研究はあ

いづちの発生タイミングに焦点をあてるため，いくつか存在す

る，あいづちの種類のうち，理解・同意を示す最も一般的な様

式として「はい」を採用し，その合成音を HITACHI製の音声

合成ソフトウェア HitVoice を用いて生成した．また，あいづ

ち音声は，タグ付けされた基本区間の開始から 50ミリ秒後の

タイミングで発生を開始することとした．

図 1に構築したあいづちコーパスの例を示す．各行は，基本

区間を意味しており，ドライバ発話における形態素区間または

無音区間の情報が表記されている．また，開始終了時間，なら

びに，あいづちタグが付与されたか否かの情報を与えている．

さらに，形態素の場合は，形態素情報や文節境界情報，節境

界情報を付与している．ここで，形態素情報は ChaSen [9] ＋

Unidic [10]を，節境界情報は CBAP [11] を，各基本区間の開

始・終了時間は連続音声認識システム Julius [12]を用いて自動

的に付与した．また，文節境界は CIAIR車内音声対話コーパ

スに付与されているものを利用した．なお，表 1に構築したあ

いづちコーパスの規模を示す．

本研究では，構築したあいづちコーパスにおけるタグ付けの

安定性とタグ付け位置の妥当性を評価するため，（１）4名（コー

パス作成者Aと被験者 B,C,D）によるタグ付け結果の κ値 [13]

の測定と，（２）タグ付け結果に基づいて生成したあいづち音声

の自然さに関する主観的評価，を実施した．その結果，（１）で

は，κ 値が usable quality（.67 < κ < .80）[14] を示し，（２）

では，全体の 98.5%のあいづちが自然であると被験者により判

断されており，本タグ付け作業によって，高い安定性と自然さ

を備えたあいづちコーパスが構築できることを確認した [7]．
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表 1 あいづちコーパスの規模

話者 346

発話ターン 11,181

節 14,643

文節 43,723

形態素区間 94,030

無音区間 19,142

あいづち 5,416

表 2 分析データの規模

話者 35

発話ターン 1,219

節 1,421

文節 4,507

形態素区間 9,881

無音区間 1,813

あいづち 546

表 3 文節境界の種類とあいづち発生割合

品詞 割合

助詞 21.29% (329/1545)

記号 3.77% (21/557)

名詞 9.61% (27/281)

接続詞 12.81% (31/242)

感動詞 1.71% (3/175)

助動詞 36.59% (60/164)

副詞 5.45% (6/110)

形容詞 11.59% (8/69)

動詞 15.91% (7/44)

接尾辞 21.62% (8/37)

連体詞 2.70% (1/37)

表 4 節境界の種類とあいづち発生割合

節の種類 割合

感動詞 2.05% (7/342)

主題ハ 10.94% (14/128)

並列節ケレドモ 97.60% (122/125)

談話標識 10.53% (12/114)

引用節 0.00% (0/67)

連体節 11.11% (7/63)

連用節 10.53% (4/38)

理由節ノデ 94.29% (33/35)

理由節カラ 82.35% (28/34)

テ節 35.71% (10/28)

3. あいづち発生タイミングの分析

本研究では，あいづち生成タイミングを推定するために統計

的アプローチを採用する．そのための有効な素性について検討

するため，あいづち生成タイミングの特徴分析を行った．分析

には，前章で述べたあいづちコーパス [7]の一部を用いた．分

析データの規模を表 2に示す．全基本区間 11,694個に対して，

あいづちは 546個発生しており，基本区間当たりのあいづち発

生割合は 4.7%であった．以下では，文節境界や節境界，ポー

ズ，発話速度，ピッチ，パワーに着目し，それらとあいづち生

成タイミングとの関係について調査した．

3. 1 文 節 境 界

あいづちは，内容理解を示す機能を持つため，話し手の発話

をある程度理解したときに打たれると考えられる．文節は，日

本語における最小の意味的なまとまりであるため，文節と文節

の間，すわなち文節境界にあいづちが打たれやすいと考えられ

る．分析データ中に文節境界は 3,288個存在しており，そのう

ち，504 個にあいづちが発生していた（発生割合は 15.3%）．

基本区間当たりのあいづち発生割合 4.7%と比べ高い数値を示

しており，文節境界にあいづちが発生しやすいということが分

かった．なお，次のいずれかの基本区間にあいづちが発生して

いる場合，文節 bi と bi+1 の境界にあいづちが発生していると

判定した．
• bi と bi+1 の間に存在する無音区間（spまたは pause）
• bi+1 の先頭の形態素区間

ここで文節は，先頭と末尾を形態素区間とする，基本区間の列

から構成されるものとする．

次に，文節境界をその直前の文節（すなわち，文節 bi と bi+1

の間の文節境界に対して，bi）の最終形態素の品詞によって分

類し，その分類ごとにあいづちの打たれやすさの異なりを分析

した．表 3に，文節境界の種類ごとのあいづち発生割合を示す．

直前の文節の最終形態素の品詞が助詞や助動詞，接尾辞，動詞

の場合にあいづちが打たれやすいことが分かった．

3. 2 節 境 界

節は文節よりも強い意味的なまとまりであるので，節境界に

はあいづちが打たれやすいと考えられる．分析データ中に，節

境界は 1,082個存在しており，このうち，283個にあいづちが

発生していた（発生割合は 26.2%）．文節境界へのあいづち発

生割合（15.3%）と比べて高く，文節境界以上に節境界にはあ
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図 2 ポーズ長とあいづち発生割合

いづちが発生しやすいことが分かった．なお，節 ci と ci+1 の

間の文節境界にあいづちが発生しているかどうかの判定は，3.1

の文節境界の判定時と同様である．ここで，節は，先頭と末尾

を形態素区間とする，基本区間の列から構成されるものとする．

次に，節境界の種類によるあいづちの打たれやすさの異なり

を分析した．表 4に，節境界の種類ごとのあいづち発生割合を

示す．節境界「並列節ケレドモ」，「理由節ノデ」，「理由節カラ」

にあいづちが打たれやすいことが分かる．また，節境界の種類

によって，その直後に対するあいづちの打たれやすさが異なる

ことが分かった．

3. 3 ポ ー ズ

あいづちには相手に発話を促す機能があるため，相手発話中

にポーズがあるとあいづちが打たれやすいと考えられる．

本研究では，200msを超える無音区間は先頭 200msの無音区

間（sp）とそれ以降の無音区間（pause）とに 2分割し，200ms

以下の無音区間は分割せず sp の 1 区間としている．これは，

200ms程度の無音状態が続くことによって初めてポーズの存在

を認識でき，その認識によって，その後，あいづちが打たれる

ことを想定している．調査では，sp の直後の基本区間にあい

づちが発生する割合は 20.2%(241/1,196)であった．この割合

は，全基本区間のあいづち発生割合 4.7%と比べて高い．なお，

pauseの直後の基本区間に発生したあいづちはなかった．

次に，sp の長さとあいづちの打たれやすさの関係を分析し

た．図 2は，横軸に spの長さ，縦軸に頻度を棒グラフで，あ

いづち発生割合を折れ線グラフで示している．spの長さが短く

なるにつれて，あいづち発生割合が低下している．
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図 3 発話速度と平均発話速度（話者）の差

3. 4 発 話 速 度

あいづちには相手の発話を促す機能があるため，相手の発話

がゆっくりになったときに，あいづちが打たれやすいと考えら

れる．

そこで，ドライバ発話における各形態素の発話速度 (モーラ/

秒) を計測して，平均発話速度より早い場合と遅い場合とに分

類し，それぞれ，その直後にあいづちが挿入される割合を調査

した．平均発話速度として，以下の二つの値を測定し利用した．
• 平均発話速度（話者）：そのドライバがその形態素より前

に発話した全形態素に対する平均発話速度
• 平均発話速度 (モーラ数)：その形態素と同じモーラ数を

持つ全形態素に対する平均発話速度

平均発話速度（話者）は，人による発話速度の違いを考慮して

設定したものであり，平均発話速度 (モーラ数)は，モーラ数が

同じ形態素は同程度の発話速度をもつと仮定して設定したもの

である．

発話速度が平均発話速度（話者）より速い形態素の場合，そ

の直後の基本区間に対するあいづち挿入割合は 1.4%(88/6,132)

であり，遅い場合は 10.6%(458/4,343)であった．また， 発話

速度が平均発話速度（モーラ数）より速い形態素の場合，その

直後の基本区間に対するあいづち挿入割合は 1.5%(100/6,479)

であり，遅い場合は 11.2%(446/3,996) であった．このことか

ら，発話速度が平均発話速度より遅くなると，その形態素の直

後にあいづちが打たれやすいことがわかった．

次に，平均発話速度よりも発話速度が遅くなるほど，その形

態素の直後にはあいづちが打たれやすくなると考え，各形態素

の発話速度と平均発話速度の差を 1 モーラ/秒ごとに分類し，

それぞれ，その直後に対するあいづち挿入割合を調査した．そ

の結果を図 3と図 4に示す．いずれの図も，横軸に平均発話速

度との差をとり，棒グラフにより頻度，折れ線グラフによりあ

いづち発生割合を示している．なお，平均発話速度との差は，

小数点第 1 位を四捨五入し整数にすることによりクラスタリ

ングしている．図 3 が平均発話速度（話者）と比較した場合，

図 4が平均発話速度（モーラ数）と比較した場合である．全体

としては，形態素の発話速度が遅くなるほど，その直後にあい

づちが打たれやすくなる傾向があることが分かる．なお，平均

発話速度と比較して発話速度が極端に遅くなると，あいづち発

声割合が低下している．これは，発話速度が極端に遅い形態素

はフィラーや感動詞であることが多く，これらの発話は話し手

が考え中であることを伝えるサインとも受け取ることができる

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

頻
度

あ
い
づ
ち
発
生
割
合

平均発話速度(モーラ数)との差 [モーラ/秒]

図 4 発話速度と平均発話速度（モーラ数）の差

表 5 各ピッチ変動パターンのあいづち発生割合

ピッチ変動パターン 割合

平坦-平坦-平坦 5.68% (189/3,326)

下降-下降-下降 6.22% (56/901)

平坦-平坦-下降 6.00% (32/533)

平坦-下降-下降 6.35% (31/488)

下降-平坦-平坦 5.45% (22/404)

下降-下降-平坦 6.29% (21/334)

上昇-平坦-平坦 3.67% (8/218)

上昇-上昇-平坦 12.15% (22/181)

平坦-上昇-上昇 13.19% (19/144)

平坦-下降-平坦 6.36% (7/110)

ことから，あいづちが打たれない傾向にあったためだと考えら

れる．

3. 5 ピッチとパワー

あいづち発生タイミングは，話者音声のピッチやパワーと

関係があり，ピッチ変化が尻上がり型や上昇型である場合やパ

ワーが弱まったときに，あいづちが打たれやすいといった知見

が報告されている [2]．本研究では，ピッチやパワーの変化と

あいづち発生タイミングの関係を網羅的に調査するため，各基

本区間ごとに，その直前の形態素区間までの 100ms 区間から

ピッチとパワーの変動パターンを算出し，それらのパターンご

とにあいづち発生割合を分析した．表 5に，頻度が多い上位 10

個のピッチ変動パターンのあいづち発生割合を示す．ピッチ変

動パターンが「上昇-上昇-平坦」や「平坦-上昇-上昇」である

ときは，その直後にあいづちが発生しやすいことがわかる．次

に，表 6に，頻度が多い上位 10個のパワー変動パターンのあ

いづち発生割合を示す．パワー変動パターンが「平坦-下降-下

降」または「下降-下降-下降」であるときは，その直後にあい

づちが発生しやすいことがわかった．

なお，ピッチとパワーの変動パターンは，文献 [5] と同様に

算出した．具体的には，まず，注目している基本区間の直前の

形態素区間の終了時間からさかのぼって取ってきた 100ms区間

を３つの区間に分け (窓枠は 50ms，フレームシフトは 25ms)，

各区間のピッチとパワーの 1次回帰係数を求める．次に，その

値に基づいて，各区間を 3分類 (上昇，平坦，下降)し，3つの

区間の分類クラスを順に列挙した列 (例えば，上昇-平坦-下降)

を変動パターンとした．ここで，ピッチとパワーの値は，音声

分析ツール Praat [15]を使用し，5msごとに解析したものを用

いた．
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表 6 各パワー変動パターンのあいづち発生割合

パワー変動パターン 割合

平坦-平坦-平坦 4.49% (72/1,602)

平坦-平坦-下降 9.45% (151/1,598)

平坦-下降-下降 11.85% (139/1,173)

上昇-上昇-平坦 1.44% (12/836)

下降-下降-下降 9.87% (74/750)

上昇-平坦-下降 2.33% (14/601)

上昇-平坦-平坦 1.67% (8/478)

上昇-上昇-上昇 0.87% (4/460)

下降-上昇-上昇 2.08% (8/384)

上昇-上昇-下降 1.31% (4/305)

4. あいづち生成タイミングの検出

構築したあいづちコーパスを利用し，統計的手法によるあい

づち生成タイミングの検出を試みた．

本研究では，1対話ターンの基本区間列m1 · · ·mn 中の基本

区間が連続して入力されることを想定し，基本区間が 1 つ入

力されるごとに，その入力基本区間に対して，あいづちを生成

できるか否かを Support Vector Machine(SVM) を用いて推定

する．

ある基本区間 mi に対してあいづち生成タイミングを推定す

る際に，SVMで利用した素性を表 7に示す．これらの素性は

すべて，入力基本区間miの直前までの基本区間列m1 · · ·mi−1

から得られる素性である．なお，各基本区間の形態素情報や節

情報，時間情報などは，その基本区間の入力が終わり次第得ら

れるものとする．ここで，mj とは，mi の直前に位置する形態

素区間のことであり，mi−1 が形態素の場合はmi−1，mi−1 が

spの場合はmi−2，mi−1 が pauseの場合はmi−3，となる．素

性 9と 10の平均発話速度（話者）と，素性 11と 12の平均発

話速度 (モーラ数) は，3. 4 で述べた定義である．素性 13 は，

直前にあいづちが生成されていない場合は使用しない．素性 14

と 15における変動パターンは，3. 5と同じ方法で求める．

5. 検 出 実 験

あいづちコーパス [7]を用いてあいづち生成タイミングの検

出実験を実施した．

5. 1 実 験 概 要

構築したあいづちデータのうち，分析に用いた 1,219 対話

ターンをテストデータとして，残りの 9,962対話ターンを学習

データとして使用した．SVMのツールとして LibSVM [16]を

デフォルトのオプションのまま使用した．

評価には以下の指標を用いた．

適合率＝
正しく生成されたあいづちの数
生成されたあいづちの数

再現率＝
正しく生成されたあいづちの数
正解データにおけるあいづちの数

コーパス構築作業者のタグ付け結果を正解データとし，その正

解データとの間であいづち生成箇所が一致すれば正しく生成さ

れたと判定した．なお，比較のために，2.のあいづちコーパス

の評価において被験者 B，C，Dが実施した，あいづちタグ付

け作業の結果を用いて，それぞれの適合率と再現率を測定した．

表 7 SVM で用いた素性

1. mj(mi の直前に位置する形態素区間)が文節の最終形態素である

か否か

2. 1 が真の場合，mj の品詞

3. 1 が真の場合，mj が属する文節が名詞，動詞，形容詞のいずれ

かを含むか否か

4. mj が節の最終形態素であるか否か

5. 4 が真の場合，mj が属する節の種類

6. mi−1 が sp であるか否か

7. 6 が真の場合，mi−1 のポーズ長 α(秒) が以下の 4 分類のいずれ

であるか．

（「α <= 0.1」，「0.1 < α <= 0.17」，「0.17 < α < 0.2」，「α = 0.2」）

8. mi−1 が pause であるか否か

9. mj の発話速度が平均発話速度 (話者) より遅いか否か

10. 9が真の場合，mj の発話速度と平均発話速度 (話者)の差 β (モー

ラ/秒) が以下の 3 分類のいずれであるか．

（「β < 2」，「2 <= β < 6」，「6 <= β」）

11. mj の発話速度が平均発話速度 (モーラ数) より遅いか否か

12. 11 が真の場合，mj の発話速度と平均発話速度 (モーラ数) の差

γ(モーラ/秒) が以下の 3 分類のいずれであるか．

（「γ < 2」，「2 <= γ < 6」，「6 <= γ」）

13. 直前のあいづち生成時間からmi−1の終了時間までの時間長 δ(秒)

が以下の 4 分類のいずれであるか．

（「δ <= 0.6」，「0.6 < δ <= 1.4」，「1.4 < δ <= 2.9」，「2.9 < δ」）

14. ピッチ変動パターン

15. パワー変動パターン

表 8 あいづちタイミング検出実験の結果

適合率 再現率 F 値

本手法 82.2% (361/439) 66.1% (361/546) 73.3

被験者 B 74.0% (168/227) 78.9% (168/213) 76.4

被験者 C 74.4% (157/211) 73.7% (157/213) 74.0

被験者 D 79.0% (162/205) 76.1% (162/213) 77.5

5. 2 実 験 結 果

表 8に本手法ならびに各被験者のタグ付け結果に対する，再

現率，適合率及びこれらの調和平均である F 値を示す．F 値

において，本手法は，被験者によるタグ付け結果を若干下回る

程度の検出性能を達成している．なお，本手法によるあいづち

タイミングの推定結果と本コーパスの間の κ値は 0.728であっ

た．2.のあいづちコーパスの評価で測定した，コーパス作成者

Aと被験者 B, C, Dの間の κ値（0.755, 0.727, 0.763）と同程

度であった．

また，本手法による推定結果と正解データが全ての基本区間

で一致した対話ターンは 1,023 ターン存在し，全対話ターンの

83.9%を占めた．ただし，正解データにおいてあいづちタグが

1回以上付与された対話ターンは 349個あり，そのうち，本手

法が全ての基本区間で正解した対話ターンは 48.1%(168/349)

であった．1対話ターンの全基本区間であいづちタイミング推

定が成功した例を図 5に示す．1行目は話者音声の基本区間列

を，2行目は正解データ上のタグ付けを，3行目は本手法の推

定結果をそれぞれ表す．2,3 行目において，1 が記された基本

区間はあいづち生成箇所を表す．この例では，形態素区間「郵

便」「近く」へのあいづち生成や，spと pauseの連続個所にお

けるあいづち生成箇所の選択が成功している様子がわかる．
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基本区間 (Fえっと) 年賀 状 の はがき sp 買い たい から 郵便 局 に 行き たい ん だ けど 近く で sp pause いちばん 近い とこ で sp pause 郵便 局 ある か なあ

正解 1 1 1 1

実験結果 1 1 1 1

図 5 あいづちタイミング推定の成功例

基本区間 (F んー) 雰囲気 の いい お 店 が いい けど sp pause どっち が いい か な

正解 1

実験結果 1

図 6 本手法が誤ってあいづちを生成した例 (1)

基本区間 すし の こうずし って いう の sp pause を sp pause お sp pause 願い し ます

正解 1

実験結果 1 1

図 7 本手法が誤ってあいづちを生成した例 (2)

基本区間 (F えーと) sp ファースト フード sp みたい な sp お 店 sp どっ か sp ある か なあ

正解 1

実験結果

図 8 本手法が検出できなかったあいづち発生位置の例

5. 3 検出誤りの分析

本手法によるあいづち生成タイミングの検出誤りについて分

析した．

本手法があいづちを生成できると推定した基本区間のうち，

正解データのあいづち発生位置と異なるものは 78 箇所存在し

た．そのうちの 17 箇所は，図 6 のように，正解データのあ

いづち発生位置と 1 区間だけずれたものであり，すべて spと

pauseの選択に失敗したものであった．残りの 61 箇所は正解

データのあいづち発生位置と 1区間以上ずれていた．このうち

の 39 箇所は，無音区間（spまたは pause）へ誤ってあいづち

を生成したものであった．図 7に，本手法が無音区間（spまた

は pause）へ誤ってあいづちを生成した例を示す．この例では，

「を」の後の spに誤ってあいづちを生成している．

一方，正解データのあいづち発生箇所のうち，本手法であい

づちを生成できなかったのは 185 箇所であった．前述した適合

率を低下させる誤りの場合と同様に，このうちの 17 箇所は，本

手法の検出結果と 1 区間だけずれたものであり，すべて spと

pauseの選択に失敗したものであった．残りの 168 箇所は，そ

の前後 1 区間以内に本手法であいづちを生成できなかった箇所

であり，このうちの 103 箇所は，無音区間 (sp または pause）

であいづちが発生したものだった．図 8に，本手法があいづち

を生成できなかった無音区間の例を示す．この例では，「フード」

の後の spにあいづちを生成することができなかった．

6. お わ り に

本論文では，あいづち発生タイミングのタグ付けの安定性を

備えた大規模コーパスに基づいた，あいづち生成タイミング

の分析と検出について述べた．分析では，文節境界や節境界，

ポーズ，発話速度，ピッチ・パワーに着目し，あいづち発生タ

イミングの特徴を明らかにした．この特徴分析に基づいた統計

的手法により，あいづち生成タイミングを検出する手法を提案

した．検出実験の結果，適合率で 82.2%，再現率で 66.1%（F

値：73.3%）を示しており，本手法の有効性を確認した．

今後は，あいづち生成タイミングの検出に有効な素性の選択

をより詳細に行った上で，各素性の効果について調査する予定

である．また，実験結果に対して，被験者による主観的評価を

実施し，本手法により生成したあいづちの自然さを評価する予

定である．
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