
あいづち生成タイミング制御のための音声対話コーパスの構築と利用

神谷　優貴 †　　大野　誠寛 ‡　　松原　茂樹 †

†名古屋大学大学院情報科学研究科
‡ 名古屋大学大学院国際開発研究科

Construction and Utilization of Spoken Dialogue Corpus for
Timing Control of Back-Channel Feedbacks

Yuki Kamiya†　　Tomohiro Ohno‡　　 Shigeki Matsubara†

†Graduate School of Information Science, Nagoya University
‡Graduate School of International Development, Nagoya University

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，安定性（作業者による揺れが少ないタ
グ付けが施されていること）と自然さを備えたあいづちコー
パスの構築と，それを利用したあいづち生成タイミングの推
定について述べる．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, 2, 3, 4, 5, 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を用いて，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く，あいづち生成タイミングを推定す
る上で実践的に利用するのに適したデータとはいえない．本
研究では，まず，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を与えることにより，
タグ付けの揺れが少ないあいづちコーパスを構築する．その

上で，構築したあいづちコーパスを用いることにより，適切
なあいづち生成タイミングを高精度に推定することを試みる．
本研究では，既存のデータとして，CIAIR 車内音声対話

コーパス [7]に収録されているドライバ発話 11,181ターンを
使用した．あいづちタグ付け作業のためのWebインタフェー
スを作成し，5,416個のあいづちデータからなる大規模なコー
パスを作成した．コーパスを評価するために，あいづちタグ
付け実験を実施し，本設計によって，高い安定性と自然さを
備えたあいづちコーパスを作成できることを確認した．また，
あいづちタイミングの推定実験を行い，本コーパスを用いる
ことにより，自然なあいづち生成機能を実現できることを確
認した．
本論文の構成は以下の通りである．次の 2 章では，コー

パスの設計について論じる．3章では，あいづちコーパスの
構築について述べ，4章では，構築したコーパスの評価につ
いて報告する．5章では，構築したコーパスの利用について
述べる．最後に 6章で，本論文のまとめと今後の課題につい
て述べる．

2 あいづちコーパスの設計
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
がいくつかあり [1, 2, 3, 4, 5, 6]，
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にあいづちが挿入されやすいという傾向が知られている．し
かし，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．
そこで本研究では，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，安定性を有するあいづちコーパス
を構築する．このために，タグ付け作業の方針として以下を
設定した．

• 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．人間同士での対話では，たとえあいづ
ちを打つことが可能なタイミングであっても，あいづち
が打たれたり打たれなかったりする [6]．網羅的にタグ
付けすることにより，揺れの少ないタグ付け作業が可能
となる．

• 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，タグ
付けする．オンライン対話環境であいづちを打つのに比
べ，打ち忘れやタイミングのずれが少なくなり，安定的
なタグ付け作業が可能となる．

• あいづち発生タイミングの離散化
ドライバ発話を時間区分し，各区分に対してタグを付与
するか否かを判断する．通常の対話であれば，聞き手は
任意の時点であいづちを打つことができるが，自由度が
高い分，あいづちタイミングの揺れが大きくなる．タイ
ミングを離散化することにより，タグ付けが安定すると
ともに，作業を効率化できる．

• あいづち合成音の再生による推敲
作業者は，タグ付けの妥当性を，音声を通してその場で
確認する．すなわち，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が自動生成され，作業
者はそれを再生することによって推敲する．なお，コー
パスはあいづち機能を備えたシステム構築での利用を目
的としており，あいづち音声は合成音によって実現する．

3 あいづちコーパスの構築
音声対話コーパスを用いてタグ付け作業を実施し，あいづ

ちコーパスを作成した．

3.1 音声対話コーパス

タグ付けの対象として，CIAIR車内音声対話コーパス [7]

を使用した．このコーパスは，実走行環境下で遂行された，
ドライバとオペレータとの間の道路案内や店検索などをタス
クとする対話を収集したものであり，音声データとその文字

0035 - 03:10:170-03:13:119 F:D:I:D:

(F と) &   (F ト)

服を &   フクオ
買いたいんだけど &  カイタインダケド

どっか &   ドッカ
近くに<H>            &   チカクニ<H>

0036 - 03:15:132-03:16:623 F:D:I:DI:

安い &   ヤスイ
お店 &   オミセ

あるかなあ<SB>        &   アルカナー<SB>

0037 - 03:17:302-03:20:887 F:O:I:AO:

この &   コノ
近くですと &   チカクデスト
アネックスと &   アネックスト

名古屋パルコが & ナゴヤパルコガ
ございますが<SB>  & ゴザイマスガ<SB>

ドライバドライバドライバドライバのののの
発話発話発話発話

ドライバドライバドライバドライバのののの
ターンターンターンターン

オペレータオペレータオペレータオペレータのののの
ターンターンターンターン

ドライバドライバドライバドライバのののの
発話発話発話発話

オペレータオペレータオペレータオペレータのののの
発話発話発話発話

図 1: 書き起こしテキストの例

化データが収録されている．図 1に書き起こしテキストの例
を示す．本研究では，このうちドライバの発話を使用した．
形態素解析器 ChaSen[8]を用いて，ドライバ発話を形態素に
分割した．なお，辞書には，店名などの固有名詞を独自に追
加した Unidic [9] を用いている．また，連続音声認識システ
ム Julius[10]を用いて，各形態素の発声区間の開始・終了時
間を推定し付与した．

3.2 対話データへのタグ付け作業

本研究では，2章で示した設計に従い，ドライバ音声中の
適切なタイミングにあいづちタグを付与することにより，あ
いづちコーパスを作成した．
「網羅的にタグ付け」するため，作業者は，ドライバの対

話ターン1 を最初から聴いていき，あいづちを打てるタイミ
ングが見つかれば，そこにタグ付けする．なお，あいづちを
打って不自然となるか否かは，その直前のタグ付け位置も考
慮して判断する．
「オフライン環境でタグ付け」するため，作業者は，ドラ

イバの対話ターンの書き起こしテキストに対してタグ付けを
与える．
また，「あいづち発生タイミングを離散化」するために，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，基本区間ごとに，
それがあいづち挿入可能なタイミングであればあいづちタグ
を付与する．ただし，無音区間については，その長さが一様
でないことを考慮し，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．これにより作業者は，長
いポーズ内でのあいづち発生タイミングを，ポーズの冒頭，
もしくは，200ミリ秒以上経過後のいずれかから選択できる．
図 2に，区間分割された対話ターンの例を示す．
さらに，「あいづち音声の再生による推敲」を可能にする

ために，作業者がタグを付与したタイミングであいづちが発
生するドライバの対話音声を，リアルタイムで生成し，それ
を再生できる環境を整備した．なお，あいづちにはいくつか
の種類があり，場面によって使い分けられることが知られて
いるが，本研究はあいづちの発生タイミングに焦点をあてる
ものであり，ここでは理解・同意を示す最も一般的な様式と
して「はい」を採用し，その合成音を生成することとした．

1 オペレータ発話が終了しドライバ発話が開始されてから，次に
オペレータが発話を開始する直前のドライバ発話の終了までを一つ
の対話ターンと定めた．



sp (Fと) 服 を sp       買い たい ん だ けど どっ

0.000 0.030 0.090 0.340 0.520 0.610 0.850 1.080 1.150 1.240 1.420

0.030 0.090 0.340 0.520 0.610 0.850 1.080 1.150 1.240 1.420 1.670

1.670 1.850 2.190 2.880 3.080 4.992 5.362 5.422 5.652 5.832 5.982

1.850 2.190 2.880 3.080 4.992 5.362 5.422 5.652 5.832 5.982 6.272

か 近く に sp pause 安い お 店 ある か なあ基本区間

開始時間

終了時間

図 2: 基本区間への分割

再生再生再生再生ボタンボタンボタンボタン

ターンターンターンターンID

ドライバドライバドライバドライバ ID

更新更新更新更新ボタンボタンボタンボタン

ターンターンターンターンIDのののの

リストリストリストリスト

図 3: あいづち収集インタフェース

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2 ．ま
た，あいづち音声「はい」は，HITACHI製の音声合成ソフ
トウェア HitVoiceを用いて生成した．

3.3 あいづち収集インタフェース

Webインタフェースを備えたあいづちタグ付け作業環境
を開発した．作業画面を図 3に示す．１対話ターンに対応す
る基本区間列が表形式で表示され，あいづち生成可能な基本
区間にチェックすることによりタグ付けする．すなわち，１
対話ターンに対するタグ付けは以下の手順で遂行される．

1. 再生ボタンを押し，ドライバ音声を聞く．

2. あいづち生成に適した基本区間にチェックし，更新ボタ
ンを押して，あいづち音声を含むドライバ音声を作成
する．

3. 再生し，あいづち音声を含んだドライバ音声を聞く．過
不足なくタグが付与されていると判断したら終了．そう
でなければ，2へ．

3.4 あいづちコーパス

CIAIR 車内音声対話コーパス [7]に収録されているドラ
イバ発話 11,181ターンに対して，訓練を受けた 1名の作業
者によりあいづちタグ付け作業を実施し，5,416のあいづち

2 あいづち発生タイミングの調査 [11] では，発話終了からあいづ
ち挿入までのポーズ長が 0秒から 100ミリ秒の間に多く分布するこ
とが明らかにされており，本研究ではこれを参考に設定した．

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 4: あいづちコーパスの例

表 1: あいづちコーパスの規模
話者 346

発話ターン 11,181

節 16,896

文節 43,727

形態素 94,030

ポーズ 19,142

あいづち 5,416

からなる大規模なタグ付きコーパスを作成した．表 1に構築
したあいづちコーパスの規模を示す．平均して 26基本区間
に一度の頻度であいづちが発生していた．
構築したあいづちコーパスの例を図 4に示す．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または
ポーズ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，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，節境界情報
は CBAP[12] を用いて自動的に付与した．なお，形態素情報
は，3.1で述べた基本区間への分割と同様に，ChaSen[8]＋
Unidic[9]による形態素解析結果である．

4 あいづちコーパスの評価
作成した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の実験を実施した．

4.1 タグ付けの安定性

作成したコーパスにおいて，安定的にタグが付与されて
いることを確認するために，評価実験を実施した．実験では，
タグ付けされたデータに対して別の被験者 3 名がそれぞれタ
グ付けを行った．コーパス構築作業者（A）と被験者（B, C,



表 2: 本コーパスにおける作業者間の一致の程度
A,D A,B B,D A,C C,D B,C

κ 0.763 0.755 0.750 0.727 0.722 0.696

P (O) 0.977 0.975 0.975 0.973 0.973 0.969

P (E) 0.903 0.898 0.900 0.901 0.903 0.898

表 3: 既存のコーパスにおける作業者間の一致の程度
a,c a,d a,b c,d b,c b,d

κ 0.536 0.438 0.322 0.311 0.310 0.167

P (O) 0.974 0.982 0.960 0.969 0.951 0.960

P (E) 0.944 0.968 0.941 0.955 0.929 0.952

D）の計 4 名の間の一致の程度を測るため，各 2 者間の一致
度を測定することとし，指標として，Cohen の κ値 [13]を
使用した．これは，観測された一致率を P (O)，期待される
一致率を P (E)とするとき，

κ＝
P (O)－ P (E)

1－ P (E)

で計算される．実験では，ランダムにドライバ 10名を選択
し，この 10名によって発話された 358対話ターンを使用し
た．また，各被験者は，コーパス構築作業者と同様に，事前
にタグ付け練習を実施した．評価の結果を表 2に示す．2人
の作業者の一致率について，文献 [14]では，.80 < κを good

reliability，.67 < κ < .80を usable qualityとしており，作
業者間で実質的な一致が見られることが示された．
比較対象として，既存のあいづちコーパス [15]における

κ値を使用した．このコーパスでは，収録されたドライバ音
声 297対話ターンを再生し，４名の被験者が同一のデータに
対して独立にあいづちを発声するという設定で収集されてい
る．すなわち，本研究の設計とは異なり，「オンラインでのタ
グ付け」「連続的なタイミングでのタグ付け」「推敲なしでの
タグ付け」という条件下でコーパスが作成されている．ただ
し，被験者に対しては，不自然でないタイミングにできる限
りあいづちを打つように指示している．本コーパスと同様に
ドライバ音声を基本区間に分割し，各被験者のあいづち音声
がどの基本区間で開始されているのかを対応づけた上で，被
験者（a, b, c, d）間の κ 値を測定した．その結果を表 3 に
示す．最も κ値が低い被験者間で 0.167，最も高い被験者間
でも 0.536であり，本実験の作業は，いずれの被験者間の κ

値よりも高い値を示しており，本コーパスの高い安定性が示
された．

4.2 タグ付け位置の妥当性

本コーパスでは，タグ付けの安定性を高めるためにタグ付
け位置を離散化したが，その一方で，そのような制約がタグ
を付与する位置を制限し，不自然なタイミングにタグが付与
される可能性がある．そこで，あいづちタイミングの自然さ
を評価するために，被験者実験を実施した．実験では，あい
づちコーパスの音声を被験者１名が聴取し，各あいづちの自
然さを主観的に判定した．なお，実験に用いた音声は，タグ
つけで生成したものと同様であり，あいづち音声は基本区間
の開始から 50ミリ秒後に発生する．

実験では，131 のあいづちを含む 345 対話ターンを使用
した．このうち，不自然であると判定されたあいづちは２つ
であった．自然なあいづちが全体の約 98.47%に相当してお
り，このことからタグ付け位置を離散化したことの妥当性が
示された．なお，2か所のあいづちが不自然であると判定し
た理由を被験者に聴取したところ，その直前に打たれたあい
づちとの間隔が近すぎることが挙げられた．コーパスの構築
では，タグ付け作業者は，直前に付与したあいづちタグとの
間隔を考慮した上で自然だと感じられるあいづち挿入位置を
特定し，網羅的にタグを付与している．本実験においては，
直前のあいづち位置からの時間的な間隔に基づく自然さの許
容度において，作業者と被験者との間で若干の差があったた
め，このような判定結果が生じたものと推測される．

5 あいづちコーパスの利用
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推定を試みた．

5.1 あいづち生成タイミングの推定方法

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 4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）
とは，その話者がmj 以前に発話した全形態素の平均発話速
度を意味し，素性 11と 12の平均発話速度 (モーラ数)とは，
学習データ中に存在するmj と同じモーラ数を持つ全形態素
の平均発話速度を意味する．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
変動パターンは共に，次のように求める．まず，文献 [5]と
同様に，mj 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 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
変動パターンとする．なお，ピッチとパワーは音声分析ツー
ル praat[16]を用いて 5msごとに解析している．

5.2 実験

本コーパスを用いてあいづち生成タイミングの推定実験
を実施した．



表 4: 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

5.2.1 実験概要

構築したあいづちデータのうち，9,962対話ターンを学習
データとして，残りの 1,219対話ターンをテストデータとし
て使用した．SVMのツールとして LibSVM[17]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，4.1 節の被験者
B，C，Dによるあいづちタグ付け結果の適合率と再現率を
測定した．

5.2.2 実験結果

表 5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
回る程度の推定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

であり，表 2に示した作業者間の κ値と同程度であった．
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

表 5: あいづちタイミング推定実験の結果
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

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．

5.2.3 あいづち生成タイミングの推定誤りの分析

本手法によるあいづち生成タイミングの推定誤りについ
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，本手法の推定結果と 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安定性を備えた

対話コーパスの設計・構築・評価について述べた．「網羅的な
タグ付け」「オフラインでのタグ付け」「発生タイミングの離
散化」「音声再生による推敲」という設計方針のもと，タグ
付け作業を実施した．CIAIR 車内音声対話コーパスのドラ
イバ発話を使用し，11,181対話ターンに対する 5,416個のあ
いづちを含む大規模なコーパスを作成した．評価の結果，本



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

コーパスが高い安定性と十分な自然さを有していることを確
認した．また，本コーパスを用いたあいづち生成タイミング
の推定実験を行った．推定実験により，自然なあいづち生成
の実現性を確認した．
今回の推定実験は先行研究による知見を基に，SVMで用

いる素性を決定した．今後は，データの詳細な分析を行い，あ
いづちタイミングの推定に有効な素性を調査する予定である．
また，その分析結果に基づいて，より高精度なあいづちタイ
ミングを検出するシステムを開発することを予定している．
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