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1. はじめに  

昨年から掲載してきた本チュートリアルは，今回が

終回となる．前回の第 7 回は本チュートリアル執筆に関

わった方々による座談会の模様を掲載した．この座談会

後の 2008 年 7 月 4 日(金)-5 日(土) ，本チュートリアルに

関連したイベントとして，第 57 回人工知能セミナー「多

人数インタラクションの分析手法」が東京工業大学で開

催された[図 1]．このイベントは，本チュートリアル執筆

者が講演者として登壇し，紙媒体のチュートリアルでは

十分に掲載することが出来なかった音声データやビデオ

データを参加者に提示しながら解説することが目的とさ

れた．  

 

図 1 第 57 回人工知能セミナーの風景 
本稿では，この人工知能セミナーで会場の参加者の皆

様からいただいた質問とそれに対する登壇者からの応答

の一部を整理して掲載する．第 2 節ではセミナーの各講

演後の個別の質疑応答をまとめ，第 3 節ではセミナーの

二日目の 後に 2 時間強の時間を持ってなされた議論の

一部を整理する． 

2. セミナー各講演後の質疑応答  

各講演は 25 分のレクチャーと 5 分の質疑応答で構成

された．ここでは質疑応答内容を整理する．レクチャー

は基本的に本連載チュートリアルに掲載された論文に基

づいている．いくつかの講演は 5 分の質疑応答時間を十

分に取れなかったため，情報量に多少の偏りがあるが，

著者の判断で，本チュートリアル読者の理解をより深め

るであろう質疑応答を優先して掲載した．なお，前回の

座談会同様，海外在住の岩崎勝一氏には今回のセミナー

で講師を務めていただくことは叶わなかった．また第 3
回掲載内容に関連する分析単位として，新たに「節単位」

を追加した1． 
  

2.1. 全体説明（第 1 回，第 2 回掲載内容） 
講演者 1：インタラクション研究の国内外の動向と

現状 （坊農真弓） 
セミナー開催にあたり，チュートリアルの全体像につ

いて，インタラクション研究の国内外の動向を辿ること

を通じて解説した． 
Q:データ分析のためのアノテーションツールについて，

今どういった議論がなされているかに興味がありま

す．示されたサイト[Annotation WS]に行けば各ツール

についての情報があるんでしょうか？ 
A: 2007 年に開催された国際ジェスチャー学会における

ホットトピックは，ツール間のデータのやりとりをど

うするのかということでした．例えば，画像データの

アノテーションや階層構造を持ったラベルなどの付

与は Anvil のほうが便利で，音声データのアノテーシ

ョンはスペクトログラムが見れる WaveSurfer のほう

がいいといったときに，それぞれ別のツールで作業し

ますよね．その後，アノテーションデータをマージし
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たいというとき，ツール間でアノテーションデータの

形式が異なっていると不便ですよね．ツール間でデー

タのインポートができるようにしようと考えている

んだろうと思います． 
Q:「多人数インタラクション研究がヒューマンインタフ

ェース研究に対し発見的結果を提供する」とありまし

たが，具体的にどういうことでしょう？単に複数の手

がかりを利用したほうがシステムの精度が上がると

いう話だったら，わざわざマルチモーダル分析をして

その結果を待つ必要があるかどうかがまだ分からな

いのですが． 
【応答】私個人の意見としては，複数の手がかりを利用

し始めるというのはそんなに単純なことじゃないと

思うんです．例えばそれまで人間の発話音声を手がか

りにエージェント等を動かしていたとして，視線も追

加したとします．これは単にモダリティを一つから二

つに増やすという単純なことではなく，発話のいつど

ういったタイミングで視線方向が変化するかなどの

人間行動の時間構造を考慮することが重要だと思う

んですね．これがいわゆる人間のインタラクション行

動のパターンを知ることです．そのためには微細な分

析をまずして，インタラクション上有意味なパターン

を探し出すのが重要だと考えています． 
 
2.2. 音声言語コミュニケーション研究のための分

析単位（第 3 回掲載内容） 
講演者 2：節単位（高梨克也） 

チュートリアル第 3 回関連内容として，連載時にはな

かった節単位を新たに取り上げ，その開発背景や認定手

順・基準の概要，会話データに適用する際の課題につい

て解説した．節単位とは，発話の文末形にとらわれずに，

節[益岡 92]を中心に，統語的・意味的観点から独話の発

話単位を認定したものであり，日本語話し言葉コーパス

(以下，CSJ)の一環として開発された． 
Q: 節単位を区切るとき，ルールを使っていますが，こ

れは高梨さんが一人で考えてたものですか？ 
【応答】いえ，これは一人で判断したのではなく，専門

グループ内で何度もトライアルをやって進めていき

ました．一旦試験的に作業者に作業してもらい，結果

をグループで見て，これはまずいとかもう少し改良で

きないかなどと議論を繰り返しました． 
Q: インタラクション研究でいう節単位というのは，言

語処理や言語学でいう節とはどう違うんですか？ 
A: 文法的には同じものだと思ってください．節単位を

認定する基準もなるべく従来の言語学で言われてき

た節に近いものを選択した方がいいと思っています．

つまり，言語内容から節単位を認定し，それらのイン

タラクション上でのふるまいを観察していくほうが

発見が多いのかなと私自身は考えています．しかし，

分析で見たいのはインタラクションの現象ですので，

言語学的に切り分けられた節単位の観察を通し，イン

タラクションのいかなる側面が見えてくるのかが面

白いところだと思います．また，そこで得た発見を吸

収できるような形で節単位を再定義していくという

可能性もあるのかなと思います． 
 
講演者 3：ToBI（菊地英明） 

音声コミュニケーションにおいて重要な役割を果た

す韻律のうち，主にイントネーション（抑揚）の構造を

捉える上で有効な ToBI モデルについて，その基本的な

考え方と，自発音声への適用を中心に解説した． 
Q: ToBI は発話音声のピッチアクセントを記述する概念

ということだったんですが，音声の強さなどは扱わな

いのでしょうか？あと発話って全体的に高くなった

りしますが，そういうものは計って記述するんでしょ

うか？ 
A: 強さ，物理量については，基本的には記述はしませ

ん．まず発話音声の F0 のデータそのものがあるとこ

ろから ToBI のアノテーションは始められます． ToBI
というのは人手で付与されたラベル情報と事前にあ

る F0・波形とを合わせて結果とします．つまり ToBI
ラベルとは，アクセント， つまり H*+L の記号がつ

いている位置の F0 を周辺のピッチの高低を記述しな

がら照合して求めていくような作業なのです．ご指摘

の発話全体が持つ音のベースラインの値については

初からどこにも記述しません． 
Q: ToBI 以外の韻律記述法はありますか？ 
A: F0 のカーブを復元するのを目的とした方法，つまり

言語学的には意味の無いものもまとめて記述するア

プローチですと，欧米を中心に様々なものがあります．

一方で ToBI によく似た考え方は藤崎モデルだと思い

ます．藤崎モデルは生理学的，言語学的な要素を数学

的なモデルで表現します．そう言う意味では ToBI 以

上に F0 の曲線の復元を目指しています．しかしなが

ら，藤崎モデルは工学中心に用いられています．工学

と言語学の双方で用いられているラベリング方法と

いうのは ToBI 以外にはたぶん無いので，その点で

ToBI がスタンダードになっていると思います． 
 
2.3. 会話・対話・談話研究のための分析単位（第 4
回掲載内容)） 

講演者 4：ターン構成単位（榎本美香） 
会話・対話・談話研究のための分析単位の一つとして，

TCU を取り上げ，その有効性を実データを用いて解説し

た．また，TCU を利用する聞き手の認知メカニズムにつ

いても言及し，多人数インタラクションの理解に役立て

る方向性が示された． 
Q: TCU 同士が重なり合う発話重複のような現象に興味

があります．例えば「そこを右に曲がれば図書館があ

って」と話し始めた話者 A にかぶさるようにして「い
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や，そこにはスーパーがあるはずだ」と話者 B が発話

をかぶせるというような大きな重複があるときに，ど

の程度 TCU や話者交替の法則性が適用できるのでし

ょうか． 
A: 話者交替規則というのは，必ずこれで話者交替が円

滑に起こるという規則の体系ではないんですね．言わ

ば，交通規則みたいなもので，違反されないわけでは

ない．話者交替規則が適用されている間は誰からも非

難されませんが，TCU の真ん中で誰かが話し出すとい

ったいわゆる違反行為が会話の中では多々起こりま

す．その時会話の参与者に何かルール違反が起こった

よ，というようなふるまいが示されるんです．例えば，

会話に割り込む人が声を大きくするなどして，自身の

違反を自認して話し出す，また今まで話していた人が，

相手が割り込んできたことによってそれまでより声

を大きくするなどの数々の違反に対する証拠が出て

くるわけです．そういう違反に対するふるまいが起こ

ることで， 終的に話者交替システムが円滑的に動く

んです．私はこの違反に対するふるまいそのものが，

話者交替システムの正規の規則に復帰するきっかけ

になっていると考えています．  
Q: 聞き手の TCU の認知メカニズムをどのように観察し

ていくのか，また投射との関係について詳しくお聞か

せください． 
A:会話における発話の中にはいろんな情報が含まれて

います．例えば 1 発話，１音素ずつの速さですとか，

音の下がり方ですとか，品詞の並びなどです．他にも，

直前の質問に関連してこういう応答発話が来るだろ

うという予測も情報の一つです．それらの発話の中に

含まれている情報すべてが，投射に関わっています．

「投射する」といったときの主語は人ではなく，実は

上述したような発話における言語的な構成物なんで

すね．音であったり，統語構造であったりというよう

なものを主語に取ります．人間が実際にどの情報を使

うかといったことは割と自由度が高いのではないか

と思います．何がどのように利用されているというの

は，今のところあまり研究がされていません． 
 
講演者 5：隣接ペア（伝康晴） 

複数の話者の発話の交換をもとに，対話の基本単位を

記述するための枠組みとして，隣接ペアの概念を解説し

た．従来から議論されている基本形からその拡張，多人

数マルチモーダル対話への適用について実データに基

づいて議論した． 
Q: 隣接ペアの細かい類型みたいなものはかなり確定し

てるんですか？隣接ペアというのは隣り合った発話

のペア構造を記述する概念だと思うんですが，それぞ

れの発話に対して質問・依頼・申し出・誘いとかって

タグ付けも同時に行うんでしょうか？  
A:もともと隣接ペアっていうのは，会話分析の領域で構

築された概念であって，発話の個々の機能をタグ付け

しようとしているわけではありません．隣接ペアの概

念に基づいた作業は，隣り合った発話のせいぜい第一

部分と第二部分を同定する程度です．しかし，会話分

析の領域に閉じない研究グループでは，私がここで紹

介したレベルで個々の発話の機能をタグ付けしてい

ます．隣接ペアにとって重要なのは，第一部分が第二

部分を要求しているのかどうかです．実際に第一部分

が第二部分を要求していて，第二部分が実際に現れた

とすれば，隣接する発話のどれとどれがペアなのかを

同定することが問題になってくるんです．このレベル

までつけてるグループは，AMI のグループだとか，人

工知能学会のコーパス利用のワーキンググループく

らいでしょうか． 
Q:例えば，発せられた発話が非常に短い場合，隣接ペア

を構成する要素になりえるんでしょうか？ 
A: それは隣接っていう考え方をどれだけ厳密にするの

かの問題ですよね．実際に会話分析研究者のシェグロ

フが扱っている例にも，同様の問題が議論されていま

す．応答発話といっても前の発話の途中に重なってい

るものもあるわけですから，そういう発話も隣接構造

をなしていると見なす場合があります．ただ，発話の

持続長が何秒以下なら前の発話の応答ではなくて，何

秒以上なら前の発話の応答っていう風に数字だけで

は計れないと考えています． 
 
講演者 6：談話セグメント（竹内和広） 

談話における情報の意味的まとまりを記述する概念

として，談話セグメントを取り上げ，その認定手法につ

いて解説した．実際のマニュアルを詳細に説明すること

で，多人数インタラクションの分析単位としての談話セ

グメントの有効性について議論した． 
Q: 講演の中で示された例とマニュアルは独話データに

対するものだと思うのですが，多人数インタラクショ

ン分析のためのマニュアルは現在作成中という理解

でよろしいでしょうか？ 
A: はい．今回提示したのは CSJ に掲載されているマニ

ュアルに基づいています．多人数インタラクション分

析のための談話セグメントの認定は，対話的要素をど

う処理するかについてまだまだ議論が分かれるとこ

ろです．今後進めていくつもりでいます． 
 
2.4. ジェスチャー研究のための分析単位（第 5 回

掲載内容） 
講演者 7：ジェスチャー単位（，細馬宏通） 

ジェスチャー研究で用いられているジェスチャー単

位の概念を解説した．またその具体的な記法について，

ジェスチャーのみならず視線方向をも取り上げ，実例を

示しながら議論した． 
Q: 分析例でフェーズに通し番号を書いていたところな
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んですが，これは通し番号でいいんでしょうか？つま

り，それぞれ異なるジェスチャーが表されているわけ

だから，ストロークの性質から種類を判別して ID を

つけたりはしないんでしょうか？ 
A:その辺は，研究目的によって違うと思います．つまり

どうしても形や種類にこだわるって時には，形や種類

を同定するような記号を使うことはありえます．もし

そのジェスチャーの形や種類が問題で，ジェスチャー

の時系列構造は問題じゃないって時は形や種類だけ

を記述すればいいと思います．逆に，ジェスチャーの

時系列構造に注目するときは，形や種類の情報をあん

まりたくさん入れると，研究の焦点がぼけるなってい

うのが僕の経験的な考え方です．なので，基本的には

時系列的な情報を記述した上で，更に形や種類の情報

が必要な場合は，追加で記述するというようなやり方

をしています． 
Q: 二つ質問があります．一つ目は，ジェスチャーを記

述するときに手動でやっているのか，それとも自動的

にやっているのかについてです．もう一つは，もし自

動的にジェスチャーが認識できるようになったとし

て，これは一体何に役立つのかという点です． 
A: 初の質問なんですけど，手動です．工学系の方で，

これは自動で出来るという方がいたら，是非それは知

りたい．実はこの手動の作業に随分時間がかかってい

ます．全くの手動だともう耐えられないので，ジェス

チャー記述のための簡単なソフトウェアは自分で書

いています．二番目のご質問ですが，ジェスチャーを

研究したら何になるのかっていうのは，むしろ工学系

の方に考えてもらいたい．例えばロボットを作るとき

に，ロボットに音声認識と音声合成だけさせといて，

あとは対面した相手が今まさにやっていることとは

関係なしに，ロボットの発話に合うジェスチャーを自

動的に流したらいいっていうのは少し安易だと思い

ます．これではジェスチャー研究の面白みが全く生か

されていない．つまり発話に合うジェスチャーを選ん

でロボットにふるまわせるだけなら，人間とうまくコ

ミュニケーションするのは不可能だと思います．なぜ

なら，僕らの現実のコミュニケーションはとても緻密

だからです．そこで，人と人とのコミュニケーション

の上で起こっている事を，人工的に組み入れようとし

たら，どういう技術が必要で，どこまでできるんだろ

うというのは，むしろ僕から質問を投げて，工学系の

方に出来ることがあるよと手を挙げていただきたい．

むしろそういった方と今後コラボレイトしたいと思

っています． 
 
講演者 8：キャッチメント（古山宣洋） 
他の概念より比較的新しいキャッチメントを取り上

げ，この概念を用いて談話データを観ることで対面コミ

ュニケーションのどのような側面が明らかになるのか，

その意義は何なのかについて具体的な事例を交えながら

解説した．また実際にアノテーションを行う際の注意点

や課題，多人数インタラクションへの応用可能性などに

ついて議論した． 
Q: キャッチメントという名前にはどういう由来がある

んですか？ 
A: キャッチメントという言葉そのものは，地形を扱う

人間には慣れ親しんだもので，集水するという意味が

あります．イメージ的には，同じものをリファレント

として集めてくるといったようなもので，そういう人

間の認知の基礎的な構造があるんだという考え方で

すね．マクニールは，談話の中に類似したジェスチャ

ーの断面が現れたり，身体使用に類似性が見られるこ

とに着目して，談話の中に意味的一貫性・結束性を見

出していくアプローチを取っています． 
 
2.5. 会話構造理解のための分析単位（第 6 回掲載

内容） 
講演者 9：参与構造（，高梨克也） 
会話構造理解のための分析単位の一つである参与構

造について，話者交替における次話者決定と聞き手の参

与役割について概観した後，受け手/次話者のための言語

的・非言語的手段を解説した．また日常生活に埋め込ま

れた活動としての会話を分析するために相互行為の焦点

と関与に着目すべきであることを強調した．発表直後の

質疑応答は省略された． 
 
講演者 10：F 陣形（坊農真弓） 

 F 陣形の概念について，具体的な事例を示しながら解

説した．またかなり以前に提案されたこの概念を近年発

展を遂げるユビキタスセンシング技術を用いたインタラ

クション研究に応用するにはどうすればいいかを論じた． 
Q:会話参与者の人数が少ない場合と多い場合とで，F 陣

形の形成が揺ぎやすくなるというのは関係がありま

すか？経験的には，2,3 人で話しているところに入り

込むのは結構難しいと思うんですが，5，6 人くらいの

会話ならさっと入り込めるような気がします． 
A: そのとおりだと思います．そういう直感というのは

おそらく多くの人が持っておられると思うんですね．

これらの現象はやっぱり発話内容とか，これまで話さ

れてきた情報を新たな人が共有してないっていう情

報量の問題も関わっていると思います．そこに O 空間

の縛りのきつさってのが伺えるんじゃないかと．まず，

現象を直感的に観察してからその後で，そこに根拠と

なる言語・非言語に手がかりがないかというアプロー

チで見れたらいいんじゃないかなと思います． 
 
講演者 11：実践（，岡本雅史） 
会話構造理解のための分析単位を漫才対話という具

体的な事例に応用する際の発見について議論した． 
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Q: F 陣形と漫才コミュニケーションの繋がりがまだよ

く分かりません．先ほどの F 陣形の話だと割とかっち

りした空間管理意識が会話場にはあって，外から新し

い参与者が近づいても弾かれてしまうという話でし

た．でも漫才対話の話を聞くと，実際 F 陣形システム

は場合によって変化しているような気がするんです

ね．F 陣形システムの定義的・概念的な考え方と，具

体的事例の間にある差異をどう考えますか． 
A:それは重要なご指摘でして，難しいところでもあるん

ですね．漫才対話で重要なのは，O 空間そのものをど

うやって聴衆に見せるかってことだと思うんです．先

ほどのF陣形の空間の概念的定義がそのまま漫才対話

理解に使えるかどうかは分かりません．この空間の区

別が本当にアクティブになっているのか，空間の意味

は同じなのかが問題だろうと思います．我々は，従来

やられてきたように客観的にジェスチャーや空間を

理解していくことが研究の目的なのではなく，漫才が

行われている場において，どのようにジェスチャーや

空間の意味を理解し，また合意しているかということ

を観察したいんです．つまりある人（演者）にとって

は単純に閉じた空間であるし，ある人（観客）にとっ

ては自分達に開かれた空間でもあるんですね．空間性

そのものも色々な意味を持っているわけです．まさに

空間の意味論ですね，意味論的にどう捉えられている

かっていうのを見たいと思っています． 
 

3. 全体議論  

3.1. 質問用紙による質疑応答 
本セミナーでは講師に対する質問用紙を配布した． 

全講演後，質問用紙を回収し，議論の時間にすべて回

答した．そこでのやりとりをいくつか整理する． 
 
人工知能研究との関わりについて 
Q:全てのターンで頷いたり，ランダムに頷くロボットは

飽きられるとありましたが，その原因はどこにあるの

か確かめるために，WOZ でロボットが頷くタイミン

グを決定するとか，人間に適当に頷かせるなどを長期

的に行なった実験はあるのでしょうか． 
A（細馬）:僕の知る限りはないと思います．ただ，リー

ブス&ナス[Reeves 96]が言っているような，短期的に

目を引くロボットが長期的にはどうも機能してない

んじゃないかという研究は幾つかあったと思います． 
Q:人工知能システムの領域で，システム評価の分析はい

かに進めていくべきでしょうか． 
A（細馬）:難しい問題ですね．今までシステムの評価っ

ていうのは，尺度等を使った事後の印象評定なんです

よね．つまり，コミュニケーションしてる現場で印象

評定させるんじゃなくて，コミュニケーションが終わ

った段階で，さて，今のコミュニケーションしてたロ

ボットは果たして人間らしかったですかという紙ベ

ースの質問に答えてもらう．ところが，実際コミュニ

ケーションっていうのは，事後の印象評定アンケート

では測れないと思うんです．コミュニケーションの中

で実は我々は凄い緻密なやり取りを行なっているん

ですね．で，それらが結果的に集積されて，大まかな

印象評定に効いてるってところがあると思うんです．

ですから実際にロボットとのインタラクションをこ

こでやってるみたいな緻密なレベルで起こしていけ

ば，おそらく印象評定よりも細かい発見があるんじゃ

ないかなあという気はしてます． 
Q:ロボットに会話をさせるために内容以外に会話のル

ール，韻律等のタイミングが重要だということが分か

りました．タイミング重視の分析では会話の内容がほ

とんど扱われていないようですが，会話のルールやタ

イミングなどを完璧にこなすロボットが出来たら知

的に見えると考えますか？実は人間も普段の生活で

も内容にまで踏み込まず，タイミングのみを重視した

やり取りをしてるんじゃないかと思うのですが． 
A（高梨）:相槌については人の発話を聞きながら自動的

に相槌を打つシステムを岡山県立大の渡辺先生が長

年開発をされています．こういった研究はいくつかあ

りまして，岡田美智男さん（当時 ATR，現豊橋技科大）

が，会話の言語内容を消して韻律だけを残して二つの

エージェントが会話をする，というのを実験参加者に

見せて会話がなりたっているように見えるという研

究をしていました．日常会話の中で我々もそういうふ

るまいをしているのでないかというのは，おっしゃる

とおりかなと思います．ただ，会話の内容が全く何で

もいいというのは言いすぎかなとも思います． 
 
データ収録・コーパス作成について 
Q:データセットを整理する，コーパスを作るというよう

なことが，この研究コミュニティを広げていく上で重

要と考えますか？また多人数・マルチモーダルのデー

タセットというのは実在するのでしょうか？ 
A(菊地）:僕はあまり多人数とか詳しくないのですが，先

ほど伺ったら，あまり無いということです．今は無い

ということで，ただ必要性はみなさん強く認識してい

らっしゃるようです．これからこういうセミナーとか

の学会の企画からコーパス作成の試みが生まれてく

るんだろうと思います．コーパス作成というのは相当

コストかかりますからね．よっぽど覚悟してやらない

といけません．みなさん尻込みしてるところはあると

思いますが，近々出来て欲しいなと思います． 
Q: 実際にコーパスが作られたとして使用されるのかと

いうのが気になりました．それぞれの興味対象によっ

て必要なデータも全然変わってくると思いますし，分

析用の共有可能なコーパスが本当に出来るのか想像
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できません．また，もしコーパス作成と共有が可能と

考えるならば，そのコーパスが満たすべき要件は何か

ということをお聞かせください． 
A（高梨）:コーパスを作る作業は文系の人と工学系の人

が協力してやることだと個人的には思っています．

CSJ は相対的にはそれが上手くいった例だと認識して

います．逆にこちらからお願いしたいこととして，工

学者としてどういう分析をしたい，こういうものを作

りたいからどういうことについて調べて欲しい，とい

うニーズを挙げていただきたい．コーパスを作るとい

う作業に関しても，我々文系の人間が分析単位を勝手

に決めてこういうコーパスを作りましたっていって

もそれは全然ユーザの声を聞いてないわけですよね．

従来なされてきたような書き起こしや形態素解析の

レベルまでは異論のあまりない正解が作りやすかっ

たんですけど，それよりも高次なインタラクションの

分析単位に関して，正解が決められないのが現状です． 
A（伝）:コーパスを共有するということですが，全員の

興味を満たすようなものは絶対できないと思います．

特にインタラクションコーパスの場合は，収録すると

ころから始めるわけですから，非常に手間がかかる作

業です．共有はしたいんですが，全員の要求というの

は満たせない．ただコーパスが出来てくるとそれなり

に使うんです．CSJ の場合もあのプロジェクトが始ま

った時，決してこんなデータ使うことは無いよなと思

っていたんですが，実際にできてきてしまうと，この

データで出来ることを何か探してやろうって気にな

るんですね．あれだけの膨大なアノテーションのつい

たデータというのは世界的にも無いですし．そういう

こともあるので，現実にデータが出来てくれば，それ

に合わせて自分の興味を少しシフトしてやってみる

ことは出来ると思います．ですので何らかの形で大規

模な多人数・マルチモーダルコーパスが作れたらいい

なとは考えています．  
A（細馬）:工学者だけでなく，ジェスチャー研究者とし

てもここでニーズを言っておきたいと思います．ジェ

スチャー研究者からすれば，動作がきちっと見れて，

しかも会話だけはアノテーションがついてるってだ

けもありがたいことなんです．僕は今，会話も起こさ

なあかん，視線も起こさなあかん，ジュスチャーも起

こさなあかん，こんなん全部できへんわってのが現状

なんですね．ですから，例えば CSJ のようなもので，

出来れば映像は参加者の視線，姿勢，ジェスチャーが

パーフェクトに記録されているものであればもうそ

れだけでジェスチャーコーパスとしては使えると思

います．僕としてはジェスチャーのアノテーションは

してもらわなくていいと思っています．会話のアノテ

ーションは簡単なんですが，ジェスチャーのアノテー

ションはなかなか難しいですから．もうそれは放って

おいてもらってもいいと思います． 

 
3.2. リレー応答：各分析単位の関係について 
Q:工学的に見ると，これらの体系性とか整合性とかが非

常に気になるところで，それについて二つほど伺いた

いのですが，一つはこのチュートリアルを始め，セミ

ナー全体，階層的にプレゼンテーションをまとめられ

たかと思うのですが，どれくらい相互に合意している

話であるのかということですね．もう一つは多人数イ

ンタラクションを理解しようとした時に，そのミッシ

ングな部分があるかどうか，例えばこういうところは

まだ多人数インタラクションという観点から抜けて

るんじゃないかなとか，それは有るのだろうか，無い

のだろうか，この二点について御願いします 
A(坊農):では，リレー形式で小さい単位を担当された方

から質問にお答えします． 
A（高梨：節単位）節単位と韻律に関しては，榎本さん

の発表でもありましたが，結構整合的な結果が出るも

のを，二つ別の面で独立にやって相関を見るというよ

うな研究ができるかなと思ってます． 
A（菊地：ToBI）:同じくですね．ToBI は節単位，TCU
あたりは関連付けて研究されてきてます．談話セグメ

ントに関してはどうでしょうかね．談話セグメント直

接ではないですが，似たような観点で ToBI のラベル

を使った分析はあります．例えば話題の切れ目と ToBI
の情報との関連を見るとか，そういうことは割と関わ

ると思います．相互行為レベルはこれからですね． 
A（榎本： TCU）:構成物としてより小さな単位，韻律

であったり，統語情報であったり，というのは TCU
を構成するために使われているので整合性があるか

なと思います．ですが，TCU や隣接ペアから談話セグ

メントが構成されるかというと，そうではないかもし

れないと思います．談話セグメントは会話の大局的な

単位といった感じですね．隣接ペアは二つの発話の組

み合わせになっているんだけども，その二つ目の発話

の開始地点から次のトピックが始まっているという，

入れ子の構造になっているということも結構あると

思います．その辺はミッシングというか，研究が無い

ところでですね．会話の小さな単位，部分的な単位と

大きな単位というのが互いにどういうところで関連

づけながら，実践されてるのかっていうのは今後研究

していかなければいけないと思います． 
A（伝：隣接ペア）:昨日ちょっと紹介させて頂いた，今

年から始めたプロジェクトで，節単位と ToBI と TCU
の相互の関係を調べてインタラクションを分析する

上での適切な単位とは何かということを考えていま

す．そちらの成果を紹介できるときがくればと思いま

す．上との関係ですが，今の榎本さんの答えで僕は答

えにくくなってしまったんですが，個人的には談話セ

グメントの中に隣接ペアがあっていいんじゃないか

と思ってます．つまり隣接ペアの中にはセグメントを
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開始するようなペアとか，セグメントを終了させるよ

うなペアっていうのがあります．で，今日の竹内さん

が紹介していたような例の中にも，そういう観点から

見れそうなものはあったと感じていました．ミッシン

グな点ですが，隣接ペアっていうのは二発話で，談話

セグメントはもっと長いですから，その間の中間的な

ものがちょうど欠けてるなあという気がします．それ

は以前書いた本[石崎 01]で中位構造と呼んでいたもの

なんですが，そのあたりがちょっと抜けていて，僕が

紹介した拡張，隣接ペアの拡張形ていうのがちょうど

そのあたりに相当します．そういう部分の話があると，

隣接ペアと談話セグメントの話がつながってくるん

じゃないかと思います． 
A（竹内：談話セグメント）:現状においては隣接ペアか

ら談話セグメントが緻密に組織化されるかは難しい

ところです．私はもともと書き言葉研究をしてきたん

ですが，文章における隣接ペアに相当する隣接間の命

題関係などを見ていました．しかし，これが難しい．

書き言葉で出来ないものが話し言葉でどこまで上手

くいくかというのは怪しいと思います．もう一点，付

け加えることは，談話セグメントは色々な観点から分

析が可能です．ですので，動画を見ながら分析した場

合，それから書き起こしだけを見ながら分析した場合，

音だけ聞いて分析した場合，それぞれどういうやり方

で分析していくのが他の分析単位と相関性を見る上

で有益なのかというのが課題だと思います． 
A（細馬：ジェスチャー単位）:ここからジェスチャーの

話に入るんですけど，まず全般的に言うと，僕は単位

の整合性が破れるというときがむしろ研究のチャン

スだと思っています．例えばジェスチャー単位を恣意

的に切った時に，それがキャッチメントを説明する時

にぴったり合うとは限らないわけです．その時初めて

キャッチメントってジェスチャー単位でどうして説

明できないのという新たな問いが生まれます．それっ

てすごく面白いポイントだと思います．ですから単位

間の整合性が破れる時は，研究が破綻する箇所という

よりは，そこから研究のステップアップが始まる時な

んだと思っています．それは前置きで，ジェスチャー

単位というのは基本的にマルチモーダルな分析に関

わる単位だと思っています．つまりジェスチャー単位

を独立で使って内部の構造を観察していくというよ

りは，発語の単位とジェスチャー単位はどう関わって

いるのかという風に見るわけです．例えば節と関わっ

ているのか，あるは TCU と関わっているのか，隣接

ペアに関わっているのか，あるいは談話セグメントく

らいの長い単位に関わっているのかといった問い，つ

まり「縦の問い」を立てていくための概念かなと思っ

ています．キャッチメントというのはどちらかという

と「横の問い」を立てる概念だと思っているのですけ

ど，そこらへんは古山さんにお聞きしようかと． 

A（古山：キャッチメント）:2000 年に gesture という雑

誌が刊行されたんですが，そこにマクニールを始めと

してキャッチメントという概念をわりと広く，世の中

に紹介した論文があります[McNeill 00]．その論文は画

像処理の研究者とコラボレイトしたものでもあった

んですが，その中で竹内さんの紹介された談話セグメ

ントのクエリ形式を用いて，談話構造を見ていく分析

がなされました．談話セグメントの方法で談話を分析

する，その一方でキャッチメントで談話を分析する，

その整合性がどうなっているのかというのを研究し

た論文だったんです．また，ToBI も使っておりまして，

それでイントネーションの上下，それによって出来て

くるブレイクというものを使いながら，談話とジェス

チャーの区切りが一致しているかなどを研究してい

ました．全部の分析単位を網羅することはできません

けど，そういった形でキャッチメントのようなまとま

りの出来ていくプロセス，あるいはその法則性とジェ

スチャー，身体の動きの法則性がどのあたりで一致す

るのかといった，細馬さんがご指摘されたようなもの

を見ていくといいんじゃないかと思います．細馬さん

がおっしゃったような破れを探すことは非常に重要

なのかなと理解しております． 
A（高梨：参与構造）:参与構造以降の 3 つのテーマは，

時間的に単位を切るというよりはどちらかと言うと

空間的な広がりを見ています．また人間関係，環境を

も含んだ対象をどういう風に分析するかということ

に焦点が当てられています．参与構造の話は，榎本さ

んの TCU とか伝さんの隣接ペアあたりの考え方を 3
人以上にしたときにどうなるのかということを考え

ているという意味で，それらと接点があるかなと思っ

ています．もう一方で，後ろの坊農さんの発表との間

では，結構似たような現象を扱うんですが，どちらか

と言うと，私がやっているのが言語中心でかなり理論

的な理解，坊農さんがやっているのがもうちょっと身

体とかの実際のふるまいに寄っているというような

関係があると思います．あと僕のところが TCU や隣

接ペアと結びついてるとすれば，F 陣形の話はむしろ

ジェスチャーとかキャッチメントと結びつくのかな

という気がします． 
A（坊農：F 陣形）:私は F 陣形というのを身体とか空間

のことを解釈するために用いています．しかし，それ

だけではなく，例えば，「ある人物の指向する F 陣形

がこの場で選好される陣形になる」とかそういう表現

は会話分析のやり方に倣っています．また，ある人物

がアテンションを引くふるまいをして，それに対し別

の人が身体をねじってリアクションするというのは，

まさに何か問いかけに応答するといった隣接ペア的

な観点でも考えられると思っていています．身体とか

空間を使った研究は，従来会話分析とか言語研究で議

論されてきた概念をアナロジー的に使っている側面
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があります．なので私の研究は，ただ身体動作を見て

いるのではなくて，会話研究や言語学でなされてきた

研究をいかに拡張またはスライドさせて，ジェスチャ

ー・身体動作理解に役立てていくかというところに焦

点をあてています．言語研究や会話分析，またジェス

チャー研究で議論されてきた概念を調整しながら，身

体動作について統合的に研究していく手法を構築し

ていくべきなんじゃないかと思っています． 
A（岡本：実践）:私の場合，実際にデータを分析すると

きにそれらの分析単位をどのように組み合わせてい

けばいいのかを考えます．単位というのはある種のパ

ースペクティヴなものだと思います．つまり，どのよ

うにそのインタラクションを見ていくかという視点

ですね．例えば伝先生の隣接ペアを漫才対話に利用す

るなら，漫才のボケというのは第一部分で，突っ込み

というのが第二部分と捉えていいのかとかって疑問

からまず発するわけです．もちろんそれは当然矛盾す

るとか，いろんな問題が出てくると思うんですけど，

それは先ほど細馬さんがおっしゃったように，研究の

出発点になるのだと思います．あと，ミッシングとい

う部分というのは，人間の内面についてのアプローチ

だと思います．会話分析はある種のやり取りに重きを

置くので，会話の表面的部分に着目している．どうい

うつもりで言ったかとか，どう受け取られたかってい

う感情，情動などの内面的部分っていうのには非常に

関心が薄いように見えるんですね．そのあたりの人間

の内面を観察するためには，インタラクション研究に

は限界があるのか？それともある種サイエンスとし

てインタラクションを捉える時に，表出行動として見

える部分をきちんと捉えていかなければいけないの

かということを常に考えています． 
 

4. おわりに  

 これで 1 年以上続いた連載チュートリアルは終了であ

る．連載期間中，様々な感想を多方面からいただいた．

本チュートリアルがこうして注目していただけたのには，

近年のユビキタスセンサ技術の発展やデータマイニング，

ユーザーセンターデザインなど人と人工物とのやり取り

についての研究への注目度の高さが関わっているであろ

う．多人数インタラクション研究はまだ始まったばかり

である．今はまだ文系と理系が分かれてお互いの様子を

伺っているような段階かもしれないが，これからは領域

横断的に研究を進めていく必要がある． 
なお，本チュートリアル連載記事は，人工知能学会編

集の『知の科学シリーズ』の一冊として再編纂が予定さ

れている．こういった一連の取り組みが，今後の多人数

インタラクション研究およびマルチモーダルコミュニケ

ーション研究に何らかの発展的貢献をすることができれ

ばと願っている． 
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