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Abstract 
This paper describes the way of controlling dialogue 
using prosodic information on the platform of spoken 
dialogue systems. We have developed the platform for 
generalization of system architecture to make 
maintenance ease. This paper particularly shows the 
architecture of the platform and an example of process 
of outputting backchannels in a dialogue. Now, we have 
a plan to examine some proposed models of turn-taking 
and dialogue control on this platform. 

 

1. はじめに 

対話音声における韻律には同音異義語の区別や

文体の区別、文構造の明示、強調や感情伝達の他

に、心理状態の表現、発話権制御など対話特有の

様々な役割がある[1]。対話における韻律の役割を

解明するあるいは対話の構造を韻律によって説明

しようとする試みがこれまでにもなされている

[2][3][4][5]。我々はそうしたモデルを音声対話シ

ステムに実装する受け皿としての音声対話システ

ム汎用プラットフォームを構築し、実システム上

でのモデルの評価を行うことを計画している。 
本稿では、韻律の役割のうち特に発話権制御や

心理状態の伝達を実現することを目的として、音

声対話システム汎用プラットフォーム上で韻律情

報を用いた対話制御を実現する枠組みについて報

告する。具体的には、あらかじめ用意した心的状

態モデルの更新に発話時間や発話終了後の無音時

間、発話速度の変化、基本周波数パタンなどの要

素を用いることを可能にし、それを参照するよう

に対話制御ルールを記述する。システム設計者は

実験やアプリケーションの目的に応じて心的状態

更新の要素を調節するとともに、システムの振る

舞いをルールによって記述することができる。な

お、本稿では、一例としてあいづちの出力制御を

取り上げてプラットフォームの動作を説明する。 
 

2. 音声対話システム汎用プラットフォーム 

2.1. 設計方針 

本プラットフォームは音声対話による問題解決

を行う上で必要な知識について、記述多様性と記

述容易性のトレードオフを考慮した形で蓄え、知

識の内容に依存しない形で利用できるように実装

されている。具体的には、システムの実際の行動

レベルの記述の上に一段階抽象化した計画レベル

を用意する手法を提案した[6]。上位レベルとなる

計画レベルでは、システムの問題解決戦略を記述

するプラニングルールをプロダクションルールで

表現する。また、下位レベルとなる行動レベルの

記述、すなわち実際に行う発話や画面表示、アプ

リケーションコマンドなどを決定する行動決定ル

ールを有限状態オートマトンによって表現する。

各ルールを最大限にパッケージ化しておくことに

よって、問題解決およびその手段としての対話の

多様性と対話記述の容易性を実現する。また、シ

ステムを構成するモジュールを並列に動作させて

多様な対話制御方法に対応し、プラニングや行為

決定の要素となる心的状態を多次元にする[7]こと

によってユーザとシステムの多様なコミュニケー

ション形態を実現する。  

2.2. 構成 

プラットフォームの構成を図 1 に示す。図中の

単語辞書、音声認識用文法やプラニングルール、

行為決定ルールなどのデータはシステム設計者が

用意すべきデータである。先に述べた設計方針に

従って対話制御部において二段構成のルール群

（プラニングルールと行為決定ルール）を読み込

んで対話制御に用いる。 
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図 1:音声対話システム汎用プラットフォームの構成 
 

プラットフォームは音声認識部、システム制御

部、応答生成部、状態更新部、アプリケーション

部から構成される。各部は並列に動作し、その間

で一定の形式に従いメッセージ通信を行って状況

に応じた適切な処理を行うマルチプロセスの形態

で構築されているが、実質的にはメッセージの全

てがシステム制御部を介してやりとりされるため、

システム制御部を中心とした集中制御となってい

る。以下、各プロセスについて簡単に説明する。 

2.2.1. 音声認識部 

IBM ViaVoice[8]の API を用いて構成されている。

システム設計者が用意した単語辞書と音声認識用

文法を読み込んで不特定話者連続音声認識を行う。

音声認識結果は単語列とスコアのペアがメッセー

ジの形式に整形された上で、システム制御部を通

して対話制御部に渡される。 
 

2.2.2. システム制御部 

各プロセスからメッセージを受け取り、メッセ

ージタイプに応じて送信先のプロセスへ送る。ま

たメッセージ受送信とともに状態更新部へメッセ

ージ内容を送信する。 
 

2.2.3. 状態更新部 

システム制御部において送受信したメッセージ

が送られ、システム設計者によって用意された状

態更新ルールによって、心的状態の認識および更

新を行う。例えばシステム発話終了後のユーザ発

話開始までの時間を計測してしきい値を超えれば、

発話権はユーザからシステムに移ったと判断して

発話権に関する心的状態を更新するなどの処理を

行う。心的状態のモデルは現在のところあらかじ

めプラットフォーム側で用意したものに限定して

いる。 

2.2.4. 対話制御部 

システム制御部から受け取った音声認識結果や

アプリケーションの出力結果をもとに、システム

設計者が記述したルール群にしたがってシステム

の行為を決定する。音声認識結果を受信した場合

に限り意図解析文法を用いて意図解析を行う。そ

の後、解析されたユーザの発話意図やその他のイ

ベント（ユーザ発話開始、アプリケーション結果

取得など）に応じて後ろ向き推論によってプラニ

ングルールを用いて実行すべきプランを決定する。

さらに選択されたプランに応じて行為決定ルール

を用いて実行すべき行為を決定する。 
 

2.2.5. 応答生成部 

システム制御部を介して対話制御部から発話意

図を受け取り、それに応じた応答生成（発話生成

や画面表示）を行う。発話意図は発話タイプとパ

ラメータ群からなり、システム設計者が用意した

発話文定型を用いてこれらを文テキストの形に変

換したうえで音声合成を行う。 
 

2.2.6. アプリケーション 

システム制御部を介して対話制御部から受け取

ったアプリケーションコマンドとパラメータ群に

したがってアプリケーションを実行する。システ

ム制御部との通信用のインタフェースが用意され

ており、データベース検索コマンドなどの外部コ

マンドを簡単に組み込むことができるようになっ

ている。 



3. 韻律情報を用いたあいづち出力制御 

本章では、前述したプラットフォーム上での韻

律情報を用いたあいづち出力制御の実現例を示す。

なお、ここではあいづちを「相手の発話権継続を

促すための合図」と位置付け、発話終了前に発話

権がユーザから一時的に譲渡された場合にあいづ

ちの出力を行うことを目指す。そのために、対話

における発話権についての状態を心的状態として

とらえ、ユーザに発話権がある状態から一時的に

システムに譲渡された状態への変化を認識し、そ

の変化に応じてあいづちの出力を行うことが必要

になる。以下にはまず、心的状態のモデル化につ

いて説明し、韻律情報を用いた状態更新のための

枠組みを示したうえであいづち出力の動作例を示

す。 
 

3.1. 心的状態モデル 

プラットフォーム上であいづち出力制御を実現

するために、まず発話権についての心的状態（以

降、発話権状態）のモデル化を行う。その際、他

の心的状態とは独立した次元として扱う。 
さらに、タスク指向対話を速やかに進行するた

めに必要な対話基本状態のモデルとの統合を行っ

て、行為決定ルールの形に変換する。データベー

ス検索タスクにおける検索条件取得プランを例と

して、オートマトンの形で表現された対話基本状

態と発話権状態のモデルと、それらが合成された

行為決定ルールを図 2 に示す。また、これらのル

ールを実際に行為決定処理で用いるために XML
形式に変換したものを図 3 に示す。 

図 2 において、(i)の対話基本状態モデルには発

話権状態を考慮しない対話の手続きが表現されて

いる。発話権状態を統合せずにこのまま行為決定

ルールとしてこれを用いることも可能であるが、

その場合にはシステムとユーザが交互に発話終了

を行う半二重型のコミュニケーション形態しか実

現できない。一方、(ii)の発話権状態モデルには、

ユーザの一時的な発話の停止（”U_発話停止”）が

状態更新部によって検出された場合には”発話権

一時譲渡”の状態に移行してあいづち行為（”S_あ
いづち”）を実行するように記述されている。 

これらの二種類の心的状態モデルを合成して用

いることによって、システムは問題解決をより円

滑に進行することが可能になる。 
 

3.2. 状態更新部における韻律の利用 

図 2 の”U_発話停止”や”U_発話終了”といったイ

ベントは、状態更新部において判断される。これ

らの更新を無音時間長のみによって判断するよう

に設定してもよいが、F0 の句末音調を併用して判

断すればより適切に状態を更新できる。 
あいづち出力制御に有益な韻律情報[9][10]を以

下に列挙する。 
• 無音時間長 – しきい値設定により一時的な発話権譲

渡か完全な譲渡かを判断できる。 

• F0 句末音調 – 下降調もしくは上昇-下降調、半疑問

調の場合、一時的な譲渡と判断でき、下降調の場合

にはその度合いによっては完全な譲渡と判断できる。 

• 発話速度変化 – 単位末で速度変化が緩やかになれば

発話権譲渡と判断する。 



 これらの情報を利用可能とするために、あらか

じめ無音時間計測や F0 句末音調照合などの手続

きを用意している。システム設計者はこれらの手

続きの結果に応じて状態更新が行われるよう状態

更新ルールを記述すればよい。 

<rule id=”1”> 
<state id=”0” name=”S” act=”S_検索条件要求”> 
<arc act=”S_発話終了” next_state_id=”1”/> 
</state> 
</rule> 
<rule id=”2”>  <state id=”1” name=”検索条件待ち” act=””> 

S
検索条件
待ち

S_発話終了 U_発話終了
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<arc act=”U_発話停止” next_state_id=”2”/> 
<arc act=”E_ポーズ長超過” next_state_id=”3”/> 
</state> 
</rule> 
<rule id=”3”> 
<state id=”2” name=”発話権一時譲渡” act=”S_あいづち”> 
<arc act=”U_発話終了” next_state_id=”4”/> 
<arc act=”U_発話再開” next_state_id=”1”/> 
</state> 
</rule> 
<rule id=”4”> 
<state id=”3” name=”発話” act=”S_検索条件要求”> 

発話権
一時譲渡

U_発話停止
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S

発話権状態

U_発話再開

 

<arc act=”S_発話終了” next_state_id=”1”/> 
</state> 
</rule> 
<rule id=”5”> 
<state id=”4” name=”属性値判定” act=”L_属性値判定”> 
<arc act=”E_属性値 NG” next_state_id=”5”/> 
<arc act=”E_属性値 OK” next_state_id=”6”/> 
</state> 
</rule> 
<rule id=”6”> 
<state id=”5” name=”発話” act=”S_検索条件再要求”>  
<arc act=”S_発話終了” next_state_id=”1”/> (i) 対話基本状態と発話権状態のオートマトン </state> 
</rule> 
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<rule id=”7”> 
<state id=”6” name=”E” act=”End”> 
<arc act=”S_了解” next_state_id=””/> 
</state> 
</rule> 

 

図 3:合成された行為決定ルール（データベース検

索タスクにおける検索条件取得プランの場合） 

 

3.3. 動作例 (ii) 合成されたオートマトン 
図 2: オートマトンにより表現された行為決定ル

ール（データベース検索タスクにおける検索条件

取得プランの場合） 

図 4 に、論文検索対話における韻律情報を用い

たあいづち出力の例を示す。ユーザ発話の「西川

さんの論文で」の句において F0 句末音調が上昇-
下降調であり、なおかつポーズ長が設定されたし

きい値を超えているために、図 2 で示した心的状

態モデルにおける”検索条件待ち”状態から”発話権

一時譲渡”状態に移行される。その結果、” 発話権

一時譲渡”状態での行為として指定されているあ

いづち行為をシステムが実行する。 
ここではあいづち行為の詳細については触れな

かったが、多様なあいづち表現や画面表示による

代替的なあいづち行為を、他の次元の心的状態を

参照して適切に選択する枠組みについても本プラ

ットフォームにおいて搭載することができる。 
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図 4：韻律情報を用いたあいづち出力の例 

4. おわりに 

本稿では、韻律情報を用いた対話制御を実現す

る音声対話システム汎用プラットフォームについ

て述べ、あいづち出力制御の実装を一例として説

明した。今後は韻律情報に含まれる多様な情報を

特に対話の円滑さ向上に生かすために、他の様々

な局面における韻律情報の利用を試みる予定であ

る。 
 

5. 参考文献 

[1] 市川熹, “対話理解に対する抑揚情報の利用,” 情報処

理学会研究報告, SLP-2-8, pp.51-58 (1994). 
[2] E. Couper-Kuhlen, M. Selting (Eds.), “Prosody in 

conversation,” Cambridge University Press, (1996). 
[3] Koiso, H., Horiuchi, Y., Tutiya, S., Ichikawa, A., Den, Y. 

“An analysis of turn-taking and backchannels based on 
prosodic and syntactic features in Japanese Map Task 
dialogues,” Language and Speech, Vol.41, pp.295-321 
(1998). 

[4] 垣田邦子, “簡単な"質問－答"形式の対話における F0
の話者間相互作用,” 日本音響学会講演論文集, 2-P-2, 
pp.305-306 (1995.10). 

[5] 野口広彰, 片桐恭弘, 伝康晴, “あいづち促進・抑制に

対する韻律と品詞の影響,” 日本認知科学会第 17 回

大会発表論文集, pp.240-241 (2000). 
[6] 青山一美, 平野泉, 菊池英明, 白井克彦, "音声対話シ

ステム汎用プラットフォームの検討," 情報処理学会

研究報告, 2000-SLP-30, pp.7-12, (2000.2). 
[7] 鈴木堅悟, 青山一美, 菊池英明, 白井克彦, "多次元心

的状態を扱う音声対話システムの構築," 情報処理学

会研究報告, 2001-SLP-37, pp.13-18, (2001). 
[8] http://www.ibm.co.jp/voiceland/ 
[9] N., Ward, “Using prosodic clues to decide when to 

produce back-channel utterances,” proc. of ICSLP1996, 
pp.1728-1731 (1996). 

[10] 岡登洋平, 加藤佳司, 山本幹雄, 板橋秀一, “韻律情報

を用いたあいづちの挿入 ,” 情報処理学会論文誌 , 
Vol.40, No.1, pp.469-478 (1999). 

[11] Jaffe, J., S. Feldstein, "Rhythm of dialogue," Academic 
Press (1970).. 


	はじめに
	音声対話システム汎用プラットフォーム
	設計方針
	構成
	音声認識部
	システム制御部
	状態更新部
	対話制御部
	応答生成部
	アプリケーション


	韻律情報を用いたあいづち出力制御
	心的状態モデル
	状態更新部における韻律の利用
	動作例

	おわりに
	参考文献

