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1 はじめに
音声技術の進歩によって，音声対話システムは簡単なタス

クならばかなりの精度で達成できるようになった．現在では
スマートフォンやカーナビゲーションシステムなどで実用化
され，今後ますますユーザ層や利用状況は多様化することが
予測される．しかし，高性能な音声対話システムが実用化さ
れる一方，音声対話システムが日常的，積極的に利用される
光景に出会う機会は少ない．その原因の一つとして「話しか
けにくさ」が挙げられる．ユーザにとって話しかけやすいイ
ンタフェースを有した音声対話システムの構築のためには，
システムの機能的な改善だけでなく，ユーザの機械との対話
に対する心理的バリアの軽減に向けた研究が必要である.

人間は日々の生活において，あらゆる環境から情報を知覚
している．このような環境に存在する観察者にとって価値の
ある情報をアフォーダンス [1]と呼ぶ．アフォーダンスはシ
ステムや道具などの人工物のインタフェースやデザインにも
応用されており，アフォーダンスが活かされていれば，モノ
の形状や特徴から使い方を直感的に捉え判断することができ
る [2]．そこで本研究では，音声対話システムに対する話し
かけやすさの改善を目指して音声対話システムのアフォーダ
ンスについて検討し，音環境への反応表出を提案する．そし
てシステム周囲の音環境に対してエージェントが反応を表出
する音声対話システムを実装し，提案手法がユーザに与える
影響，および，本研究で定義する音声対話における 2 つのア
フォーダンスの関連性を評価実験を通して調査する．

2 音声対話システムのアフォーダンス
本研究では，音声対話システムはシステムへの入力手段が

音声であるという情報，および，システムが知的理解を伴う
インタラクションをできるという情報をユーザに提供する必
要があるとし，それぞれを音声入力のためのアフォーダンス，
相互理解のためのアフォーダンスと定義する．

2.1 音声入力のためのアフォーダンス
音声入力のためのアフォーダンスとは，システムへの入力

手段が音声であることを提供する特徴と定義する．主要な表
出方法の例としてマイクやレベルメータ，アイコン ·文字表
示などが挙げられる．図 1 に音声入力のためのアフォーダ
ンスの例を示す．ここに示したのは，一般的な物理マイク，
MMDAgent で表示されるレベルメータ， Google の音声認
識システムで表示されるアイコン ·文字表示であり，これら
は話しかけることで利用できることをユーザに知覚させる．

2.2 相互理解のためのアフォーダンス
相互理解のためのアフォーダンスとは，システムが物事や

環境，発話などを理解しているよう表出し，システムとの知
的理解を伴うインタラクションが可能であることを提供する
特徴と定義する．表出方法の例としては，タスク一覧や発話
例文などが挙げられる．図 2に相互理解のためのアフォーダ
ンスの例を示す．ここに示したのは， MMDAgent で表示さ
れるタスク一覧，Appleの Siriで表示される発話例文である．
表出する内容は対話タスクに依存することが多く，ホテル予
約や交通案内などを行うタスク指向型システムには有効であ
るが，音声対話システムに広く一般的に活用できるとは言い

図 1: 音声入力のためのアフォーダンスの例

図 2: 相互理解のためのアフォーダンスの例

難い．そのため，一般性や発話の自由度の観点からは対話タ
スクの依存性の低い表出方法が望ましい．注意したいのは，
相互理解のためのアフォーダンスはシステムが何をできるの
かを具体的に明示するのではなく，システムと知的にインタ
ラクションできるという可能性や期待感に近い情報をユーザ
に提供するのである．

3 音環境への反応表出
音環境への反応表出とは，ユーザがシステムと対話を開始
する前から，その環境で生じた音に対してシステムが何らか
の反応を表出することである．これにより，ユーザにシステム
は音が聞こえていると感じさせることができる．また，ユー
ザが聞こえている音と同じ音の情報をシステムが理解してい
ると感じさせることができる．音環境への反応表出は音声入
力のためのアフォーダンスと相互理解のためのアフォーダン
スを同時に表出し，入力手段が音声であること，知的なイン
タラクションができることを知覚させる．自然に対話可能で
あることをアフォードすることで，ユーザの音声対話システ
ムに対する話しかけやすさの改善が期待できる．
図 3に提案手法による音声対話システムのイメージを示す．
アフォーダンスが活かされていない場合，ユーザはシステム
を目の前にして機械があると認知できるが，何ができるか不
明であり，話しかけることに抵抗を感じる．それ以前に，音
声対話システムであることすら分からない可能性もある．対
して，提案手法では同様の状況下でもシステムが音に反応す
ることで，たとえマイクなど明らかな入力機器がシステムの
前になくともシステムへの入力手段が音声であるという情報
をユーザに提供する．さらに，システムが単純な音声認識だ
けではなく，雑談のような対話など知的なインタラクション
ができるという情報も同時にユーザに提供し，ユーザのシス
テムへのスムーズな話しかけを手助けする．
音環境への反応表出の位置づけとして，表 1に各表出方法
とアフォーダンスの関連を示す．レベルメータは音が入力さ
れたときに反応し，音声入力のためのアフォーダンスを表出す
るが，機械的で単純な反応であり，相互理解のためのアフォー
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図 3: 提案手法による音声対話システム

表 1: 各表出方法とアフォーダンスの関連
音声入力のための 相互理解のための
アフォーダンス アフォーダンス

レベルメータなど ○

タスク一覧など ○
（対話タスク依存性：高）

音環境への反応表出 ○ ○
（対話タスク依存性：低）

ダンスは表出しない．タスク一覧は表示されたタスクに関連
することを理解してくれることがユーザに分かるため，相互
理解のためのアフォーダンスを表出するが，音声入力のため
のアフォーダンスは表出しない．音環境への反応表出は人間
や生き物のように音に反応することで，音声入力のためのア
フォーダンスと相互理解のためのアフォーダンスを同時に表
出することができる．また，相互理解のためのアフォーダン
スにおいて，表示や動作を用いた反応により音環境を理解し
ているよう表出することで，知的なインタラクションができ
ることを知覚させるため，対話タスクの依存性は低い．

4 実験条件
4.1 実験システム
本実験は擬人化エージェントを用いた音声対話システムを

対象とし，音声入力のためのアフォーダンスを表出するレベ
ルメータ ·アイコンを表示したシステム (Sound Level Meter

& Icon; LI) ，低い対話タスクの依存性という条件で相互理
解のためのアフォーダンスを表出する吹き出しを表示したシ
ステム (Balloon; BA) ，そして提案手法である音環境に反応
を表出するシステム (Reaction to Sound Environment; RS)

を用意し，これら 3 種類の音声対話システムを比較評価す
る．図 4に実験システムに表示される画面を例として示す．
なお，左からレベルメータ ·アイコン表示 (LI) ，吹き出し表
示 (BA) ，音環境への反応表出 (RS) である．
RSは音が鳴ったり，発話された場合，エージェントが音源

方位に顔を向ける動作を行う． LI はレベルメータとアイコ
ンが常に表示され，音声が入力された場合，レベルメータの
ゲージが動作する． BA は吹き出しが常に表示されており，
音に対する反応は表出しない．

4.2 タスク設定
実験は被験者が 1 名ずつ部屋へ入室し，システムを利用す

る．被験者は 1 システム終了ごとに SD 法による 5 段階評価
アンケートに回答する．被験者に室内を自由に行動してもら
う中でシステムへの話しかけの動機付けを与えるため，エー
ジェントのプロフィールを尋ねるというタスクを設定した．
観察者はシステムに音環境に対する反応を表出をさせるた

め，音を発生させるための行動を被験者とシステムの対話の
妨げにならない範囲で行う．なお，観察者の行動によってシ
ステムに起きる変化は説明しない．

図 4: 各実験システムの画面表示
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図 5: 評価実験の結果（平均）

5 実験結果 ·考察
図 5に評価実験の結果（平均）を示す．本研究で目的とし
た話かけやすさの改善ついては，「話しかけにくい－話しかけ
やすい」の項目で RS が最も高い結果となり，音声対話シス
テムに対する話しかけやすさの改善に RS が有効であること
が示された．
本研究で定義した 2 つの音声対話システムのアフォーダン
スについて述べる．音声入力のためのアフォーダンスについ
ては，追加項目すべてにおいて LI および RS が 総合的に高
い結果となった．音声入力のためのアフォーダンスの有効性
を改めて確認でき，話しかけやすいシステムのためには，ま
ず第一に音声入力のためのアフォーダンスを表出する必要が
あることが分かった．相互理解のためのアフォーダンスにつ
いては，対話タスク依存性の低い表出方法を単体で用いた場
合の有効性は低かった．しかし，音声入力のためのアフォー
ダンスと組み合わせることで，話しかけやすさを改善するこ
とが分かった．
副次的結果として人間らしさと生き物らしさについて述べ
る．どちらの指標も RS が LI と BA よりも高い結果となっ
た．また，人間らしさは LI よりも BA に優位性があること
が確認できる．しかし，生き物らしさは BAよりも LIに優位
性が見られた．機械的なデザインは人間らしさにはネガティ
ブな印象を与えるが，生き物らしさにはポジティブな印象を
与えることが分かった．特に何かしらの反応や動作の有無が
大きく影響すると考えられ，音声対話システムのアフォーダ
ンスとの強い関連も見込まれる．
今後，より効果的なアフォーダンス表出方法を調査し，新
たな反応表出方法，実験条件で検証することでさらなる発見
が期待できる．
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