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1 はじめに
ユーザが音声対話システムの構成要素（音響モデル，言語

モデル，単語辞書，対話シナリオ，声質モデル，エージェント
等）をコンテンツとして作成，共有，評価，改善を行うユー
ザ生成型音声対話コンテンツの研究が行われている．多数の
ユーザから多彩な音声対話コンテンツが生み出される場を形
成することで，音声対話をWikipediaや YouTubeのような
消費者生成メディアへ発展させ，音声対話のビッグデータ化
を目指している．これを実現する研究用の基盤として，一問
一答登録型のユーザ生成型音声対話システム [1]が提案され
ている．
本研究では，このシステムを拡張し，一問一答 (QA) を組

み合わせることにより，対話のやりとりをユーザ間で自由に
拡張・改変できるような仕組みを導入したシステムを提案す
る．この仕組みが実現されれば，音声対話コンテンツの登録
が簡単で，ユーザ全員で対話のやりとりを構築できる音声対
話本来の魅力を表現可能なユーザ生成型音声対話システムと
なることが期待される．

2 ユーザ生成型音声対話システム
対話端末としてMMDAgentを用い，発話中のキーワード

と対応する応答文の組や応答の声質・動きをユーザがウェブ
上で入力・選択することで登録できるユーザ生成型音声対話
システム [1]（以下，従来シス テム）が研究されている．消費
者生成メディアでは，コンテンツの消費，参加，生産といった
行動が容易に行える環境が備わっていなければならない [2]た
め，シンプルな登録を重視した設計としたのである．しかし，
同研究では様々な試みにも関わらず，音声対話コンテンツの
自発的かつ連続的な創造には至っていないのが現状である．

3 利用者による履歴付き対話の共同構築
3.1 QAの繰り返しによる履歴付き対話
先行研究において，コンテンツの爆発的な生成が行われな

い要因として，各QA間の連携ができず，単純で単発的なQA

しか作れないことが考えられる．人間同士が行う対話はそれ
までの対話履歴をもつことで文脈をふまえたインタラクティ
ブ感ある対話をし，コミュニケーションをとっている．した
がって，音声対話システムとの対話においても，そういった
インタラクティブ感ある人間らしい音声対話を実現する必要
があるといえる．
しかし，長い履歴をもつ対話シナリオは対話の条件分岐に

よる複雑化や膨大化が起こるため，特別な知識を持たない一
般ユーザが対話シナリオの把握や対話コンテンツの作成をす
ることは困難である．対話登録の容易さと対話履歴を両立さ
せるためには，敷居や難しさを極限まで下げた手法の導入が
必要である．
そこで，本研究では，コンテンツ登録の分かりやすさを維

持しつつ対話履歴をもった対話をユーザ間で拡張・改変でき
るアーキテクチャを提案する．図 1 のようにコンテンツ登録
の最小単位であるQAを繰り返すことで履歴付き対話を実現
する．この手法により，コンテンツ登録の容易さを維持しつ
つ，音声インタフェース本来の魅力であるインタラクティブ
感ある音声対話を構築することが可能となる．
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図 1: ユーザによって共同構築される対話シナリオ

提案システムにおける音声対話コンテンツの登録範囲を図
1を用いて説明する．従来システムでは，ルートノードにの
みQAの登録が可能であった．一方，提案システムでは，登
録済みQAの子ノードとしてQAの登録が可能となる．図中
中央の赤いノードから見て親ノードを parent QA，子ノード
を child QAと呼び，赤いノードの parent QAおよびそこか
ら先の parent QA全ての集合が対話履歴となる．

3.2 システムの拡張
従来システムを一部改変・拡張し，上記の提案を導入した
ユーザ生成型音声対話システムを開発した．提案システムの
構成を図 2に示す．
前述したように，対話制御に関する知識のないユーザが，
連続したやりとりの構築や利用をするのは困難である．その
ため，図 2内Webページの対話登録のインタフェースはわ
かりやすく，親しみやすくなければならない．そこで，対話
コンテンツの作成画面における対話履歴とQAの入力フォー
ムを，ユーザとエージェントを模した画像及び吹き出しを用
いた対話形式のインタフェースを実装した．
また，対話端末利用時にユーザに連続したやりとりを作り
たいと思わせるためには，連続したやりとりの対話ができる
ことをユーザに把握させ，コンテンツ登録や発話を誘引しな
ければならない．そのため，図 2内対話端末のインターフェー
スに変更を加えた．図 3のように child QAをもつQAを行っ
たときにMMDAgent画面の新着キーワード部分が child QA

に変わることで，履歴付き対話の利用を促し，QAの登録へ
と誘引する．
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図 2: 提案システムの構成図

図 3: 対話端末における子ノードの表示

4 コンテンツ登録実験
上記のシステムの主観評価実験とオープン実験を行った．

4.1 主観評価実験
音声対話システム利用経験者 20人による，QAのみ作成可

能な従来システムと履歴付き対話を作成可能な提案システム
の主観評価実験を行った．評価方法は，各手法における簡素
さや親しみやすさ等に関する質問に対して，1～5の 5段階評
価で行った．最良値は 5である．
実験の結果，総数 90，最大の深さ 6の QAが作成された．

うち 32のQAは 15人のユーザによって他人のQAの子とし
て作成された．主観評価の結果から，ユーザは履歴付き対話
を面白いと感じており，ユーザ生成型音声対話システムにお
いて，対話履歴の導入は対話登録を促す要因として有効であ
ることが示された．また，WebページにおけるQAの閲覧方
法や登録方法に関するわかりやすさや満足度に関して，従来
システムとほぼ同値となり，対話閲覧・登録インタフェース
により履歴付き対話構築の難しさを軽減したといえる．

4.2 オープン実験
上記のシステムを 2017年 1月 19日～29日の期間，アプリ

ケーションを公開し，不特定多数の方に自由に利用してもら
う実証実験を行った．実験条件を表 1に示す．各アプリケー
ションはネットワークに接続してダウンロード・利用が可能
であるが，iOS版アプリケーションのみ配信制約があり，名
古屋工業大学のネットワーク経由でのみダウンロードを可能
とした．
調査期間中におけるアプリケーションダウンロード数，QA

登録数の内訳，ユーザ発話数およびシステム応答数をそれぞ
れ図 2, 3, 4に示す．なお，root QAのシステム応答数のうち，

表 1: オープン実験の条件

調査期間 2017年 1月 19日～同年 1月 29日
実験環境 各個人の iOS, Android端末および

Windows, Ubuntu PC

広報方法 学内掲示板への掲載，Twitterでのツイート，
関連研究室へのメール

初期 QA数 root QA 50
child QA 50

取得データ ダウンロード数，アカウント登録数，
QA登録数，ユーザ発話数，応答成功数

表 2: OS別のダウンロード数

OS DL数 比率

iOS 156 67.2%

Android 62 26.7%

Windows 12 5.2%

Ubuntu 2 0.9%

合計 232

表 3: QA登録数の内訳

QA数 比率

root QA 26 40.0%

child QA 39 60.0%

合計 65

表 4: ユーザ発話数およびシステム応答数

ユーザ発話数 2771

root QA 276 (85.2%)
システム応答数 child QA 48 (14.8%)

合計 324

child QAをもつQAの応答数は約 58.0%であった．また，登
録された child QAのうち，約 20.5%の QAは他人が登録し
た QAの child QAとして登録されており，アカウント登録
者全 17人のうち，5人によって登録された．加えて，最大の
深さが 9の QAが 1人のユーザによって生み出された．
表 3 より，登録された QA のうち，60.0%の QA が child

QAであり，ユーザはいろいろな話を転換していくよりも話
を広げていくインタラクティブ感あるQAを登録するほうが
楽しく，考案しやすいと感じているといえる．また，一連の
実験を通して，一般ユーザによる対話シナリオの共同構築が
確認されたことからも，ユーザ生成型音声対話システムにお
いて，対話履歴の導入は対話登録を促す要因として有効であ
ることが証明された．
一方，オープン実験におけるシステム応答数のうち，child

QAの発話数は child QAをもつ root QAの発話数の 30%と
なった．アンケートの結果では，child QAの発話誘引ができ
ているにも関わらず，実際の発話数が伸びていない．要因と
して，次のキーワードの表示に気づかなかったことが考えら
れ，ユーザへの明示的な表示手法の検討が課題とされる．

5 むすび
本研究では，QA登録型ユーザ生成型音声対話システムに対
話履歴を導入し，実験を行った結果，対話履歴の導入がQA登
録を促す要因として有効であることが示された．一方，child

QAのユーザ発話数が伸びていないため，今後は child QAを
明示的に表示する手法やユーザ間のインセンティブを高める
手法の導入，システムとの対話とQA登録を循環させる仕組
みを検討する必要があるといえる．
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