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Abstract: This paper gives an overview on the spoken dialogue system for autonomous android
Erica developed in the JST ERATO Ishiguro human robot interaction project. In order to realize
human-like behaviors, the system introduces a mixed-initiative dialogue management and generation of natural backchannels and noddings, assuming a part to play in a social interaction. Natural
interaction with real users is achieved by quick response generation with suppression of incorrect
language understanding and also reacting with non-verbal behavior when the system fails in speech
recognition or language understanding.
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はじめに

「音声対話」システムはスマートフォンの音声アシス
タントなどで実用化が進んでいるが，その多くは，き
かれたことに答えるのみの一問一答システムとなって
いる．天気や乗換案内などの定型タスクか情報検索を
行う上では機能的であるが，やりとりは機械的である．
ユーザの意図を推察しようとするが，確認や曖昧性解
消・嗜好の明確化などを含めて，長いやりとりを避け
る傾向にあり，何よりもシステムから発話することが
皆無である [1]．
これに対して，
「会話」を行う人間型ロボット／エー
ジェントの研究開発も進められているが，その大半は，
小語彙のコマンド＆コントロールの域にとどまってい
るか，
「ゆるキャラ」による一問一答応答型のシステム
となっており，本格的な会話を指向したものは少数で
ある [2][3]．
昨年から開始した JST ERATO 石黒共生ヒューマン
ロボットインタラクションプロジェクトでは，人間の
ような見かけで，人間と同様の振る舞い及びインタラ
クションを行う自律型アンドロイドの実現を目指して
いる．音声対話と非言語コミュニケーションを密に融
合することにより，トータルチューリングテストをパ
スすることを究極の目標としている [4]．
ただし，人間（母語話者）と同レベルの全般的な会
話能力の実現は容易でない．そこで，明確な社会的役
割を持たせることで，その役割・状況に則したインタ
ラクションを実現することを目指す．想定する役割は，
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図 1: 人間型ロボットによる対話タスク
話す役割と聞く役割の重要性から図 1 のようなものが
考えられるが，当面は受付・案内やカウンセリングな
どを考える．このような役割において，人間と長く深
く関わり，
「対話感」が得られることを目指す．
本稿では，このプロジェクトで研究開発を進める自
律型アンドロイド Erica の披露デモで構築した音声対
話システムについて述べる．今回は「披露記者会見」の
場を設定した上で，混合主導による対話制御，自然な
相槌・頷きの生成などを導入している．誤った言語理
解を抑え，迅速に応答生成を行うこと，音声認識・理
解できない場合には非言語情報を用いて反応すること
で自然なインタラクションを実現した．
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アンドロイド Erica

アンドロイド Erica は，自律型対話を実現するため
の研究基盤として開発が進められている．Erica の外観
を図 2 に示す．デザインコンセプトとして，アンドロ

図 4: 対話例

図 2: 自律型アンドロイド Erica

• Erica 本人の発話に合わせて，頭部などの付随動
作を行う [7]．

生成された動作情報は，アクチュエータへの操作量に
イドとしての親しみやすさと人間としての存在感を併
変換され，最終的に Erica の身体動作として表出する．
せ持つことを目指している．姿形は，美人に見られる
また，応答発話は，Erica 用に設計・開発された音声合
特徴を参考にして，コンピュータグラフィックにより人
成により再生され，同時に口唇動作も生成される [8]．
工的に合成されている．
次に，対話管理部について詳しく述べる．まず，対
アンドロイド本体の動作生成のために，顔，頭部，肩， 話のシナリオとして，Erica は 23 歳の女性であり，初
腰の 19 箇所に能動関節があり，空気圧アクチュエータ
対面のユーザが Erica のパーソナリティに関して質問
で動作している．特に，顔の自由度は眉，瞼，唇，眼
を行う状況を設定した．図 4 に対話例を示す．例えば，
球，舌と多様であり，様々な表情を生成することがで
「血液型はなに？」とユーザが尋ねると，
「私の場合，血
きる．したがって，Erica を用いた対話では，音声によ
液の代わりに空気が流れています．
」と応答する．ここ
る応答だけでなく，視線，頷き，表情などのマルチモー
では，
「出身地」や「好きな食べ物」など 31 種類のト
ダルな応答が可能である．
ピックを用意した．また，混合主導による複数ターン
の対話を実現するために，上記の応答に続いて Erica
からユーザに対して質問を行う．例えば，
「もし，私に
3 マルチモーダル対話システム
血液型があったら変ですか？」と尋ね，ユーザの回答
を待機する．ユーザが回答すると，これに対して「私
アンドロイド Erica の対話においては，言語的な応
の血液型は B 型ということにしようかな．
」などといっ
答だけでなく，非言語を含めたマルチモーダルな応答
た評価応答を行う．したがって対話管理部では，ユー
を実現するため，様々なセンサ情報を統合および理解
ザからの質問のトピック推定，ユーザの応答に対する
し，多様な振る舞いを協調的に動作させている．シス
評価応答の決定，対話の状態管理が行われる．
テム構成を図 3 に示す．入力として，レーザレンジファ
言語理解は，対話状態に応じて 2 種類あり，ユーザ
インダ，マイクロホンアレイ，接話マイクがある．レー
から Erica に対して質問をしている場合と Erica からの
ザレンジファインダにより Erica の周囲にいるユーザ
質問に対してユーザが応答している場合である．前者
の空間的位置 [5]，マイクロホンアレイにより音源方向
の場合，上述の 31 種類のトピックのうち，発話がどの
を検出している [6]．また現時点では，接話マイクから
トピックに関するものであるかを推定する．後者の場
入力される音声信号から音声認識と韻律特徴の抽出を
合，特定の内容を含むか否かの 2 種類の応答タイプ分
行う．将来的には，これらもマイクロホンアレイ入力
類である．例えば，血液型のトピックに関して，Erica
により行う．音声認識は Julius DNN バージョンによっ
が「もし，私に血液型があったら変ですか？」と尋ね
て行っている．これら複数のセンサから得られる情報
た場合，ユーザの応答がこれを否定する内容（例えば
を，ロボット操作部において統合し，以下の動作生成
「そんなことないですよ．
」など）の場合と，それ以外
を選択的に行う．
の場合の 2 種類である．ここでのトピックおよび応答
タイプの推定は，3 段階のテンプレートマッチングによ
• ユーザの空間位置と音源方向から，どのユーザが
り行う．図 5 に処理の流れを示す．はじめに，音声認
発話しているかを特定し，そのユーザへ頭部方向
識結果と，予め定義されたユーザの想定発話文との完
と視線を向ける．
全マッチングを行う．一致しない場合には，予め定義
• 韻律特徴を基に，ユーザの発話に合わせて頷く．
されたキーワードすべてが音声認識結果に含まれてい
るか照合する．すべてのキーワードが含まれていない
• 音声認識結果から，対話管理部において応答文な
場合には，ベクトル空間モデルによる想定発話文との
どの動作情報を生成する．
距離比較を行う．ここでは，形態素解析を行い，名詞，

図 3: システム構成
動詞，副詞，形容詞などの特定の品詞のみに絞った単
語の頻度ベクトルを作成し，文どうしのコサイン距離
を計算して閾値処理を行う．上記のマッチングには音
声認識結果の N-best 候補を用い，音声認識誤りに対す
る頑健性向上を図る．ただし，今回は誤ったマッチン
グによる誤作動を防ぐことを優先した．
応答文生成では，トピックおよび応答タイプごとに
あらかじめ応答文を用意する．トピック推定において，
いずれのトピックにも当てはまらなかった場合，応答
として「え」や「うん」などの相槌を用いる．これによ
り，音声認識や言語理解に失敗した場合でも，ユーザ
の次の発話を自然に促すことができる．ただし，2 ター
ン連続していずれのトピックにも当てはまらなかった
場合は，相槌ではなく「すみません．別の質問にして
頂けますでしょうか．
」などと応答し，別のトピックに
ついて質問してもらうようにする．
対話管理部からロボット管理部へ送られる情報には，
以下が含まれる．

•
•
•
•
•
•

推定トピック
対話の焦点
ユーザの発話意図
ユーザの対話行為
システムの対話行為
応答文

図 5: 言語理解の処理の流れ

4.1

対話例 1

通常の対話の流れは，ユーザからの質問と Erica か
らの質問が組み合わさった混合主導である．
ユーザ
Erica

Erica
ユーザ
Erica

対話行為には，質問，応答，その他のいずれかが当て
はまる．対話の焦点や発話意図，対話行為などは，頷
きや表情などの非言語応答生成においても有用と考え
られる．

4.2

4

対話例

Erica により行われた対話例を示す．ただし，ユー
ザは Erica の披露記者会見に訪れた記者という設定で
ある．

趣味はなんですか？
はい．私の趣味は映画鑑賞，スポーツ観戦，
あとはアニメを見ることです．ただスポー
ツはお金がかかるから自分ではあまりしな
いんですよね．
記者さんには私と同じ趣味はありますか？
えー，僕もスポーツを見るのが大好きです．
ふーん．でも記者さんはお仕事がお忙しそ
うだから趣味の時間もなさそうですよね．
お仕事お疲れ様です．

対話例 2

ユーザからの質問のトピックが推定できない場合に
は，相槌を用いることで，発話のやり直し，および言
い換えを促す．
ユーザ
Erica

何でそんな名前なんですか？
え（相槌）

ユーザ
Erica

Erica
ユーザ
Erica

4.3

名前の由来は？
はい．ロボットっぽい名前じゃないのが変で
すか？名前のスペルは ERICA です．ERato
Intelligent Conversational Android の頭文
字です．人とお話しできる知的なアンドロ
イドという意味が込められています．いい
名前で，気に入っているのですが，名前負
けしないか心配しています．
記者さんも，そんな気持ちになったことは
ないですか？
ないですね．
そうですか．きっと，記者さんにぴったり
なお名前でしょうね．

対話例 3

2 ターン連続してユーザからの質問のトピックが推
定できない場合には，相槌ではなく別のトピックに関
する質問をするように促す．
ユーザ
Erica
ユーザ
Erica

4.4

何でそんな名前なんですか？
え（相槌）
どうしてそんな名前なんですか？
えー．それは，また今度にしてもらえます
でしょうか．

対話例 4

ユーザが発話の途中で言いよどみなどをした場合，1
つの発話が複数に分割されて音声認識される場合があ
る．このとき発話内容によっては，分割されたすべての
発話に対して言語的な応答をするのではなく，分割さ
れた最初の発話に対して相槌をうつことで，そのまま
次の発話を促す自然なインタラクションが可能である．

ユーザ
Erica
ユーザ
Erica

Erica
ユーザ
Erica

Erica さんはすごくお綺麗なんですが
うん（相槌）
年はおいくつなんですか？
はい．年齢は 23 です．作られたばかりだ
から，ゼロ歳じゃないの？とか言わないで
下さいね．
思っていたより年上に見えましたか？
もっと若く見えますね．
ありがとうございます．いつも年齢より若
く思われがちです．嬉しいですけどね．

ただし，3 つ以上に発話が分割された場合には，2 回
以上連続して相槌をうつことができない．この点は，正

確なターンテイキングのモデルが必要となる [9]．
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まとめ

本稿では，自律型アンドロイド Erica における音声
対話システムについて述べた．音声だけでなく，視線，
相槌，頷きなど多様なモダリティによる応答を協調的
に行うことで，人間らしい振る舞いを実現している．対
話管理では，システム側からも質問を行う混合主導に
より，複数ターンの対話を実現した．また，音声認識・
言語理解に失敗した場合でも，相槌などの非言語応答
によりユーザの言い直しを自然に促すことができる．
今後は，ユーザおよびシステムの意図・欲求のモデ
ル化，大規模対話データに基づく対話戦略の機械学習
などを行う予定である．
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