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予測的認知を用いた非自然言語による言語的コミュニケーション
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Abstract:
We communicate naturally by predictively recognizing utterance based on situation, context, and
knowledges. We think that predictive recognition makes robots without ability to speak natural
language possible to do linguistic communication. In this paper, we focus on Shiritori, a word
game, as a simple linguistic communication to verify the hypothesis. Shiritori restricts players’
utterance because of the rules, and also has several typical reply patterns. Therefore, we can easily
predict partner’s utterances compared with normal conversations. In order to reply predictable
words, we construct kindergartener-level vocabulary. Furthermore, we make audio data with the
cooperation of voice actors for the rich expression of the words. Experimental result implied that
we can play Shiritori even if a player does not speak natural language.
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はじめに

人間は状況や文脈，事前知識をもとに，相手の発話
に対して予測的な認知を行いながらコミュニケーショ
ンしている．例えば，人間はペットの動物に対して自
然言語で話しかけ，ペットの非言語的な振る舞いを解
釈してコミュニケーションを行うことがある．このコ
ミュニケーションが成り立つのは，
「ただいま」に対す
る返事は「おかえり」だろうといった応答に対する予
測，すなわち予測的な認知が応答の解釈に先行して行
われ，応答が予測の範囲内であるならば，ペットの本
来の意図とは関係なく，予測の内容を振る舞いの解釈
とするからだと考えられる．
著者らは，予測的な認知を利用すれば，自然言語を
話せないロボットも言語的なコミュニケーションを行
えるという仮説を立てている．しかしながら，一般の
コミュニケーションは応答の自由度が高いため，予測
的な認知を引き出すための要素や条件を検証するため
の例題としては不適当である．そこで本稿では，簡単
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な言語的なコミュニケーションとして，しりとりを例
題に仮説検証を行う．しりとりには，発話の最初の文
字の制約や典型的な返答パターンが存在する．したがっ
て，一般のコミュニケーションと比べて相手の次の発
話が予測が容易であり，コミュニケーションが成立す
るための条件を検証しやすい．
次章以降の構成は以下の通りである．第 2 章では，関
連研究についてまとめる．第 3 章では，予測的な認知を
引き出すためのシステムの構築方法について述べ，第
4 章で評価実験の結果を考察したのち，第 5 章をまと
めとする．
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2.1

関連研究
Artificial Subtle Expression

表情や視線，仕草などの非言語情報，また声の大きさ
や高さなどの情報は subtle expressions と呼ばれ，人間
同士のコミュニケーションにおいて重要な役割を果た
すことが指摘されている．Artificial Subtle Expression
(ASE) は，人工物に適した単純な情報を表出すること

で，subtle expressions と同様に，内部状態を直感的に
伝達するものである [1]．船越らは，音声対話エージェ
ントとユーザ間の対話を円滑化することを目的として，
明滅光源を用いて内部状態を表出するエージェントを
用いてユーザとしりとりを行い，発話の衝突が軽減す
ること，エージェントに対してユーザが抱く印象が向
上することを報告している [2]．
ASE は，エージェントの内部状態を単純な刺激とし
て提示する機構であり，刺激を観測した人間はエージェ
ントの内部状態をボトムアップ的に解釈する．本研究
で扱うシステムは，非自然言語の情報を人間に提示す
る点で ASE と共通しているが，人間が状況や文脈を踏
まえてシステムの応答をトップダウン的に解釈する必
要がある点で異なる．したがって本研究は，状況に応
じて同一あるいは類似した表出に異なる意味を与えら
れる，ASE の発展として位置づけられる．

2.2

Predictive Coding

Predictive coding は，脳は常に次に受け取る入力に
ついて予測を行っているという脳情報処理に関する理
論である [3]．Predictive coding によれば，脳は学習で
獲得した内部予測モデルに従って上の層から下の層へ
トップダウンの予測信号を伝達しており，予測信号と
入力刺激の誤差情報が下の層から上の層へと伝達され，
内部予測モデルが更新される．内部予測モデルの学習
の経過に伴い，外界からのボトムアップ入力に対して
内部予測モデルからのトップダウン入力の影響が強く
なることが報告されている．
本研究で扱うしりとりには最初の文字の制約と典型
的な応答パターンが存在するため，トップダウン入力
の働きによって発話の内容が解釈できると考えられる．
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予測的な認知を引き出す発話

本章では，予測的認知を引き出すための語彙の整備，
音声データの整備，および応答の生成について説明する．

3.1

語彙の整備

予測的な認知は，可能性のある応答の数が少ないほ
ど的確に働くと考えられる．しりとりは，最初の文字に
対する制約はあるものの，返答として可能な語の数は
依然として膨大であり，システムの返答に関する仮定
がない状況で適切な予測をすることは困難である．そ
こで本研究では，幼稚園児程度の語彙を整備すること
で，難しい語が返答として得られる可能性を排除し，予
測的な認知を正しく働かせることを目指す．

図 1: システムの語彙とその生起確率のグラフ．生起確
率は，低頻度語を含めて計算している．赤字は遷移す
る確率が 50%を越えていることを表す．左下に孤立し
たグラフは，低頻度の語を除外したことによるもので
ある．
幼稚園児程度の語彙を収集するために，神奈川県内
の幼稚園の協力のもと，幼稚園児がしりとりを行う際
に用いる語彙を収集した．合計 15 名の幼稚園児に幼稚
園教諭とそれぞれ 2 回ずつしりとりを行ってもらった
結果，451 回の発話，230 種類の語彙がしりとりのコ
ミュニケーションの中から得られた．登場した語のう
ち，一度しか現れなかった語は 149 種類であった．
全ての語彙のうち，頻度が 1 回の語と語尾が「ん」の
語を除外したものを提案システムの語彙とする．図 1
にシステムの語彙を示す．図 1 より，しりとりには典
型的な応答パターンが存在し，語の出現頻度に偏りが
あることが分かる．

3.2

音声データの整備

語のニュアンスを適切に伝えることで，的確な予測
的な認知を促すことができると考えられる．既存の音
声合成ソフトウェアの中には人間の声に近い自然な音
質を提供しているものもあるが，それらは自然言語を
発話することを目的に設計されており，限られた音で
様々なニュアンスを伝えることに最適化されたものは
存在しない．
そこで本研究では，芸能プロダクション Artist Crew
の協力のもと，収集した語の読み上げをプロの声優に
依頼し，音声データを作成した．語の読み上げは，そ
れぞれ出現回数分だけ行った．さらに，しりとり以外
のコミュニケーションのために，喜び，悲しみ，そし
て怒りの感情についてそれぞれ 5 回ずつ音声データを
収録した．感情の音声データは，著者らが実際に聞き，
喜び，悲しみ，怒り，不明のうちどれに該当するかラ
ベル付けを行い，不明以外でラベルが一致した音声の
みを使用する．

4.1.2

図 2: システムの処理の流れ．ユーザの発話は実験実施
者が入力する．

3.3

応答の生成

処理の流れを図 2 に示す．ユーザの発話は，実験実施
者がシステムに入力する．その入力をもとに，語の生
起確率にしたがい，応答の発話の内容を決定する．さ
らに，発話の内容を表す音声が複数ある場合，その中
の一つを無作為に選択し出力とする．
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実験

非自然言語によって言語的なコミュニケーションが
可能であるか検証するために評価実験を行う．

4.1

人間同士のコミュニケーション

予備実験として，人間同士のコミュニケーションにお
いて，一方が自然言語を用いなくてもしりとりが可能
であるか検証する．実験は芸能プロダクション Artist
crew 所属の 2 人の声優の協力のもと行った．

4.1.1

実験条件

実験では，片方が自然言語を発話し，他方が自然言
語を発話しない状況でしりとりを行う．さらに，自然
言語を発話しない側の振る舞いについて，二つの設定
で実験を行う．一つ目の設定では，表現した内容が相
手の解釈と異なれば，ネガティブなフィードバックを
与える．この設定で，互いの発話の内容を正しく理解
しながらコミュニケーションを進めることが可能であ
るか検証する．二つ目の設定では，表現した内容が相
手の解釈が異なる場合でも，ポジティブなフィードバッ
クを与える．この設定で，予測的な認知によって得ら
れる解釈を全て許容したとき，コミュニケーションが
どのように変化するか検証する．

実験結果

一つ目の設定では，互いに全ての発話の内容を正し
く理解することを課し，しりとりが 5 往復するまでに
3 分 8 秒を要した．その一方，二つ目の設定では，予
測を全て許容した結果，2 分 52 秒でしりとりが 5 往復
した．
実験終了後，実験に参加した声優らにインタビュー
を行ったところ，非自然言語の発話および解釈という
不慣れな状況，さらに実験の様子を録音・録画されて
いる状況に緊張し，平常時であれば容易に想像がつく
はずの語が思い浮かばなかったことを指摘された．こ
のことは，緊張が予測的な認知を妨げる可能性がある
ことを示唆している．

4.2

人間とシステムのコミュニケーション

構築したシステムを用いて，人間と自然言語を話せ
ないシステムがしりとりをできるか検証する．実験は，
10 代，20 代の男女 5 名の被験者の協力のもとで行った．

4.2.1

実験条件

実験は，システムが最初に「しりとり」に対応する
非自然言語を発話して始まり，しりとりが 5 往復以上
続く，あるいは 5 分が経過した時点で終了とする．被
験者には，実験の注意点として以下の三点を説明する．

• システムはしりとり以外の通常のコミュニケー
ションも可能である．
• 被験者もまた，自由にコミュニケーションを取る
ことが可能である．しりとりの返答以外の質問や
話しかけを行っても良い．必要がなければ，行わ
なくても良い．
• システムは幼稚園児程度の語彙しか持たない．あ
る文字から始まる語を持たない，または全て使い
切ってしまった場合，答えられる語がないことを
非自然言語で伝える．
システムは被験者の解釈が表現した内容と異なる場合
でも，ポジティブなフィードバックを与える．実験終
了後に，どの程度コミュニケーションが成立したと感
じたか 7 段階評価でアンケートを行う．

4.2.2

実験結果

被験者がしりとりの 5 往復に要した時間と，アンケー
トの結果を表 1 に示す．システムとのコミュニケーショ
ンが円滑に行えた被験者は，システムに問いかけを行

い，フィードバックの発話がポジティブであるかネガ
ティブであるか適切に解釈できていた．コミュニケー
ションが円滑に行えなかった被験者は，システムの発話
のうち，しりとりの返答としての発話とその他のフィー
ドバックとしての発話を混同し，ターン・テーキング
が不明確になる傾向があった．
表 2 に，アンケートにおいてコミュニケーションが
完全に成立していたと答えた被験者の実験結果を示す．
表 2 より，被験者がシステムと行った 9 回のやり取りの
うち 4 回で被験者の発話の解釈とシステムの実際の発
話に相違があることが分かる．コミュニケーションの
およそ半分が誤った解釈にしたがって進行している一
方で，コミュニケーションが完全に成立していると感
じられたことは非常に興味深い．これは，適切なフィー
ドバックを与えれば，音声認識や言語理解に失敗した
としても，予測的な認知のはたらきを利用することで，
ユーザの立場から見れば円滑なコミュニケーションが
実現できる可能性があることを示唆している．
表 1: 被験者がしりとりの 5 往復に要した時間とアン
ケートの結果．アンケート結果の数字はコミュニケー
ションについて「1: 完全に成立していなかった」から
「7: 完全に成立していた」の七段階評価を表している．
×は，しりとりが 5 往復する前に 5 分が経過したこと
を示している．
5 往復に要した時間 アンケート

23 歳男性
29 歳女性
18 歳女性
24 歳男性
24 歳男性

5

3 分 16 秒
1 分 41 秒
1 分 10 秒
1 分 30 秒
×

6
3
7
5
6

おわりに

本稿では，しりとりを例題として予測的認知を用い
た非自然言語による言語的コミュニケーションの実現
可能性を検討した．しりとりのコミュニケーションに
おいて予測的な認知を引き出すために，幼稚園児が行っ
たしりとりのログデータから，しりとりにおいて利用
されやすい幼稚園児程度の語彙を整備した．さらに，語
のニュアンスを限られた音で伝えるために，プロの声
優の協力のもと，音声データを作成した．
実験から，対話においてしりとりの返答としての発
話と，それ以外の発話の違いが区別できれば，適切な
ターン・テーキングができ，自然言語を使わず言語的な
コミュニケーションが行える場合があることが分かっ
た．今後，発話の種類が識別できるための要素を検証
するために，語彙の仮定を教示しない設定，出力の音

表 2: アンケートでコミュニケーションが完全に成立し
ていたと回答した被験者がシステムとしりとりを行っ
た際の被験者の発話，エージェントの発話，および被
験者が認識した発話．×は応答可能な発話がなかった
ことを示している．
被験者
システム
ユーザの認識
りんご
らっぱ
やさい
すいか
にじ
にんき
ろうそく
まる
あにめ

ごりら
ぱんつ
いす
かめ
×
きしゃ
くも
るーまにあ
め

ごりら
ぱんや
いす
かに
×
きいろ
くま
るーまにあ
め

声データを無作為に選択する設定で実験を行う．また，
ロボットの身体的な表現が予測的な認知に与える影響
についても検証する．
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