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あらまし 発話意図タグの設計と評価について述べ

る．設計した意図タグは，詳細度に応じて階層化して

いる．名古屋大学 CIAIR 車内音声対話コーパスの約

35,000 発話に意図タグを付与した．信頼性を評価す

るため，コーパスの一部を用いてタグ付与実験を実施

した．

キーワード 音声対話コーパス，談話行為，発話意

図理解，音声対話システム

1. ま え が き

近年，音声対話システムの研究が盛んに行われてお

り，対話研究のための基礎データとして，大規模コー

パスの蓄積が進んでいる．このようなコーパスを音声

対話システムの開発に効果的に利用するためには，音

声の書き起こしにとどまらず，様々な情報が付与され

ている必要がある．中でも音声対話システムへの入力

となるユーザ発話の意図を正確に理解することがシス

テムが適切に振る舞うために必須であり，コーパスを

構成する各発話に意図を表すタグが付与されているこ

とが望ましい．

本論文では，音声対話コーパスにおける発話意図タ

グの設計について述べる．設計した発話意図タグは，

これまでに使用されてきた談話タグ [1]～[5] に比べ，

音声対話システムで利用するタグ付けコーパスを想定

して体系化している．タスクに依存したレベルまで意

図を詳細化することにより，システムの動作に直結し

た意図記述が可能となる．

名古屋大学 CIAIR車内音声対話コーパスを用いて，

発話意図タグ付き音声対話コーパスを構築した．コー

パスに収録されている対話から，レストラン検索をタ

スクとする約 35,000 発話に発話意図タグを人手で付

与した．

本設計に基づくコーパスの信頼性を評価するために，

タグ付け実験を実施した．実験により，本論文で提案

した意図タグ体系を用いることによって，高い信頼性

を有したコーパスを構築できることを確認した．

2. 発話意図タグ

これまでに，発話意図を表すタグとして，発語内

行為レベルの情報を表す様々なタグが提案されてい

る [1]～[5]．これらの多くは，Austin [6]や Searle [7]

らによる発話行為理論が基礎となっており，例えば，

「真偽情報要求」，「未知情報要求」，「依頼」，「情報伝達」

等，数個から 20個程度の談話タグが用いられている．

音声対話システムは，ユーザの発話意図を正しく理

解することにより適切な振舞いが可能となる．しかし

ながら，従来の談話タグに基づく意図理解では，シス

テムの具体的な応答や動作を決定するには必ずしも十

分ではない．例えば，「そこは何時までやっているの」

というユーザ発話に対して，「未知情報要求」という意

図を推定しても，具体的に何を要求されているのかは

明らかでなく，更に推論等の処理が必要になる．

そこで本研究では，システム動作を決定できるほど

に詳細化された発話意図タグを設計し，コーパスに付

与することとした．先の例の場合，「店の営業時間の提

示を要求」を表す発話意図タグを与える．

しかしながら，このようなタグ内容の詳細化を行う

と，タグの種類が増え，揺れが生じやすくなり，その

結果，以下に述べる問題が生じる．
• タグ内容を詳細化すると，そこには，発語内行

為などの抽象的な情報から，行為の対象といった具体

的な情報までが含まれることになる．例えば，「店の営

業時間の提示を要求」は「要求」という発話意図を具

体化した意図であり，より詳細な情報を含んでいる．

しかし，開発する対話システムによっては，タグ情報

の詳細度のレベルを選択的に利用することが考えられ

る（汎用性の問題）．
• 発話の意図は，話者の表情やしぐさなどに現れ

ることもあり，発話に対して必ずしも一意に決まるわ

けではない．例えば「今あいているかな」という発話

は，「今，店の営業時間内かどうかを尋ねている」とも

「空席があるかどうかを尋ねている」とも受け取れる．

発話意図タグの付与では，対話に参加していない作業
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者が正確に発話意図タグを付与することは難しく，作

業者によってタグが一致しない，といった問題が生じ

る（信頼性の問題）．

そこで我々は，タグ情報の階層化及びタグ付与の文

脈依存性に注目し，タグの設計を行った．

［タグ情報の階層化］ 汎用性の問題に対して，本研

究では，意図タグ情報を抽象度によってレベル化する

ことにより階層化する．詳細な発話意図は，各レベ

ルの意図タグを組み合わせることにより表現できる．

コーパスの構築では，階層間の関係を考慮することに

より，揺れの少ないタグ付けを実現することができる．

［タグ付与の文脈依存性］ 信頼性の問題に対して，

本研究では，対話参加者による判断を尊重するととも

に，対話参加者が十分に協調的であるとし，聞き手が

話し手の発話意図をどのように理解したのかに基づい

て，付与すべき意図を決める．具体的には，その発話

に対する対話相手の応答発話を参照して定める．例え

ば，「今あいているかな」という発話への応答が「営業

時間は 9時から 20時までです」であれば，もとの発

話の意図は「営業時間を尋ねている」とみなし，「ただ

いま満席となっています」であれば，「空席状況を尋ね

ている」とみなす．

3. 意図タグの体系化とタグ付け

名古屋大学 CIAIR車内音声対話コーパスの書き起

こしテキスト [14] を使用し，意図タグ付き音声対話

コーパスを構築した．

3. 1 CIAIR車内音声対話コーパス

名古屋大学統合音響情報研究拠点（CIAIR）では，

実環境下でのロバストな音声対話システムの実現を目

指し，道路案内や店情報検索をタスクとする，実走行

車内音声対話コーパスの構築を行ってきた [8]～[12]．

これは，被験者数約 800 名，言語データ量にして約

103万語に及ぶ世界最大規模のマルチモーダルコーパ

スであり，貴重な音声言語資源として，今後，多くの

研究者によって利用されていくものと予想される．

収録した音声データの書き起こし作業は人手によっ

て行われている．書き起こし作業は日本語話し言葉

コーパス（CSJ）の音声書き起こし基準 [13]に準拠し

ている．図 1 に，書き起こしテキストの例を示す．

3. 2 意図タグの体系化

2. で示した方針に従い，意図タグ体系を設計した．

意図タグの例を図 2 に示す．また，各階層におけるタ

グの例を表 1 に示す．意図タグは，「談話行為レイヤ」

「動作レイヤ」「対象レイヤ」「詳細レイヤ」の四つの

図 1 書き起こしテキストの例
Fig. 1 A sample of transcription of dialogue speech.

図 2 階層化された発話意図タグ（一部）
Fig. 2 A part of organization of intention tags.

表 1 各レイヤの発話意図タグ（一部）
Table 1 Examples of layered intention tag.

談話行為　
レイヤ

動作レイヤ 対象レイヤ 詳細レイヤ

依頼 提示 店情報 店名
提案 確認 駐車場情報 ジャンル
表明 検索 予約情報 値段
示唆 案内 検索結果 場所
陳述 選択 意思内容 空席状況

階層を有する．談話行為レイヤは話者の発語内行為を

表している．動作レイヤは話者の行為を，対象レイヤ

は動作レイヤで定まる動作の対象を，詳細レイヤは対

象に関する詳細情報をそれぞれ表す．

談話行為レイヤに含まれるタグは，すべてタスクに

依存しないタグである．残りのレイヤは，より詳細化

された意図を表現しており，タスクに依存したタグも

含まれる．上の階層のタグと下の階層のタグに対し
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表 2 意図タグ付き音声対話コーパスの例
Table 2 An example of an intention-tagged corpus.

書き起こし 意図タグ
話者 発話例 談話行為 動作 対象 詳細
ドライバー この近くに中華の店ありますか 依頼 検索 店
オペレータ 近くに大黒天があります 陳述 提示 検索結果 店名
ドライバー その店にラーメンはあるのかな 依頼 提示 店情報 メニュー
オペレータ はいございます 陳述 提示 店情報 メニュー
ドライバー そこに案内して 依頼 案内 店
オペレータ 大黒天までご案内します 表明 案内 店

て，図 2 に示すような結び付き制約を定めた．例え

ば，談話行為レイヤが「表明」である発話の動作レイ

ヤは「案内」，「予約」のいずれかであるとした．

3. 3 音声対話コーパスへのタグ付け

名古屋大学 CIAIR車内音声対話コーパスの書き起

こしテキスト [14]を使用し，レストラン検索をタスク

とする 3,641 対話に含まれる 35,411 発話に発話意図

タグを人手で付与した．表 2 に意図タグ付き音声対話

コーパスの例を示す．我々は，「被験者（運転手）とオ

ペレータ役（人間）との模擬対話」と「WOZシステ

ムとの対話」の 2種類の対話を対象に意図タグを付与

している．これにより，対話相手の違いによる対話の

遂行への影響の分析などが可能となる [14]．

発話意図タグの付与作業にあたって，タグ付与マ

ニュアルを作成した（注1）．マニュアルでは，意図タグ

の体系と階層間の結び付き制約，並びに，作業の手順，

タグ付与の単位などについて，発話例を用いて説明し

ている．意図タグ付与の単位は，原則として，発話単

位（200 ms以上のポーズで分割された発話区間）とし

た．一般には，発話単位が，文など，タグ付与の対象

となる単位と必ずしも一致するわけではないが，レス

トラン検索をタスクとする本コーパスではそれらの多

くに一致が見られるという観察のもと，作業の効率を

優先し，そのような原則を設けた．ただし，以下の例

外を認めた．
• 発話意図が複数の発話単位にまたがる場合，そ

れらを統合し，一つの発話意図タグを付与する．例え

ば，二つの連接する発話単位「人気のあるうどん屋で

すと」，「兼松がこの先にございます」を統合し，「人気

のあるうどん屋ですと兼松がこの先にございます」に

対してタグを付与する．
• 一つの発話単位が，異なる発話意図をもつ複数

の発話区間から構成される場合，それぞれに発話意図

タグを付与する．例えば，発話単位「ダカルロには駐

車場はありませんがよろしいですか」を発話区間「ダ

カルロには駐車場はありませんが」と「よろしいです

か」に分割し，それぞれにタグを付与する．

なお，構築したコーパスに現れた発話意図タグは，

談話行為，動作，対象，詳細レイヤの組合せで計 95

種類であった．

4. 意図タグ体系の評価

提案するタグの付与結果が，複数の作業者間で一致

しないようであれば，そのタグが付与されたデータか

ら導かれる結論は信頼できるものであるとはいえない．

設計した意図タグ体系の信頼性を検証するために評価

実験を行った．

タグ体系の信頼性を議論する先行研究として，文

献 [5], [15] が挙げられる．これらの研究では，複数作

業者がタグ付けを行い，タグ体系の信頼性を評価し

ている．また，主観が入る判定が複数作業者の間で

どの程度一致するかを定量的に評価する指標として

は，Cohen の kappa値がよく使われる [5], [15], [16]．

Cohenの kappa値は，観測された一致率を P (O)，期

待される一致率を P (E) とすると，

κ =
P (O) − P (E)

1 − P (E)

と表される．κ = 1 は完全な一致を示し，κ = 0 は偶

然の一致程度の一致であることを示す．本研究では，

この指標を用いてタグ体系の信頼性を評価した．

タグ付与を行う作業者として，ある程度の知識を

もった専門家と特別な知識をもたない一般の作業者が

考えられる．本研究では，コーパスの一部に対して，

以下の意図タグ付与実験を行った．

［実験 1］ 2名の作業者（タグの設計者）による，28

対話，合計 296発話に対する意図タグの付与

［実験 2］ 4 名の作業者（特別な知識をもっていな

い）による，51 対話，合計 528 発話に対する意図タ

グ付与

（注1）：http://www.el.itc.nagoya-u.ac.jp/in-car/LIT-man.pdf
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表 3 意図タグの評価結果
Table 3 The results of evaluation experiments.

実験 1 (設計者) 実験 2 (一般)

P (O) 0.853 0.705

P (E) 0.071 0.052

κ 0.842 0.689

表 4 意図タグの評価結果（レイヤごと：設計者）
Table 4 The result for each layer. (designers)

談話行為 動作 対象 詳細
P (O) 　 0.939 0.911 0.904 0.881

P (E) 0.341 0.252 0.184 0.302

κ 0.907 0.881 0.883 0.829

ただし，各対話 2名で意図タグを付与した．

作業者は，タグ付与マニュアルを参照して作業を遂

行し，3.2で述べたタグ体系，及び，階層間の結び付

き制約に基づき，意図タグを付与した．

一致率について評価した結果を表 3～表 5 に示す．

表 3 はすべてのレイヤのタグが一致したときにタグが

一致したとみなしたときの値であり，表 4 の「談話行

為」「動作」「対象」「詳細」は，実験 1において，表 5

は実験 2において，それぞれのレイヤのタグのみを評

価対象として一致率を計算したときの値である．

音声対話研究において，kappa値がどのくらいの範

囲であれば，分析結果が信頼できるかの絶対的な基準

はない．2人の作業者の一致率について，文献 [15], [16]

では，.80 < κ を good reliability，.67 < κ < .80 を

usable qualityとしている．この基準に従うと，設計

者間の kappa値は good reliabilityの範囲にあるので，

このようなタグが付けられたデータから導かれる結論

は信頼できるものであるといえる．95種類と従来のタ

グよりも種類数が多いにもかかわらず，このような高

い値が得られた理由として，タグ情報を階層化したこ

とにより，発話に応じて決定しやすいレイヤに着目し

てタグを選択できたこと，タグ付与の文脈依存性を利

用したことにより，タグの選択基準が明確になったこ

とが挙げられる．

また表 4 から，すべてのレイヤにおいて kappa値

が good reliability の範囲にあり，どのレイヤにおい

ても信頼できるデータを構築できることが分かった．

このことから，レイヤを選択的に利用したとしても，

それらから導かれる結論は信頼できるものであるとい

える．

今後，より大規模なコーパスを構築していく際には，

必ずしも専門家がタグを付与するとは限らない．表 3

表 5 意図タグの評価結果（レイヤごと：一般）
Table 5 The result for each layer. (untrained

annotators)

談話行為 動作 対象 詳細
P (O) 　 0.821 0.795 0.833 0.821

P (E) 0.356 0.230 0.168 0.302

κ 0.722 0.733 0.799 0.744

及び表 5 が示すように，一般の作業者に対してトレー

ニングを事前に行わなくても，usable quality の範囲

の一致率が得られている．このことから，本論文で提

案する意図タグ体系は，特別な知識を有していなくて

も信頼性を備えたデータを構築できるといえる．

5. む す び

本論文では，名古屋大学 CIAIR車内音声対話コー

パスを用いた発話意図タグの設計と評価について述

べた．設計した発話意図タグは，従来のコーパスアノ

テーションで使用されてきたタグに比べ，対話システ

ムの開発に特化して体系化されている．名古屋大学

CIAIR 車内音声対話データベースに収録されている

対話のうち，レストラン検索をタスクとする約 35,000

発話に意図タグを人手で付与した．意図タグ付与実験

の結果，信頼性の得られるデータを構築することがで

きることを確認した．

このようにして構築した意図タグ付き音声対話コー

パスは，対話に関する基礎から応用まで様々な用途

に利用可能である．特に，対話コーパスの実践的利

用 [17]といった観点からは極めて重要な役割を担うと

予想される．これまでに，談話分析 [14], [18]，発話意

図推定 [19], [20]，音声対話システムの開発 [21]などで

利用されている．また，これらの研究においては，目

的によって注目するレイヤを使い分けており，設計し

た意図タグの汎用性が示されている．
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