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あらまし 非同期・蓄積型の会議を音声によって実現できれば，使いやすくモバイル環境に適しているため，
幅広いユーザによる利用が期待できる．しかしそのためには，漸次性を持つ話し言葉を自然に入力できるように
すると同時に，音声情報の相互参照や引用などを容易にする必要がある．本研究では，オーバーラップ発話を利
用して非同期的な音声会議を効率的に実現するためのインタフェースを新たに考案し，クライアント・サーバ
の作成・評価を行った．特にクライアント側では文字表示によって発言の視覚化を行っ
型の会議システム
た．評価実験においては，文字による電子掲示板と提案システムで同じ課題を与えて議論をさせた．その結果，
提案システムを用いることで従来の電子掲示板と比較してシステムののべ利用回数が削減され，総発言文字数が
になり，主観評価の結果でも高い評価を得るなど，提案システムの有効性を確認することができた．
キーワード 音声メッセージ，非同期・蓄積型メディア，双方向通信，オーバーラップ発話，相槌

表

まえがき

インターネットにおける音声メディアの応用

時間を同じくしなくても，複数の人間が相互に発言
し，コミュニケーションを行う手段として，電子メー
ルや電子掲示板などの非同期・蓄積型メディアがある．
この種のメディアには，時間的拘束がない，メッセー
ジが常に保存される，時間をかけて返答を作成できる，
複数の相手への同報が可能である，などの利点がある．

機能を実現するためには，非同期・蓄積型の双方向通

これらの利点は多様な生活習慣を持つ多数のメンバー

信が必要とされる．しかしこれまでに，リアルタイム

がコミュニティを形成することを支援する．また，蓄

型の片方向通信（インターネットラジオなど），リアル

積された情報を検索することによって新たな仲間を探

タイム型の双方向通信（音声チャットやインターネッ

すことも容易になる．インターネットの普及は，この

ト電話など），非同期・蓄積型の片方向通信（音楽配

ようなコミュニティ形成機能によってもたらされたと

信など），といった応用は提案されているが，非同期・

さえ言える．

蓄積型の双方向通信に関する応用はほとんど進んでい

一方で，コンピュータの高性能化やマルチメディア
符号化技術の進歩によって，ディジタル化された音声
や画像による通信が可能となっている．特にインター
ネットにおける音声メディアの応用を表

のように，

ない．
非同期・蓄積型の音声メディアを対話的に用いるた
などがある．また，

めの提案としては

音声や動画などの配置や同期，リンク情報を表すイン
（注 ）

が広く利用され

リアルタイム型と非同期・蓄積型，片方向通信と双方

ターネット標準規格として

向通信，という観点で分類すると，コミュニティ形成

ている．しかしこれらはコンテンツの選択を対話的に
しているが，発言そのものの双方向化を実現するもの
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ではない．

ている知識や情報を省略したり，統語構造が簡単で認

コミュニティ形成機能を音声によって実現できれば，

．メッ

知的な負荷の小さい表現を可能にしている

使いやすくモバイル環境に適したサービスが実現でき

セージシステムにおいて音声が有効に利用されるため

る．幅広いユーザによる利用が期待できるため，高齢

には，このような漸次的発話を許容する設計が重要と

者や視覚障害者の社会参加の支援や，社会のディジタ

なる．

ル格差（インターネットの接続手段や利用技術の有無

非同期・蓄積型でありながら擬似的にリアルタイム

による格差）の解消などに貢献できる．また，肉声を

の会話を実現するためには，漸次的な会話を促すため

使うことにより本人の発言であることを確認しやす

の配慮が必要である．そこで本研究では，発話にオー

くなるため，発言内容の信頼性も高まる．このため，

バーラップする他の話者の発話や相槌などの現象に注

文字メッセージと比較してセキュリティ面でも有利と

目する．
過去の対話研究では，一人の話者が話し終わる前に

なる．
そこで本研究では，非同期的な音声会議を効率的に
実現するためのインタフェースを新たに提案し，クラ
イアント・サーバ型の会議システム

の作成・評

価を行う．特に音声メッセージの蓄積方法，録音およ

次の話者が話し出す，という現象は稀有であるとして
例外視されてきた．しかし，我々はこれまでに，
プロジェクトで収録された対話について検討を行い，
応答発話の過半数でオーバーラップ現象が見られ，こ
話者の発話時間を合計した時間の

び再生方法，文字による発言の視覚化などに関して詳

れにより

細に検討し，評価実験によってその有効性を検討する．

節約されていたことを確認した

本論文の構成は次の通りである．第

章では，音声

会話とその漸次性について検討を行う．第

章では，

双方向の会議システムに必要な機能を音声で実現する
方法について述べる．第

章では，提案システムの設

計について述べる．第

章では，作成した評価システ

ムについて述べる．第

章では，提案システムの有効

が

．また榎本ら

も，

地図課題対話コーパス中にオーバーラップ発話が全発
話中の
は，

にも昇っていると報告している．川口ら
の会話の含みの理論に基づいて，
「相手が何

を言おうとしたかを推論し理解した」ことを示すもの
としてオーバーラップ現象の一部を説明している．
オーバーラップ発話の中で，特に相槌の生成に注目

性を検討するために行った実験について述べる．第

した研究もある．最も簡単な相槌の生成方法は，声の

章では，まとめと今後の課題について述べる．

出されていない無音時間が一定の長さ以上続いた場

音声会話の漸次性と相槌
メールやウェブ情報の音声リーダーソフトや，音声

合に相槌を発する，というものである
ピッチパターンに基づいた相槌生成モデル

． また，
も提案

されている．音声対話における相槌の役割という観点
や確認

認識機能を統合した電子メールソフトはすでに製品化

からは，話者交替におよぼす影響の検討

されている．これらによって，コンピュータに不慣れ

の役割に関する検討

なユーザや視覚障害者などが容易に通信を行える環境

実時間性の高い対話制御によって相槌を生成する音声

が整備されつつある．しかし，文字による通信手段に

対話システム

などがなされている．また，

が構築されている．

音声インタフェースを付加したシステムでは，入力さ

これらの先行研究を踏まえ，本研究では，オーバー

れた音声が含んでいた声質や感情などの非言語情報が

ラップ発話を例外ではなく一般的な現象としてモデル

欠落して伝わってしまう．これは，音声による豊かな

化する．また，相槌が何らかの役割を持つ，という観

コミュニケーションの可能性を切り捨てていると言え

点からのインタフェース設計を行う．

る．そこで本研究では，例えば音声認識機能は発言の
閲覧や検索のための補助的手段として用い，発言その
ものは肉声で録音・再生することを前提とする．
また，書き言葉と話し言葉の違いにも考慮する必要

音声メッセージの相互編集機能
文字メッセージとの比較において，音声メッセージ
は，高い現実感や豊富なパラ言語情報を持ち，また，

がある．日常の会話や電話などで用いられる話し言葉

キーボード操作などを用いず容易に入力することがで

には漸次性があり，相手の知らない情報だけを伝えた

きる，という利点がある．その一方で音声は，多くの

り，発話の断片を思いつくまま次々に伝えたりするこ

情報の中から欲しい項目を流し読みして探すことや，

とが多い．この漸次性が，話し手と聞き手で共有され

必要な部分を引用したり加工したりする編集行為が困
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難である．ここでは，音声のこのような問題点を補う

持たせる，新たな操作体系を提案する．つまり，音声

方法として二つの提案を行う．

メッセージの再生中に，自由なタイミングでの割り込

第一の提案は，音声メッセージの検索や流し読みを

）を許すこととし，その割り込みが，
（ ）

み（

実現するために音声認識を用いる，というものである．

どの発言に対して行われたか，
（ ）発言のどの部分の

システムの見かけの機能は，音声で録音されたメッ

再生中に行われたか，という情報を相互編集機能の代

セージを音声で再生する，というものに限定する一方

替として使用する．この操作体系は，我々が日常行っ

で，音声メッセージがあたかも文字情報であるかのよ

ている自然会話から類推しやすいインタフェースであ

うに扱えるようにする．これにより，音声メッセージ

ると考えられる．また，メッセージの関連付け操作を

の持つさまざまな利点と，文字メッセージの扱いやす

ユーザに委ねているため，システム側がメッセージ内

さを両立させることを目指す．

容を理解する必要がない．基本的に音声入出力以外の

さらに，我々はこの提案を通じて，たとえ音声認識
の性能が完璧でなくても，何らかの実用的な応用が可

デバイスを必要としないため，電話やモバイル環境に
適したインタフェースとなることも期待できる．

能である，ということを実証したいと考えている．本

システムの設計

提案では音声認識の結果を最終目的としてユーザに与
えるのではなく，聞きたい音声を選ぶための手段とし

我々は前章までの議論をふまえて非同期型音声会議

て利用できればよい．元の音声を聞けば内容は理解で

システム

きるため，誤認識があっても実用性が大きく損なわれ

計を行った．本章ではその詳細について述べる．

ることはない．既存の技術によって「いますぐ使える」

（

）の設

サーバ・クライアント構成

と感じさせる応用システムを提供することによって，

システムはメッセージサーバとクライアント

音声応用システムのユーザに対する啓蒙や市場開拓が

から構成される．ユーザはクライアントを用いてメッ

進むだろう．

セージの録音を行い，録音されたメッセージはサーバ

第二の提案は，非同期・蓄積型メディアによる双方

に集中的に蓄積される．またサーバは，クライアント

向的な議論は発言の相互編集行為なしには不可能であ

からの要求に応じて，複数のメッセージを一つの連続

る，という立場から，テキスト編集とは異なる発想に

した音声ファイルに編集してクライアントに送信する．

よって同等の機能を提供する，というものである．例

この編集は動的に実行されるものであり，サーバには

えば，電子メールや電子掲示板では，メッセージを読

常に，クライアントで録音された個々のメッセージが

み，その一部を引用し，それにコメントをつける，と

そのままの形で蓄積される．

いった操作を容易に行うことができる．ここで行われ

利用方法の流れ

ている操作の機能は，
（ ）どのメッセージに対する返答
であるかを示すこと，
（ ）そのメッセージ内でどの部
分に注目してるかを示すこと，に大別されると考えら
れる．ツリー表示によるメッセージの操作は（ ）を実
現するためのインタフェースであり，発言に「 」な
どの文字を付与して部分引用するのは（ ）を実現す
るためのインタフェースである．これらの機能はいわ
ば発言の相互編集機能である．この機能こそが，非同
期型メディアによる双方向的な議論や雑談を可能にし
ている．
文字による発言を編集するもっとも簡単な手段は，

システムのユーザから見た操作の流れは次の
ようになる．
（ ） 参加したいグループを選んで，過去に発言さ
れたメッセージの一覧を取得する．
（ ） メッセージの一覧から特定のメッセージを選
択して，音声を取得する操作を行う．
（ ） 取得された音声を再生しながら，それにオー
バーラップするように返答を発声し，録音する．
（ ） 返答音声を聞き返し，録音を取り消すならば
（ ）に戻る．
（ ） 録音された返答音声をサーバに登録する．

カット＆ペースト機能などを含む，コンピュータのテ

通信プロトコルとデータ構造

キスト編集機能である．しかし，音声会話において同

システムでは

等の機能は，簡便なインタフェースでは実現できない．

である

そこで本研究では，前章での検討を踏まえ，オーバー
ラップ発話とそのタイミング情報に積極的な意味を

（注 ）：

（注 ）

準拠の情報ファイル

ファイルと音声ファイルとがサーバ・ク
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図

サーバが生成する

情報の例

図

ライアント間で転送される．音声ファイルは非圧縮の
フォーマット（

サンプリング，

量子

化，モノラル）を用いているが，効率的な転送のため
に将来的には圧縮を施す予定である．
ファイル 送 受信 に 使 用す る プ ロト コ ルと し て は
（注 ）

メソッドを流用した．

の

の

および

部分を用いてグルー
の

プ名とデータを表現する．例えばグループ名
情報を指定する場合には
が

として用いられる．また，メッセージ
の末尾に

指定するために

を

といっ

た形式の文字列が付加される．
（ ）サーバが生成する
サーバが生成する

イルを編集してクライアントに送信する際には，その
音声に付随する属性情報としても使用される．
つのファイルは複数の

エンティティに

よって構成される．

は

つの音声ファイルを

時系列上のいくつかの音声区間に分割したものであり，
エンティティは，その音声区間がどのメッセー
エン

ジのどの部分から生成されたかを示す．
（元メッセージの

ティティの属性には，

（元メッセージの発言者），

），

（

先頭に対応する元メッセージ上の位置），
先頭に対応する音声ファイル上の位置），
（

の長さ），

（ツリー表示時の

階層の深さ），がある．また，

エンティティ

はメッセージ自身の内容や他の話者の相槌などを表す
エンティティを含むことができる．サーバが生成
する

情報の例を図

つの

つの

エンティティに対応する．そ

の音声が録音されたときに再生されていたメッセージ
（親メッセージ）に関する情報を音声に付与するのが目
エンティティの属性には，

的である．
（親メッセージの

），

（新規メッセージ先頭

に対応する親メッセージ上の位置），
セージの長さ），
るか否か），がある．

（新規メッ

（新規メッセージが相槌であ
属性については

詳しく述べる．クライアントが生成する

節で
情報

に示す．

メッセージの録音と関連付け
クライアントにおいては，既存のメッセージ
を再生しながら，全二重的に新規メッセージが録音さ
れる．録音された音声は始終端検出によって無音部分
が除去される．また，再生中のメッセージの
情報に基づいて，既存メッセージとの相対的な時間関
係が新規メッセージに付与される．

情報は，

サーバで編集された音声の特定の区間が元のメッセー
ジのどの位置に相当するかを示しているため，録音さ
れたメッセージがサーバに登録される際には，サーバ
に登録されている元メッセージと，新規にサーバに登
録されたメッセージとの相対的な時間関係を保存でき
る．サーバ上でのメッセージの関連付けデータの構造
を表

に示す．
機能

本システムの予備的な実装による実験

を行った

ところ，音声メッセージを再生しながら新規メッセー
ジを録音する際に，再生されている音声を一時停止す

に示す．

（ ）クライアントが生成する

情

れるものであり，音声区間として切り出された

情報は，グループ内のメッ

セージ一覧として単独で使用される．また，音声ファ

（

クライアントが生成しサーバに送信する

の例を図

情報

情報の例

報は，発言された音声をサーバに登録する際に用いら
範囲が

（ ）通信プロトコル
で用いられる

クライアントが生成する

情報

るか否かを適切に制御する必要があることが明らかに
なった．つまり，既存メッセージの再生を行いながら

（注 ）：

長い発話の録音を行うと，録音中にシステムが再生し
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メッセージの関連付けデータの構造

フィールド名

内容
メッセージ
メッセージの長さ（秒）
親メッセージ
親メッセージとの
開始時間の相対位置（秒）
発言者
音声ファイル名
オーバーラップ属性
メッセージ登録日時
図

クライアントの状態遷移図

てしまった既存メッセージの内容をユーザが把握する
ことができず，再度既存メッセージを聞き返さなくて

（オーバーラップ）を行う．相槌メッセージはそれぞ

はならなくなる．しかし，録音すべき音声区間におい

れ親メッセージとの相対時間によって管理されている

て常に既存メッセージの再生を止めてしまうと，たと

ので，

え相槌であっても必ず再生が止まってしまうため，相

する．

情報を用いて重ね合わせる場所を決定

また，クライアント側での新規発言の録音において

槌を打たない方がメッセージを聞きやすい，という事

は，始終端検出と同時に，発話長によって相槌である

態が生じる．
また，サーバでのメッセージ編集においては，発話

か非相槌であるかを簡易的に検出するようにした．新

時間の長いメッセージ同士が重なって再生されると内

規発話の発話長が短ければ相槌とみなし，再生中の音

容を聞き取ることが難しくなる．このため，長いメッ

声は途切れることなく，単に録音だけが行われる．し
秒）

セージに関しては，親メッセージにオーバーラップせ

かし，新規発話が一定の長さ（現在の実装では

ずに挿入するような編集が望ましい．しかし相槌など

を超えると，新規発話の終端を検出するまで既存発話

は親メッセージにオーバーラップするような編集をし

の再生を中断し，この新規発話を非相槌として保存す

たほうが，再現される会話の自然性が高まる．

る．この機能を

（

）と

そこで，ある発話区間が単なる相槌（相槌メッセー

呼ぶ．これにより，任意のタイミングで自由に発話し

ジ）であるか，内容的に意味を持つ発言（非相槌メッ

た相槌を再現できると同時に，再生中に新たに長い発

セージ）であるかをオーバラップ属性によって区別し，

話を行っても，再生中の既存発話の内容を聞き漏らす

サーバに登録することとする．発言内容を再現する場

ことがなくなった．この機能を実現したクライアント

合には，オーバラップ属性に応じて，相槌であれば親

の状態遷移図を図

に示す．

既読管理機能

メッセージと重ね合わせ，非相槌であれば親メッセー
ジに割り込ませる形でメッセージを編集し，仮想的な

つのグループに多くのメッセージが蓄積されてい

対話音声を再現する．このようなサーバ側の処理は次

くと，ユーザがすでに聞いた発言がどれであるかを

のアルゴリズムで実現される．

把握することが困難になる．これを解消するために，

（ ） メッセージ

のリストをクライアントから

サーバ側でユーザごとに既読メッセージの

を管理

受け取り，そのリスト中からルート（根）となるメッ

し，クライアントでの一覧表示時に既読メッセージを

セージを検索する．

マークで示す機能を設けた．

（ ） ルートメッセージの子となるメッセージを検

評価システムの構成

索し，非相槌メッセージのみを親メッセージの対応す
第

る位置に再帰的に挿入する（オーバーラップさせな
い）．このとき，対応する

情報も同時に作成

サ

する．
（ ） 全ての非相槌メッセージの挿入を繰り返して
作られた音声に対して，相槌メッセージの重ね合わせ

章で述べた設計に基づいて，以下のような評価

システムを構築した．
ー

サーバ
び

バ
は移植性を考慮して

言語によって実装されており，

およ
によるク
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れぞれの知識を相互補完的に提供し合うことが可能で
あり，双方向的な議論によって正解に近づくことが期
待できる．議論の結果が正解に近いかどうかによって
活発な議論が行えたかどうかを判断できると同時に，
議論が収束するまでのシステム利用回数や発言回数な
どを定量的に評価することもできる．このような観点
から本実験を計画した．
被験者たちが真剣に議論することを促すために，
人により近いスポーツ名を回答したチームには
図

クライアントの画面表示

報酬を多く支払うことを予告した．
システムとしてはクライアントとサーバを
台の

搭載

で実行させた．

ライアントからの要求を処理する．音声ファイルとメッ

フトウェアとしては

セージ間の関連付けなどの情報を蓄積するデータベー

をツリー構造で管理できる

上

ス機能と，再生用音声の編集機能を備える．

上で運

でも動作するが，後述する実験では

用のソ

サーバ上で動作し，発言
（注 ）

を用いた．

被験者は理工系の大学研究室に所属する
の学生（音声の研究に従事する学生を含む）

代男性
名で

用した．音声認識機能の実装も行っているが，本実験

あり，全員がキーボード操作に熟練している．この

では使用していない．

名が

クライアント

各

クライアント

は

システム上で動作する．

による

機能を含む音声の

メッセージの送受信機能と，

チームに分かれて，

と

を

チームが用いて実験を行なった。各チームから議
名ずつ選出し，まず議長からチームのメンバー

長を

を用いて実装され，全二重で音声入出力が可能
な

名ずつ

に対して，各システムを用いてクイズの問題を通知さ
名ずつユーザを選び，各シ

せた．以後は乱数により

ステムを交替で使用させた．

録音・再生機能，音声メッセージのツリー表示機能な

の音声認識機能に関しては，実用的な音声認

どを備える．再生中の音声がそのまま全二重で録音さ

識性能を保ちつつ，ある程度の誤認識を含んだテキ

れることを防ぐために，メッセージの録音と再生には

ストを得るために，ユーザが使い終わるたびに，新た

の画面表示を図

ヘッドセットを用いる．

に

示す．左側はツリー表示によるメッセージの選択ウィ
ンドウで，右側は音声認識によってつけられた
ンティティ（

エ

節参照）に基づいてメッセージの内容

（日本

に発言された音声をオペレータが

社製の音声認識ソフト）に対して再度読み上げ
サーバに登録することとした．

て，認識結果を

議論によってチーム全員による結論が得られたら，

を表示する部分である．上部ツールバーには「再生＋

議長がオペレータに口頭で回答することとした．最後

録音」「再生のみ」「停止」などのボタンがあり，下部

に各被験者に対してアンケートを行った．

にはマイク音量が表示される．

実

実験結果
議論の結果，どちらのチームも正解または正解に近

験

い回答が得られた（勝者は
発言の定量的分析を表

実験方法
議題として「次にあげるスポーツの中で，プロ登録
者数が

人に近いスポーツを挙げて下さい．オー

トレース，競艇，競輪，騎手（中央競馬会），サッカー
リーグ，スノーボード，

リーグ，ボウリング，野

球．
」というクイズを与えて，
子掲示板（

数の比較を図

におけるメッセージの

したテキストを用いて求めた．また，

の発言にお

いては引用部分を除いて文字数を求めた．
によるメッセージの認識性能は，単語
認識率

このような設問においては，すべての項目について
深い知識を持っている参加者はいないが，参加者がそ

に示す．

文字数は，実験終了後に音声を再度手作業で書き起こ

システムまたは電

）を用いて議論をさせた．

チームであった）．

に，メッセージあたりの文字

（注 ）：

，認識精度

であった．

論文／非同期型音声会議システム
表

および

の設計と評価

におけるメッセージの分析結果

は

「

の代替として充分に機能した（仮説

）」という仮説を挙げ，実験結果がこれらを支持した
かという観点から検討を行う．

システムののべ使用回数
メッセージ数
総発言文字数（引用を除く）
メッセージの平均文字数
総発言時間（秒）
平均発言時間（秒）
オーバーラップ発話数
非オーバーラップ発話数

まず仮説

について検討する．

「サッカー言うたら今ー，
人やとしたら１チーム

では，例えば

チームぐらい．で
人．そんなにおらんでしょ

う．
」といった口語的でくだけた表現が多用された．こ
れに対して

では，
「クイズの僕なりの解釈ですが，

みんなの言われているように野球は
÷

と

軍あわせる

人以上いるような気がします．しか

し， 球団で選手登録人数の上限が決められています
ので……」といった書き言葉による表現が多用された．
被験者はすでに互いに親しい間柄であるため，グルー
プによる差異は考えにくい．従ってこの実験結果は仮
説を支持している．
仮説

については，これが成立していれば，第

章

で述べたように，情報が省略されたり，簡潔で断片的
な表現が多用されたはずである．
言文字数が
図

メッセージの文字数の比較

によって総発

になったこと（表 ）や，各メッセー

「あー
ジの文字数が少ない値に集中したこと（図 ），
近いといえば近いですよねー」といった文脈に依存し

表

た発言が多くみられたことなどが，この仮説の正しさ

アンケート結果の平均

を裏付けている．
仮説

質問内容
（ ）納得できる答えを得られた
（ ）自分の意見を十分に言えた
（ ）活発な議論が行えた
（ ）議論の流れに不自然さがなかった
（ ）実際に集合して交わす議論と雰囲気が近い
（ ）反論・同意といった意見を出しやすい
（ ）メッセージを入力しやすい
（ ）メッセージ内容の把握がしやすい
（ ）会議全体の流れを把握しやすい
（ ）ユーザインタフェースがわかりやすい
（ ）音声再生よりも文字表示をよく利用した
（ ）誤認識を含むテキストの利用価値があった

については，発言の

を占めるオーバー

ラップ発話を聴取したところ，発話区間の検出に失敗
して断片化されたものが多かった．これは表

の項目

（ ）の評価の低さとも関連しており，オーバーラップ
発話の処理が不充分だったことを示す．しかし，表
の項目（ ）〜（ ）の評価は高く，本実験の用途での
発言しやすさは実現されていたと言える．
仮説

については，表

の項目（ ）（ ）の評価が

高得点であることと，アンケートの自由記述における
「大まかな内容をテキストで確認し，詳しい内容は音
声を再生し確認した」「（文字情報があれば）いろんな

各チームのアンケート結果（ 〜 の

段階評価，

が「まったくそう思わない」， が「とてもそう思う」
に対応）の平均値を表
は

箇所の声を聞くより手間が少なくなる」などの回答に
よって支持されたと考えられる．
仮説

に示す．ただし項目（ ）（ ）

については，表

で

と比較して

のみで行った質問である．

が著しく劣っている項目がなかったこと，議論の結果

検

どちらも適切な答えが得られたこと，などにより支持

ここでは，
「

討
によって話し言葉的な音声会話を

非同期的に実現できた（仮説 ）」「

において話

し言葉の漸次性が生かされた（仮説 ）」「

が有

効に機能し，発言しやすさに貢献した（仮説 ）」「誤
認識を含んだ認識結果が有効に活用できた（仮説 ）」

されたと考えられる．ただし表

の項目（ ）の評価

と同様に低かったことから，対面での議論の

が

代替として

を位置付けることは難しい．

以上より，本実験によって仮説
仮説

は全面的に，

は部分的に支持されたと考えられる．
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む

す

び

非同期・蓄積型で双方向通信が可能な音声会議シス
を提案し，その設計と評価について述べた．

テム

（平成

年

月

日受付）

電子メールや電子掲示板などが持つ非同期型通信の利
点を損なわずに，表現力が高く発言しやすい，という
音声メッセージの利点を生かせたことが確認できた．
今後の予定としては，サーバに実装中の音声認識に

西本

ついて，特に話し言葉での性能向上を目指す．また，

早稲田大学理工学部卒．

既読発言の再生を省略したり，メッセージが単語の途

同大

大学院理工学研究科修士課程了．

中で分割されることを防ぐなど，より会話しやすくす

京

都工芸繊維大学工芸学部助手．音声対話シ
ステムの研究に従事．日本音響学会，情報

るための改良が必要である．また，キーボード操作に

処理学会，人工知能学会，ヒューマンイン
タフェース学会会員．

不慣れなユーザなど，多様なユーザによる大規模な運
用実験を行う必要がある．さらに，電話回線や携帯情
報端末による

卓也 （正員）

の実現方法についても検討し，本
幸

システムが幅広いユーザに利用されるようにしていき
たい．
文
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