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Summary
Using emotional expressions in a conversation is an efficient way to convey one’s thoughts. Emotional ex-

pressions of the persuader have a strong impact to the recipient’s attitude in a negotiation. Studies for a persuasive
dialog system, which tries to lead users to the system’s specific goals, show that incorporating users’ emotional factors
can enhance the system to persuade users. However, in a human-human negotiation, the persuader can have better
outcomes not only through considering the emotion of the other person but also through expressing his or her own
emotions. In this paper, we propose an example-based persuasive dialog system with expressive emotion capabil-
ity. The proposed dialog system is trained by newly collected corpus with statistical learning. Emotional states and
the user’s acceptance rate of the persuasion are annotated. Experimental results through crowdsourcing suggested
that the system using emotional expressions has a potential to persuade some users who prefer to be used emotional
expressions, effectively.

1. は じ め に

人間同士の対話において，自分の気持ちや感情を言語

化し，言葉で相手に伝えることは，相互理解のため有効

な手段のひとつである．気持ちや感情といった心的状態

は，人間同士の関わり合いのなかで，互いの言葉や振る

舞いから間接的に推測し合っている．そのため，人間同

士のコミュニケーションにおいては，心的状態を明確に

表現することにより，誤解やすれ違いを減らし，より円

滑な関係性を築くことができると考えられている [Ekman
93]．たとえば，相手と同じ感情を表現・共有することで
相手とより親しい関係性を築くことができる [Clark 88]．

特に，自分の感情を表現することは，説得や交渉といっ

た場面で有効である [Keltner 99, Morris 00]．説得者が感
情を表さずに説得を試みるよりも，ポジティブな感情を

表現し，説得を試みることで，相手に対し協力的な雰囲

気が伝わり，結果として説得や交渉において成功をおさ

めやすくなることが知られている [Carnevale 86, Forgas
98]．また，受け手にとって説得者の提案が魅力的でない
とき，説得者がネガティブな感情として「怒り」を表現す

ることで，特に受け手にその他の選択肢がない場合，受

け手が依頼を譲歩し受け入れる傾向があるとされている

[Sinaceur 06]．このように，説得者が感情表現を用いる
ことは，説得される側の考えや振る舞いに強い影響を与

えるため，説得の成功率を向上させるため有効な手段の

ひとつである．

近年，人と関わるシステムの研究に関して，Captology
(Computers as Persuasive Technologies)[Fogg 97]と呼ば
れる分野が確立されつつある．Captologyでは，システ
ム－ユーザ間の関わり合いのうち，システムがユーザの

考えや振る舞いに影響を与えるような関わり合いに関連

する研究を取り扱う．この中でも，説得という観点から

システムがユーザの行動を変えることを目的とした研究

が盛んである．特にシステム－ユーザ間の対話に焦点を
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当てた対話システムの研究分野においては，説得者とし

てシステムが取るべき最適な対話戦略はどのようなもの

か，また対話に応じた対話戦略を用いる説得対話の検討

がなされてきた．例えば，システムが販売店員として商

品の良い点や悪い点を論理的に説明することで，ユーザ

に商品を購入するよう説得を試みる研究がある [Hiraoka
16]．
このような論理的説明による説得の他にも，感情の利用

という観点では，ユーザの感情を考慮し説得を試みること

で，説得の成功率を上げる研究が行われている [Mazzotta
07]．しかしこの研究では，ユーザの感情を考慮するのみ
にとどまり，説得者自身であるシステムが効率的な説得

のためにどのように感情表現を用いるべきかということ

は考慮されていない．人間同士の対話においては感情表

現が説得や交渉といった場面で有効である．これと同様

に，システム－ユーザ対話においても，説得者であるシ

ステムが感情を表現することで，より効率的なユーザの

説得を行うことができる可能性がある．そこで本研究で

は，実際に感情表現を用いることができる説得対話シス

テムを構築し，感情表現を用いつつ説得を試みた場合に

ユーザにどのような影響を与えるか調査する．

まず我々の提案する感情表現を用いた説得対話システ

ムの構成について説明し（2章），説得対話システムを
構築するため収集した，感情状態およびユーザの受諾度

合いが付与された説得対話コーパスについて述べる（3
章）．実際に構築した対話システムを用いた評価実験の

設定および結果について述べ (4章)，最後に，本論文の
まとめを行い，今後の課題を示す（5章）．

2. 感情表現を用いた説得対話システム

まず，システムが感情表現を用いながら説得を試みる

対話システムの構成について述べる．対話の流れを図 1
に示す．対話タスクとしては，システムからユーザに対

して依頼することから始まり，ユーザがその依頼を受諾

するまで説得を続けることと設定する．システムはユー

ザの入力発話に対し，システム自身の感情状態を遷移さ

せながら応答文を選択する．ユーザが依頼を受諾したと

システムが認識すれば説得が完了したとみなし，対話を

終了する．また，ユーザが一定時間以上依頼を受諾しな

い場合については，説得が失敗したとみなし対話を終了

する．

2 ·1 システムの概要

まず本システムでは，ユーザが依頼を受け入れても良

いと思っているかどうかの度合い（以下，ユーザの受諾

度合いと呼ぶ）を設定した．この受諾度合いを推定し，そ

の推定結果を用いながら，よりユーザの状態を受諾へと

近づけることが本対話システムの目的となる．

本研究で提案するモデルは，Belief-Desire theory of

図 1 感情表現を用いた説得対話システムの概要

emotion (BD モデル)[Reisenzein 09] をベースにしてお
り，人間の持つ願望 (Desire)と信念 (Belief)の組み合わ
せにより感情を生起させる．願望は人間が達成したい目

標を表し，信念は人間が認識した環境の状態（ユーザの

状態を含む）を表す．BDモデルにおいては，信念が願
望に近い，あるいは願望を達成するような状態に向いて

いる場合にポジティブな感情を生起し，逆に信念が願望

に反している，あるいは願望を達成できないような状態

に向いている場合にネガティブな感情を生起する．例え

ば，人間が『ピクニックをしたい』という願望を持って

いるとする．ここで，信念として『外の天気が晴れであ

る』という事実を観測した場合は，無事ピクニックに出

かけることができそうなことから，「喜び」や「安心」な

どのポジティブな感情を持つ．しかし，信念として『外

の天気が雨である』という事実を観測した場合は，ピク

ニックに出かけることができず，「悲しみ」や「怒り」の

ようなネガティブな感情を持つ．このように，願望と信

念の組み合わせにより感情状態を生起することができる．

本研究では，説得対話における願望を「説得の成功」

と定義し，ユーザの受諾度合いを信念とする．このユー

ザの受諾度合いを推定することにより，システムは自身

の願望が達成されたか否か，すなわち説得を完了したか

否かを推定する．ユーザの受諾度合いが高ければ説得は

完了しており，ユーザの受諾度合いが低ければ説得は完

了していない．これにより，ユーザの受諾度合いが低い，

あるいは高い状態への遷移が見込めない場合はシステム

が「怒り」や「悲しみ」といったネガティブな感情状態に

遷移する．また，ユーザの受諾度合いが高い，あるいは

高い状態に遷移しそうな場合は，システムが「喜び」や

「安心」といったポジティブな感情状態に遷移する．

提案するシステムが持つ内部状態と，その状態遷移を

図 2に示す．まず時刻 tにおけるユーザ発話 ut に対し，

システムはユーザの受諾度合い btを推定する．その受諾

度合いと直前の感情状態 et−1を入力として，内部状態の

感情状態の確率分布 P [e]を，それぞれの ei に対して，

P [ei] = P (ei|et−1, bt) (1)
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図 2 感情表現を持つ説得対話システムのモデル

図 3 Russell の円環モデルによる感情定義

によって推定する．この感情確率分布と，次のシステム

発話（応答文）候補の当てはまり度合いから，次のシス

テム発話 st と，その時点の感情状態 et を決定する．こ

の応答文選択の詳細は，2 ·4節で説明する．

2 ·2 感 情 状 態

本説得対話システムにおいては，Russellの円環モデル
[Russell 78]に基づき「平静」，「喜び」，「安心」，「怒り」，
「悲しみ」の 5状態を定義し，これを用いることとする．
Russellの円環モデルにおいては，Valence（快適さ）の
度合いと Arrousal（活発さ）の 2軸が設定され，この組
み合わせによって 5感情のうちどの状態があるかが決定
される（図 3）．今回用いる信念（ユーザの受諾度合い）
では，度合いが 1軸しかないため，単純に感情状態の決
定に用いると，快適－不快の 1軸でしか感情遷移を行う
ことができない．しかし，感情状態を自然に用いるため

には文脈に応じて活発－不活発の軸も使い分けることが

重要となる．そこで，感情の決定に寄与するものとして

直前の相手の発話も直接用い，対話文脈における自然さ

を考慮しつつ最終的に用いる感情 etと次のシステム発話

stを，ユーザ発話 ut，ユーザの受諾度合い bt，およびそ

の時点で用いるべき感情の確率分布 P [e]t から同時に決

定する．

2 ·3 ユーザの受諾度合いの推定

説得対話において，説得者は相手がどの程度説得を受

け入れてくれそうか，相手の受諾度合いによって適切な

発言を選ぶ必要がある．説得対話システムにおいても，説

得の対象であるユーザが現状どの程度システムからの説

得を受け入れてくれそうか，ユーザの受諾度合いをシス

テムが把握する必要がある．加えて，ユーザの受諾度合

いを推定することは，システムがいつ説得が成功したか

（いつシステムの願望が達成されたか）を知るためにも重

要な指標となる．そこで，本システムではユーザの受諾

度合いを 5段階（5: 依頼を受諾，4: やや依頼を受諾，3:
どちらでもない，2: やや依頼を拒絶，1: 依頼を拒絶）で
設定する．

ユーザの受諾度合いを推定するため，本システムでは

SVR (Support Vector Regression)[Basak 07] を用いる．
SVRは SVM (Support Vector Machine)を回帰問題へと
拡張したものである．汎化誤差の上限を最小化するよう

に学習するため，高い汎化能力を持つ．

SVRの学習データとして，入力とするユーザ発話の特
徴ベクトルおよび出力する正解ラベルを用意する．正解

ラベルは，発話に付与される 5段階のユーザの受諾度合
いラベルを用いる．用意した入力発話と正解ラベルの詳

細については，3章で述べる．
入力発話からの特徴ベクトルの作成は，次の手順で行

う．まず，ユーザ発話から言語特徴量を抽出するため，

MeCab[Kudo 04]を用いて形態素解析を行う．言語特徴
量としては，当該発話に含まれる単語と，WordNet[Bond
12]を用いて抽出した同義語からなる bag of wordsの単
語特徴ベクトルを使用する．SVRの学習特徴量としては，
コーパスに含まれる全単語分の次元数のベクトルを用意

し，入力された発話に含まれる単語に相当する次元を 1，
含まれない単語に相当する次元を 0とする疎ベクトルを
作成する．次に，単語極性辞書 [Takamura 05]を用い，発
話文に含まれる単語に付与された極性スコアの平均値を

算出する．これを先ほどの単語特徴ベクトルに付加する

ことで，1発話の特徴ベクトルとする．

2 ·4 感情遷移に基づく応答文選択

入力されたユーザの発話と，そこから推定されたユー

ザの受諾度合いに基づき，システム自身の感情状態およ

び応答文を選択する (図 4)．はじめに，図 4- 1⃝に示すよ
うに，あらかじめ用意した用例データベース内における

ユーザ発話 qi と，ユーザの入力発話 ut の各文ベクトル

間のコサイン類似度 cos(ut, qi)を計算する．用例データ

ベースには，ユーザの受諾度合いが付与されたユーザ発

話 qiと，システムの感情状態が付与されたシステム発話

ri が対となっている．類似度計算で用いるユーザ発話の

ベクトルは，2 ·3節においてユーザの受諾度合い推定に
使用したものを用いる．

次に，図 4- 2⃝として，現在システムが持つ感情状態か
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図 4 システムの感情状態を考慮した応答文の選択

ら，次にシステムが持つべき感情状態の確率変数P [ei] =

P (ei|et−1, bt)を計算する．感情の遷移確率は，対話コー

パスにおいてアノテーションされた，当該ターンでのユー

ザの受諾度合い btおよび前ターンにおけるシステム発話

の感情状態 et−1を条件とする確率を，最尤推定によって

求める．

そして，図4- 3⃝では，式 (2)に基づき，各応答< qi, ri >

対に対するスコアを計算する．

score(qi) = cos(ut, qi)×P [ei]. (2)

ここで，cos(ut, qi)は既存の用例対話システム同様，ユー

ザ発話 ut とデータベース上のユーザ発話 qi の近さを測

るものである．この距離尺度によって選択されるシステ

ム発話候補に対して，それらの候補が持つ感情ラベルが

システム側の感情として適当かどうかを P [ei]によって

重みづけする．これにより，最もスコアの高いとされた

応答文 r̂t と感情状態 êt を，次にシステムが持つ応答文

と感情状態として選択する．

3. 感情ラベル付き説得対話コーパス

2章で提案した感情表現を用いた説得対話システムを
構築するため，説得者が感情表現を用い，説得を試みる

場面を含む対話コーパスを収集した．感情表現を含む説

得対話に適したコーパスを収集するため，クラウドソー

シング [Howe 06]を用い，感情状態およびユーザの受諾
度合いが付与された感情表現を含む説得対話コーパスを

収集した．以降では，この収集過程を具体的に説明する．

3 ·1 感情表現を含む説得シナリオの収集

クラウドソーシングを用いて対話シナリオの収集を行っ

た．この際クラウドワーカに対して，システムの依頼か

ら始まりユーザが依頼を受諾するまでのシナリオを創出

するよう依頼した．今回は 1人のクラウドワーカに 1つ
のシナリオの最初から最後までを創出してもらった．シ

ナリオの条件として，ユーザはシステムの依頼をすぐに

は受け入れないようにし，どのシナリオでも，システム・

ユーザ発話の合計が必ず 20発話以上となることとした．
これは本収集の目的が感情表現を用いた説得対話のバリ

エーション収集であり，ユーザがすぐにシステムの依頼

を受諾してしまうと，説得に関する発話を十分に集めら

れない可能性があるためである．今回は自然性より，説得

の過程におけるシステム発話生成のための用例バリエー

ション収集を優先したため，こうした設定とした．シナ

リオは，必ず下記の流れに沿うよう指示した．

(1) システムがユーザに作業を依頼
(2) ユーザがその依頼を受諾するまで，システムは様々
な感情表現を用いながら説得を試みる

(3) 最終的に，ユーザは必ずシステムからの依頼を受
諾する

日常生活のなかで感情表現を用いた説得が行われる場

面として，「掃除をすること」，「食べ残しをしないこと」，

「早く寝ること」，「ゲームを止めること」，「適度な運動を

とること」を設定した．クラウドソーシングでシナリオ

を収集する際に実際にクラウドワーカに対して指示した

内容を以下に示す．

クラウドワーカに与えた指示内容� �
A君は自分の生活を改善するため，生活指導をして
くれるロボットと一緒に暮らしています．ロボット

は，A君の運動不足を認めた時，適度な運動として
外に出てジョギングをするように促します．しかし，

適度な運動をとるべき理由をロボットが説明しても，

A君は言うことを聞いてくれません．そこで，ロボッ
トは怒ったり悲しんだり，ときには嬉しそうに話し

たりするなど，感情的になってA君を説得すること
にしました．

ロボットとA君の対話例を考えてください．対話は，
ロボットが適度な運動をとることを勧めるところか

ら始まり，ロボットがいろいろな感情表現をもちい

て A 君を説得し，A 君が提案を受諾するまでの流
れを想像して書いてください．感情は，「うれしい」，

「悲しい」，「怒り」のなかから少なくとも 1つ以上
だすようにしてください．� �
この設定で，各場面のシナリオを 200 対話ずつ，計

1000対話のシナリオを収集した．なおクラウドワーカに
は，1人あたり各シナリオに対して 1対話，最大 5対話
を生成してもらった．収集したシナリオの対話数および

シナリオに含まれていたユーザ・システムの発話数を表 1
に示す．これらは全て次の手順でラベル付与を行い，学

習データとして用いた．

3 ·2 ラ ベ ル 付 与

提案手法はユーザ発話に対する受諾度合いと，それに

対するシステム発話の感情状態を用いる．そこで，収集

したシナリオに含まれる各発話文に対し，これらのラベ

ルのアノテーションを行う．各発話文に対し，クラウド
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表 1 収集したシナリオの対話数および発話数

掃除 食事 就寝 ゲーム 運動

対話数 200 200 200 200 200
ユーザ 2282 2173 2147 2175 2203
システム 2292 2185 2180 2155 2216

ソーシングで感情状態・受諾の度合いのラベルを，それ

ぞれ 3人のクラウドワーカによって付与した．この 3人
中 2人以上が同じラベルを付与したものを，その発話文
のラベルとして採用する．なお，3人のアノテーション
結果が全て一致しないものは学習データから除いた．こ

れはクラウドワーカのアノテーションの質のばらつきを

考えた場合，1人だけ一致しない評価値はアノテーショ
ンの質の問題に帰属する可能性が高く，3人が一致しな
いようなものはそもそもアノテーションが難しいという

問題が存在する可能性が高いためである．

シナリオに含まれるユーザ発話に対し，5段階のユー
ザの受諾度合いラベル（5: 依頼を受諾，4: やや依頼を受
諾，3: どちらでもない，2: やや依頼を拒絶，1: 依頼を
拒絶）を付与してもらった．また，ユーザ発話およびシ

ステム発話には計 5種類の感情状態ラベルを付与しても
らった．アノテータは，シナリオの全発話文を読み，前

後の文脈から受諾度合いラベルおよび感情状態ラベルを

付与する．感情ラベルの付与においては，実際にワーカ

に Russellの円環モデルの図（図 3）を提示し，図中に含
まれる平静，喜び，安心，怒り，悲しみの感情に属する

いくつかの表現に目を通した上でラベル付与を行っても

らった．また，受諾度合いの付与については，表 2のよ
うな基準をワーカに提示した上で，ユーザの発話がどれ

に相当するかを選んでもらった．実際に付与されたユー

ザの受諾度合いラベルの割合を表 3に，感情状態ラベル
の割合を表 4に示す．
表 3，表 4におけるNONEラベルは，アノテータ 3人

中 2人以上で一致したラベルがなく，発話文にラベルが
付与されなかったものを表す．ユーザ発話のうち，およ

そ半分を拒絶（段階=1）またはやや拒絶（段階=2）が占
めた．一方で，受諾（段階=5）またはやや受諾（段階=4）
は 20%程度に留まった．また，感情状態は全発話文のう
ち，「平静」が全体の 30%を占め，次いで「悲しみ」と「怒
り」が約 20%ずつ含まれている．
実際に収集されたコーパスとアノテーションの一例を

表 5に示す．

3 ·3 アノテーションの評価

ここまで，クラウドソーシングによってシステム感情

表現を用いて説得を試みるシナリオを計 1000対話収集
した．また，各システム・ユーザ発話には感情状態のラ

ベルを付与し，ユーザ発話にはシステムの依頼を受諾す

る度合いのラベルも付与した．

ここで問題となるのは，クラウドソーシングを用いた

場合の付与ラベルの品質である．そこで複数人のアノテー

タによる各発話文に対するラベル付与の一致率を計算し

た．具体的には，Fleiss’ Kappa[Fleiss 13]を用いた．一般
的に，Fleiss’ Kappaの値は 0.4を超えるとある程度有効
な一致率であるとされている．また，受諾度合いに関し

ては程度のアノテーションであるため，二乗誤差による

一致率も計算した．具体的には，3人のアノテータ A, B,
Cがつけたユーザの受諾度合いの値をそれぞれ xA, xB ,
xC とした時，式 (3)を用いて計算した．

(|xA − xB |2 + |xB − xC |2 + |xC − xA|2)
3

(3)

感情状態・受諾の度合いに対するアノテータの一致率と，

受諾の度合いに対するアノテータ間の平均二乗誤差を表

6に示す．

アノテータの一致率は，感情状態について 0.4以上の
値が得られたが，ユーザの受諾度合いに関しては 0.4よ
りも少し低い一致率となった．しかし，受諾度合いの平均

二乗誤差に関しては，1よりも小さいため，一致率が低す
ぎることはないと考えられる．以上より，本提案システ

ムで使用するためには十分なアノテーションが付与され

たコーパスを構築することができたといえる．今回はア

ノテーションにクラウドソーシングを用いている．これ

に対して一般的な訓練されたアノテータとの比較は行っ

ていないが，音声や映像データに対する Valence-arousal
を用いたアノテーションにおいては 0.52程度の一致率が
報告されており [Konar 15]，テキストデータのみを用い
る今回の一致率は特別に低くはない．しかし，実際には

アノテーションを行った状況が異なるため，将来的に一

般的なアノテータとの比較が必要であると考えられる．

構築したコーパスの特徴として，怒りや悲しみと言っ

た感情表現が多く含まれており，また，ユーザはシステ

ムの依頼を拒絶するような発話文が多く含まれているこ

とがいえる．本コーパスでは，説得の過程に焦点を当て

ているためこのような偏りが現れたと推測される．特に，

ユーザの受諾度合いが高い発話分が少なかったのは，ユー

ザが依頼を受諾する発話文はシナリオの終盤でしか現れ

ず，20発話以上と規定したシナリオ収集の影響があると
考えられる．

4. 評 価 実 験

4 ·1 実 験 設 定

感情表現を用いる説得対話システムがユーザに与える

印象について，クラウドソーシングを用いて評価を行う．

2種類の対話システムを用意し，それぞれの評価を比較
する．

NEUTRAL 感情表現をもたない説得対話システム．コー

パスのうち，平静 (NEUTRAL)の感情ラベルが付与
された発話のみ使用．
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表 2 ユーザの受諾度合い付与におけるインストラクション
段階 内容 確認事項

1 ロボットの依頼を拒絶している その発話文からは依頼を完全に拒絶していることが読み取れるか？
2 ロボットの依頼を受け入れなさそうである その発話文からは依頼を嫌がっているよう読み取れるか？
3 ロボットの依頼を受け入れるか，受け入れ その発話文からは受け入れるかどうか読み取れない曖昧なものか？

ないかわからない
4 ロボットの依頼を受け入れそうである その発話文からは依頼を受け入れても良さそうであると読み取れるか？
5 ロボットの依頼を受け入れている その発話文からは依頼を受け入れたことが読み取れるか？

表 3 ユーザの受諾度合いラベルの割合

段階 発話数 割合 段階 発話数 割合

1 2964 26.36% 4 1155 10.27%
2 2967 26.39% 5 1100 9.78%
3 1935 17.21% NONE 1123 9.99%

表 4 感情状態ラベルの割合

感情 発話数 割合 感情 発話数 割合

平静 6502 29.53% 悲しみ 5491 24.94%
喜び 1940 8.81% 安心 818 3.72%
怒り 4978 22.61% NONE 2286 10.38%

PROPOSAL コーパスに基づき感情状態を遷移する説

得対話システム．コーパスの全発話を使用．

今回の実験の被験者は，評価値の欠損などが生じたユー

ザを除き合計 92人であり，そのうち男性は 35名，女性
は 57名である．被験者は各対話システムと 1回ずつ，計
2回対話を行う．評価実験において，ドメインの選択は
ランダムに行った．その結果，掃除 22 回，食事 19 回，
就寝 13回，ゲーム 16回，運動 22回の対話が行われた．
各対話はユーザがシステムの依頼を受諾すれば対話が終

了し，ユーザが依頼を受諾せず一定のターン数を超えた

場合はシステムから対話を打ち切る．対話終了後，被験

者は下記の 4種類の質問に対し，5段階の主観評価（5:
高い，4: やや高い，3: どちらでもない，2: やや低い，1:
低い）を行う．なお，2回の対話順序はランダムとし，評
価順序による影響がないようにした．

(1) 自然性
システムとの会話の流れが自然な対話だと感じたか？

(2) 説得性
システムの説得を受け入れても良いと思ったか？

(3) 親身さ
システムが親身になっていると感じたか？

(4) 人間らしさ
システムに人間らしさを感じたか？

これらの平均スコアを用い，提案する感情表現を持つ

説得対話システムと，感情表現を持たない説得対話シス

テムを比較し，感情表現を用いることによる効果を調査

する．

4 ·2 実 験 結 果

表 7に主観評価の結果を示す．対話の自然性および説
得性については，感情表現を持たない対話システムNEU-
TRALの方が高い結果となった．一方で，システムに対
する親身さおよび人間らしさについては，感情表現を持

つ対話システム PROPOSALの方が高かった．それぞれ
のユーザ評価値について両側検定を行ったところ，いず

れも有意水準 0.05で有意ではなかった．表 8，表 9に，
被験者が実際に行った PROPOSALシステムとの対話履
歴の一部を示す．

表 8の対話を行ったユーザの評価は各項目の質問に対し
平均的に高いスコアであった一方で，表 9の対話を行った
ユーザの評価は低いスコアであった．これらの対話では，

どちらも同じ「喜び」の感情表現を用いていたが，ユー

ザによって評価が異なっている．これらの例でユーザ評

価が異なる理由としては，システムの感情状態に対する

ユーザの選好が影響したという可能性と，単純にユーザ

の状況（友達がいない）に合致しない提案をしたからと

いう可能性が考えられる．

また，対話終了後にユーザから任意のアンケートを収

集した．この結果を見ると，感情表現にポジティブな意

見として以下のようなものがあった．

•とても人間らしく答えたので驚いた．時々，可愛い
返事「ふふふ」もあるから楽しかった．

•絵文字の変化があった方が，人間らしさや親身さを
感じやすかった．（今回は感情状態に合わせて絵文字

が変化している）

•会話がかみ合わない部分もあったが，人間の会話に
近い部分や感情的なものも感じることもできたと思

います．

これらの結果からは，感情表現によってシステムに人間

らしさや親密さを感じるユーザがある程度いるというこ

とが見て取れる．また，感情表現にネガティブな意見と

して以下のようなものがあった．

•すこし命令口調や，きつい言い方が気になりました
が，会話はかみ合ってると思います．

•何度も断った場合，親身になってくれているという
よりは圧迫されてるように感じました．

これらの結果からは，特にネガティブな感情表現が逆に

気になると考えるユーザがいることもうかがうことがで

きる．加えて，ユーザの発話にかみ合っていなかったと

する意見に次のようなものがあった．
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表 5 アノテーションされたシナリオの例
話者 発話内容 受諾度 感情
シス Ａ君，お部屋を掃除をしましょう． — 平静
A君 え～嫌だよ．面倒だよ． 1 悲しみ
シス 見てください．ゴミが落ちていますよ． — 平静
A君 後で掃除するからいいよ．今はしたくない． NONE 悲しみ
シス そんなことを言っていると，どんどん部屋が汚れていきますよ． — 怒り
A君 明日にしようかな． 2 平静
シス そんなふうに言っていたら，どんどん部屋が汚れてしまいますよ． — 怒り
A君 大丈夫だよ．そんなに汚れていないから． 1 平静
シス 僕は，綺麗な部屋のほうが過ごしやすくて気持ちよくていいと思って言っているんです…． — 悲しみ
A君 それは，今しなくてもいいんじゃない．今はテレビ見たいしさ． 1 悲しみ
シス そう言って，いつも掃除をしないのはＡ君ですよ． — 怒り
A君 そうだけど． 3 悲しみ
シス だからこんなにゴミが落ちていて，部屋が汚れているんです． — 怒り
A君 まあ，確かに． 4 平静
シス 後でと言わずに今から掃除しましょう．僕が応援しますよ． — 喜び
A君 仕方ないな．掃除はじめるか． 5 悲しみ
シス やった．さすがＡ君．頑張りましょう． — 喜び

表 6 アノテータの一致率

感情状態 受諾度合い

発話数 22008 10980
Fleiss’ Kappa 0.411 0.37
平均二乗誤差 — 0.85

表 7 主観評価の平均スコア

質問項目 自然性 説得性 親密さ 人間らしさ

NEUTRAL 3.402 3.598 3.511 3.511
PROPOSAL 3.293 3.522 3.576 3.522

•いきなり意味不明な言葉を言うのが怖かった．こち
らの質問に答えられないのが残念な感じでした．

•こちらの簡単な応答に合っていない返答があり，わ
かりずらい点もありました．

•最後の方でかみ合わない時もありましたが，最初は
しっかりと会話になりました．

これらの結果からは，対話システムが状況に合ったこと

を言うかどうかも，依然としてユーザ評価に影響が大き

い可能性は高いといえる．以上より，ユーザ評価が異な

る理由としてはいずれも可能性があるものの，感情表現

がユーザに与える影響は，ユーザ自身の選好が影響する

部分もあると考えられる．そこで次節では，個々のユー

ザの評価傾向について分析を行う．

4 ·3 個々のユーザ単位の評価

次に，個々のユーザがNEUTRALと PROPOSALのシ
ステムをどのように評価したかを見るため，それぞれの

指標における各ユーザの評価値を，PROPOSALに対す
るものから NEUTRAL に対するものを引いた値を大き
さ順に並べたものを図 5から図 8に示す．また，これら
をユーザごとにまとめて表示したものを図 9に示す．こ

表 8 評価の高かった「喜び」の感情表現を含む対話履歴

話者 発話 受諾度 感情

システム 1 運動不足を解消するため

に，明日から一緒にジョ

ギングをしよう？

— 平静

ユーザ 1 朝は弱いから嫌だな． 0.80 —
システム 2 自分もご一緒しますよ，

勿論．

— 喜び

ユーザ 2 それはうれしいな，どう

しようかな．

2.82 —

表 9 評価の低かった「喜び」の感情表現を含む対話履歴

話者 発話 受諾度 感情

システム 1 そろそろ掃除をした方が

いいと思います．

— 平静

ユーザ 1 あとでやるよ． 0.78 —
システム 2 部屋が綺麗になったらお

友達も家に呼べるよ！

— 喜び

ユーザ 2 友達なんていないよ． 0.84 —

れらの結果から，いずれの指標でも，ある程度の割合の

ユーザに対しては PROPOSALが高く評価されている一
方で，ある程度の割合のユーザに対しては PROPOSAL
が低く評価されていることがわかる．また図 9 からは，
特定の指標で PROPOSALを高く評価するユーザは，他
の指標でも PROPOSALを高く評価する傾向があること
が見てとれた．

この結果の理由としては，4 ·2節に示したように，ユー
ザが持つシステムの感情状態に対する選好と，システム

の応答の適切さ双方が存在すると考えられる．
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図 5 自然性に関するユーザごとの評価（PROPOSAL-NEUTRAL）
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図 6 説得性に関するユーザごとの評価（PROPOSAL-NEUTRAL）

5. ま と め

本研究では，説得者であるシステム自身が感情状態を

持ち，感情を表現しながらユーザの説得を試みる説得対

話システムを提案した．感情表現を含む説得対話コーパ

スを収集し，コーパスに基づく感情状態遷移を行う説得

対話システムを構築した．本説得対話コーパスは創出・ラ

ベル付与で一貫してクラウドソーシングを用いたが，一

定の一致率を持つ対話システム構築に有効なコーパスを

構築することができたといえる．被験者の主観評価によ

る評価実験においては，既存のNEUTRALの感情状態を
用いるものに対して有意な差は見られなかった．しかし，

ユーザへのアンケート結果やユーザごとのスコア傾向か

ら，感情表現が説得に有効であるかはユーザによって異

なり，感情表現を好むユーザに対して提案システムが有

効であったことが示唆された．

本論文で提案する説得対話システムでは，ユーザの入

力発話からはユーザの受諾度合いしか見ていない．その

ため，より自然で説得性のある対話を実現するために，

対話行為を用いることや，ユーザの感情状態を推定する

ことが有効であると考えられる．また，ユーザの受諾度

合いの系列変化や対話履歴を考慮することで，ユーザグ

ループごとに適切な応答文を選択する必要がある．具体

的な今後の方向性としては，ユーザの反応から得られる

感情表現に対する選好や，説得成功を報酬とした強化学

習による適切な対話戦略の学習が挙げられる．
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図 7 親密さに関するユーザごとの評価（PROPOSAL-NEUTRAL）
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図 8 人間らしさに関するユーザごとの評価（PROPOSAL-
NEUTRAL）
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