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発話テキストからの人間の仲の良さと上下関係の推定
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あらまし 複数人がチームを組んで創造活動を行うときには，チームのリーダは作業を円滑に進めるために，
チーム内の人間関係を整える必要がある．チーム内の人数が少ないときには，人間関係を把握し良好なものに保
つことはやさしいが，人数が増えると把握が難しくなるため，人間関係の把握を支援する仕組みが必要となる．
本論文では，チームやグループなど，様々な人間の集合における人間関係の把握に役立てられる情報を提供する
ために，発話のある任意の 2 者の仲の良さと上下関係を推定するシステムを提案する．提案システムでは発話テ
キストが入力されると，発話文に含まれる助詞・助動詞の組合せから発話文の役割を同定し，発話文の役割から
人間の仲の良さと上下関係を推定する．実験を行い，提案手法による推定結果と正解の相関を評価したところ，
仲の良さは平均 0.646，上下関係は平均 0.710 となり，提案手法の有効性を確認した．
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1. ま え が き

一つのものを完成させるため，多くの人間の協力が

必要になる場合，チームを組んで作業を行うことが多

い．チームにはリーダがおり，リーダは作業を達成さ

せるために，チーム内のメンバが果たすべき役割を定

め，構造化することが求められる [8]．構造化とは上下

関係，先輩–後輩関係などの縦の関係と，親密関係，信

頼関係などの横の関係を明確にすることである．社会

学において，組織の中の上下関係と親密関係を調査し

た研究は多く [12], [23], [28], [31]，構造化によってチー

ム内の意思疎通が円滑になり [29]，個々の能力も最大

限に発揮できるようになる [9]．また，信頼関係の有無

と組織・チームのパフォーマンスには関係があり，信

頼関係があるほどパフォーマンスが向上する [2]．仲

が良いほど信頼関係があると考えられることから，人
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間の仲の良さは創造活動に有効といえる．この二つの

関係を把握し，仲の悪い人たちや極端な上下関係があ

る人たちを集めないようにすべきだが，一般に，チー

ムやグループなど，様々な人間の集合における人間関

係を，人間が把握できる上限は 7 人前後とされてお

り [1]，それ以上になると人間の仲の良さと上下関係を

把握することは難しく，何らかの支援が必要になる．

一方，人間関係は会話内容に反映される [19]．人間

が会話から人間関係を把握するときには，発話内容，

視線情報，笑顔，ジェスチャーなどを用いるが，そのう

ち，4割を発話内容から把握するといわれている [13]．

このことから，人間は話者の発話から話者間の仲の良

さや上下関係を把握できると考えられる．そこで，話

者の発話を発話文の役割によって表し，発話文の役割

から仲の良さと上下関係を推定しようと考えた．

本論文では，チームやグループなど，様々な人間の

集合（注1）における人間関係の把握に役立てられる情報

を提供するために，発話のある任意の 2者の仲の良さ

と上下関係を推定するシステムを提案する．提案シス

テムは発話テキストに含まれる発話文の役割を同定し，

発話文の役割から人間の仲の良さと上下関係を推定す

る．以下，2.では関連研究，仲の良さと上下関係の定

（注1）：提案システムが扱う集合での人数の上限は特に定めない．
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義，及びそれらの推定方法の概要を述べ，3.で発話文

の役割を同定するための，発話文の役割と助詞・助動

詞の意味の対応表の作成方法を示し，4.で提案システ

ムの構成を説明する．5.では発話文の役割の同定実験

を示し，6. で提案システムの評価実験，7. で結果の

考察を述べ，8.でまとめる．

2. 関連研究と本研究の位置付け

社会学における人間関係の調査に関する研究，人間

関係の推定と発話意図の同定に関する従来研究を紹介

し，本研究との違いを示す．

2. 1 社会学における人間関係の調査

社会学では人間関係として，母子・親子関係，教師

生徒，上司部下，近隣住民との関係など，人間が長時

間過ごす場所での関係を中心に調査が行われている．

職場における関係では，上司部下の親密関係，上下関

係に関する調査報告が多い．仲の良さを扱った研究で

は，同輩集団の人間関係が時間経過とともに変化する

様子を考察した研究 [6]，日常会話の満足度や日常会話

におけるスムーズさと親密さの関係を明らかにしたも

のがある [4]．上下関係を扱った研究では上位者から下

位者への評価によって，下位者に与えるストレスを調

査した研究 [20]や，下位者の迷惑行為は上位者のそれ

より，不快に感じられることを明らかにした研究 [14]

がある．これらの研究によって，仲の良さ，上下関係

ともに，人間の態度に現れることが分かっているが，

本研究では特に人間の発話に注目し，仲の良さと上下

関係を推定する点が従来と異なる．

2. 2 人間関係の推定

ソーシャルネットワーク中のコミュニティや重要人

物を発見する方法が提案されている．Tylerらはメー

ルアーカイブを用いて，社内の重要人物を発見する方

法を提案した [10]．Tyler らの手法は，メールのやり

取りの有無とその数を用いて重要人物を発見する．ま

た，松尾らはWeb 検索エンジンでの名前のヒット数

から，研究者間の人間関係を視覚化するシステムを提

案した [17]．松尾らのシステムでは，共著，同研究室，

共同研究など研究上の関係が表示される．本研究は，

人間関係のうち，人間の仲の良さと上下関係を推定す

る点でこれらとは異なる．

また，人間関係を記述する言語 RELATIONSHIP

[25]や FOAF [5]を用いて，あらかじめ記述された関

係から，より詳細な関係を取り出す試みがある [18]．

本研究は，人間が記述した関係を解析するのではなく，

発話文から役割を同定し，明示されていない関係を推

定する点で異なる．

また McCallum らによって，やり取りされたメー

ルの本文を解析し，人間関係を推定する手法が提案さ

れている [21]．この手法はメールの本文から単語を抽

出し，特定の送信者と受信者の間に現れる単語から，

送・受信者間の関係を表す．McCallumらの手法では

特定の関係は推定せず，ある送・受信者達だけが使う

単語集合を出力する．提案手法は仲の良さ，上下関係

の特定の関係を推定する点でこの手法と異なる．

2. 3 発話意図の同定

人間の発話は，主に，客観的な事柄を表す命題と命

題や聞き手に対する話者の態度の二つで構成され，話

者の態度の中には発話意図が含まれる [16]といわれる．

また発話意図の一部は文末に用いられる助詞・助動詞

の組合せで表される．従来のシステムの多くは，発話

意図の同定に助詞・助動詞の組合せを用いた．熊本ら

はパソコンの音声ヘルプシステムを提案したが，ユー

ザの質問の意図を助詞，助動詞，動詞の組合せから同

定した [15]．美馬らも情報システムに与えられるユー

ザの質問の意図を同定するために，助詞・助動詞の組

合せを使った [22]．

本研究では助詞・助動詞を用いて発話文の役割を同

定するが，従来手法とは同定する役割の種類が異なる．

それは従来手法では，ユーザが情報システムに出すと

予想される質問の意図に限定しており，提案システム

が扱う会話では役割を表せない発話が多くなるためで

ある．そこで，本研究では，人間同士の会話で得られ

る発話文の役割を新しく用意し，会話中の多くの発話

文の役割を表現する．

2. 4 仲の良さ，上下関係の定義と推定方法の概要

本研究における仲の良さ，上下関係の定義とそれら

の推定方法の概要を示す．

例えば，会話において互いに初対面のときは，話者

は控えめな態度をとり，賛同の意を示すあいづちを打

つことが多い．ところが仲が良くなり気兼ねしなくな

ると，話者は自分自身の意見がいいやすくなる [27]．

すなわち，仲が良いならば，気兼ねすることが少ない

ため，話者は聞き手に対して様々な態度がとれるよう

になり，その結果として会話全体の話者の態度の種類

数が多くなると考えられる．そこで，本研究では「仲

が良い」を聞き手に対して話者が様々な態度をとれる

状態と定義し，「仲の良さ」は仲が良い程度を示す数値

とする．話者たちが思う仲の良さと第三者が思う仲の
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良さは異なるが，本研究では，第三者から見た客観的

な仲の良さを推定する．

また，会話において，一方が発話し続けるよりは，

交互に発話する方が仲が良い [4]．そこで，本研究では

2者の会話において，話者の態度の種類数が多く，発

話の回数が同じ程度であるほど仲が良いとし，仲の良

さを推定する．

一方，社会学における上下関係とは，社会的地位や

勢力の格差から生じる優越と従属との地位的な人間関

係 [12]である．そこで，本研究では上下関係を会話す

る話者間の階層の差と定義する．

階層の差は主従，部下上司，先輩後輩などの上位者

と下位者の隔たりを指す．上下関係がある話者間では，

下位者は上位者に対して配慮行動を示す [30]ため，下

位者は上位者に要求することは少ない．そのため命令

や禁止の意味を含んだ発話が少ないと考えられる．ま

た，テーマがある会話では，上位者が下位者より多く

話す [23]ことから，業務報告，連絡など上位者が下位

者の発言を聞くことが目的の会話以外では，上位者の

方が発話量は多いと考えられる．そこで，本研究では，

命令や禁止の意味を含んだ発話が多く，発話量が多い

ほど上位者とし，上下関係を推定する．

従来研究において「仲の良さ」と「上下関係」は別々

に扱われることが多く [26]，二つは独立と考えられる．

また，後述する 6.の評価実験でも，二つの要素の間の

相関値は 0.101（P < 0.05）で，相関はなかった．し

たがって，様々な人間の集合における，人間関係の把

握に役立てられる情報として，両方の要素を推定する

必要がある．

3. 発話文の役割と助詞・助動詞の意味の対
応表

提案システムでは発話文の役割（以下，発話役割と

する）の同定に，あらかじめ作成した発話役割と助詞・

助動詞の意味の対応表を用いる．本研究における発話

役割の定義は，会話における聞き手に対する話者の態

度とする．また，対象とする会話で，話者が出すと考

えられる発話役割を用意する．

対応表は以下の手順で作成する．

(1) 助詞・助動詞の意味を列挙

(2) 似ている意味をまとめ，グループを作成

(3) グループに発話役割を表すラベルを付与

(4) 不足している発話役割のラベルを追加

(5) 追加したラベルに対応する意味を割当

(1)で列挙する意味は，大辞林 [3]に掲載されている

意味とし，助詞では副助詞，終助詞，係助詞の意味，

助動詞では 18種類すべての意味を列挙する．(2)では

助詞・助動詞の似ている意味をまとめ，グループを作

成する．一つの意味は複数のグループに存在してよい

とし，同じ発話役割が対応するグループがなくなれば，

(3)で発話役割を表すラベルを与える．

(4) では雑談分析用に提案された発話の種類を示

すタグの集合である DA（Dialogue Act）を用いて，

不足している発話役割のラベルを追加する．ここ

では使用頻度の高さから，SWBD-DAMSL [11] の

DA を用いる．SWBD-DAMSL [11] には acknowl-

edge, agree/accept, appreciation, yes-no-question,

wh-question など 42 種類のタグがある．本研究では

話者の態度を表す DAを発話役割に用い，不足してい

る発話役割を追加する．DAそのものを発話役割とし

ない理由は，DAと対応しない日本語の助詞・助動詞

の意味（自発，婉曲など）があり，発話役割を表せな

い発話文が生じるためである．

(5) では追加した発話役割のラベルに対し，それに

対応する助詞・助動詞の意味を割り当てる．以上の手

順によって得られる対応表を表 1 に示す．表 1 の第

表 1 発話役割と助詞・助動詞の意味の対応表（x21 から
x23 は 3. の手順 (4) と (5) で追加された）

Table 1 Mapping between sentence roles and mean-

ings of particles. (x21, x22 and x23 are

added at (4) and (5) in Section 3)

Sentence Meanings of particles

role

x1 心情 感動，意志，自発，可能，不可能，希望，詠嘆，強調
x2 事実 打消，確認，質問，添加，並立，選択，不確定，列挙，

反語，程度，限定，軽視
x3 補足 他との区別，添加，並立，選択，不確定，列挙，強調
x4 価値判断 打消当然，不確かな気持ち，理由
x5 知識獲得 確認，疑問，質問，希望，願望，不確かな気持ち，問掛
x6 知識提供 強調
x7 教える 類推，推量，打消推量，推定，婉曲，打消，強調
x8 教えられる 確認，疑問，質問，願望，依頼，不確かな気持ち，問掛
x9 依頼 疑問，質問，希望，願望，依頼，不確かな気持ち
x10 確認 不確かな気持ち，確認
x11 行動要求 意志，希望，願望，依頼，呼びかけ，禁止，同意要求，

勧誘，不確かな気持ち，命令，許可，原因
x12 発言要求 婉曲，確認，疑問，質問，意志，念押し，呼びかけ，同

意要求，勧誘，命令，問い掛け，許可
x13 提案 他との区別，反語，意志，希望，強調
x14 礼 尊敬，自発
x15 謝罪 尊敬，意志，自発
x16 賛成 詠嘆，適当，当然，全面否定，全面肯定
x17 反対 打消，打消意志，打消強調，非難，全面否定，全面肯

定，反対
x18 行動要求受入 打消，打消当然，確認，質問，意志，自発，可能，不

可能，打消意志，念押，願望，依頼，過去
x19 発言要求受入 比例，様態，伝聞，例，例示，類推，推量，打消推量，

推定，婉曲，打消，打消当然，確認，質問
x20 納得 婉曲，確認，断定，不確かな断定，過去
(x21) 理由陳述 理由，価値判断
(x22) 保持 不確かな気持ち，確認，列挙
(x23) 話題転換 依頼，意志，質問
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表 2 入力の発話テキストと出力の話者の仲の良さ（F）と上下関係（H）を表す評価値
Table 2 Part of inputted utterance texts and outputted values of the friendship

(F) and the hierarchical relationship (H).

Speaker and uttered sentence F H

s1: 6 月 27 日（月）にM さんと打合せをすることになりました． N さん，ご興味があればご連絡ください．
s2: その頃は大阪にいますので，用事がなければ行きます． 不参加の場合は連絡します． 0.22 8.18

s3: 気がつけば 4 月が過ぎ去ってしまったので，ML 分析の今後の計画を考えましょう．
s4: 分析・把握までなら，毎月やっても手間じゃないので，4 月分は時間を見つけて来週中くらいに，5 月分からは月末にやろうと思います． 0.24 3.53

s5: 29 日（水）は，もしかすると参加可能かもしれないのですが，直前の参加は難しいでしょうか？
s6: 直前でも遅れてでももちろんウェルカムです！ ご都合がつけばぜひぜひいらしてください！ 0.34 0.48

図 1 仲の良さと上下関係の推定システム
Fig. 1 Estimation system of human friendships and

hierarchical relationships.

1列の x1 から x20 の発話役割は，(1)から (3)で得ら

れ，x21 から x23 は (4)と (5)で得られる．

4. 仲の良さと上下関係の推定システム

図 1 に提案システムの構成を示す．システムへの入

力は 2者の会話を表す発話テキストとする．発話テキ

ストが入力されると，システムは文末に助詞・助動詞

が含まれる発話文を選び出す．次に，表 1 の対応表を

用いて，含まれる助詞・助動詞の意味から発話文の発

話役割を同定する．発話役割から仲の良さと上下関係

を推定し，最後に仲の良さと上下関係を表す評価値を

出力する．以下の節では各処理を説明する．

4. 1 入力：2者の発話テキスト

提案システムには，2者の発話テキストを入力する

（表 2 の第 1列目）．提案システムはあるテーマに関す

る会話を扱う．具体例には，音声による音声会話，テ

キストを用いたWeb上のチャット，電子掲示板への書

き込み，メールのやり取りがある．発話役割が限定さ

れる業務報告，連絡などは扱わない．また，3者以上

の会話では，話者によって出された発話がどの聞き手

に向けてのものかを特定することは難しい．更に 3者

以上の会話では，話者は他の話者に気を遣い，2者の

会話よりも発話する機会が少なく，人間でも話者間の

正確な人間関係を把握することが難しい．そして，す

べての人間が一堂に会し，会話する状況は少なく，全

員が発話している会話が十分には得られない．これら

三つの理由から，本研究では 2 者の会話に限定する．

2者の仲の良さと上下関係をペアごとに比較するため，

入力の発話文の数が大きく異ならないようにする（注2）．

4. 2 発話文の抽出

発話テキストから文末に助詞・助動詞が含まれる発

話文を抽出する（表 2 の太字部）．これは文末に含ま

れる助詞・助動詞の組合せから，発話役割である話者

の態度の一部が表されると仮定したためである [16]．

4. 3 発話役割の同定

表 1 の対応表を用い，発話文の発話役割を同定

する．発話役割と意味が多対多の対応になるため，

提案システムでは発話文 u の発話役割をベクトル

Iu = (x1, x2, . . . , xN ) と表す．x1, x2 . . . , xN は表 1

の発話役割を表し，N は 23 となる．ベクトル Iu の

要素の値は，発話文に含まれる助詞・助動詞の意味の

数と，意味に対応する発話役割の重みから与えられる．

発話文 uに含まれる助詞・助動詞の集合を Pu，Pu 内

の助詞・助動詞 pi の意味を mj
pi
とし，式 (1)によっ

て発話役割ベクトル Iu の要素の値 xl,u を求める．

xl,u =

⎛
⎝ ∑

pi∈Pu

h(xl,u, mj
pi

)

⎞
⎠ × w(xl) (1)

式 (1)において h(x,m)は表 1 の中で発話役割 xと意

味mの対応があり，意味mが文末に存在する助詞・助

動詞の意味ならば 1，それ以外ならば 0.5 を返す関数

とする．発話役割は，主に文末に含まれる助詞・助動

詞によって決定されるが，文中に含まれる助詞・助動

詞も発話役割を表すとする．w(x)は発話役割 xの重

みを返す関数とする（注3）．重みを採用する理由は，助

詞・助動詞の一つの意味が対応する発話役割の数が異

なるためである．

（注2）：一つの発話文の長さは 80 文字までとする．
（注3）：実際の数値は 5.2 の実験結果から決定した．
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表 3 発話役割の同定例（コンマの区切りが上位三つの発話役割，+で接続されたものは
類似度が高く出力された発話役割）

Table 3 Examples of identified sentence roles.

Uttered sentence Sententce roles

13 時 20 分くらいに A 駅の改札あたりで待ち合わせして，そっ
から一緒に行きましょうか？

行動要求 (0.77)+発言要求 (0.42)，依頼 (0.58)+教えられる
(0.49)，行動要求受入 (0.21)

6 月 27 日（月）に M さんと打合せをすることになりました． 事実 (0.61)，行動要求受入 (0.21)+発言要求受入 (0.20)

今回がダメでも，次回も次々回もいくらでも機会はあるので，そ
のうち必ず行きましょう！

事実 (1.83)+心情 (0.39)

次に発話役割を絞り込むため，発話役割ベクトルの

要素の値の上位三つと，上位三つのいずれかとの類似

度がしきい値を超える発話役割を残し，それ以外を削

除する．類似度が高い発話役割を残す理由は，出力さ

れやすい発話役割とそうでないものがあり，上位三つ

との類似度が高い発話役割を合わせて取り出すことに

よって，話者が想定する発話役割を出力に含めるため

である．発話役割の類似度 c(x, x′)は次の式で求めら

れる．

c(x, x′) =
T (x) · T (x′)

|T (x)| × |T (x′)| (2)

上の式において T (x) は SWBD-DAMSLの 42 個の

DAを要素とするベクトルで，各要素の値は 1または

0とする（注4）．|T (x)|は値が 1である要素の数とする．

より詳細な類似度を計算するために，既存の DAを用

いて多次元のベクトルを作る．

同定された発話役割の例を表 3 に示す．表 3 ではコ

ンマで区切られた発話役割が要素の値の上位三つ，+

で接続された発話役割が，上位三つのいずれかとの類

似度がしきい値以上であったもの，括弧内の値は式 (1)

によって与えられる評価値を表す．発話文によっては

発話役割が 3種類未満となり，必ず三つの発話役割が

出力されるわけではない．

4. 4 仲の良さの推定

話者の態度の種類数と発話文の数から 2者の仲の良

さを推定する．はじめに，話者の態度の種類数として，

発話役割の種類数を求める．話者 sのすべての発話文

における発話役割の種類数 k(s) は，次の式によって

求められる．

k(s) =

N∑
l=1

⎧⎨
⎩

1 if
∑

u∈Us
xl,u ≥ T

0 otherwise
(3)

式 (3)は，話者 sの発話文の集合 Us の中の発話役割

ベクトルの各要素 xl,u を合計し，その値がしきい値

T（注5）を超える要素数を求めている．k(s)と入力の発話

テキストに含まれる話者の発話文の数 l(s)から，話者

sa，sb の仲の良さ F (sa, sb)を式 (4)によって求める．

F (sa, sb) =
k(sa) × k(sb)

l(sa) × l(sb)
(4)

F の値が大きいほど仲が良いとする．

4. 5 上下関係の推定

命令や禁止の意味を含んだ発話の割合と発話文の文

字数から 2者の上下関係を推定する．命令や禁止の意

味を含んだ発話は，表 1 の行動要求，発言要求の発話

役割の発話とする．式 (5) を用いて話者 sa，sb の上

下関係の値 H(sa, sb)を求める．

H(sa, sb) =
(o(sa) + 1) × q(sa)

(o(sb) + 1) × q(sb)
(5)

式 (5) の o(s) は発話役割が行動要求，発言要求と同

定された発話文の数．q(s)は入力された発話テキスト

に含まれる話者の発話文の文字数である．式 (5)は sa

から見た sb の上下の差の度合いを表し，1より大きい

ときは sa が上位者，1より小さいときは sa が下位者，

1のときは同等になる．

4. 6 出力：仲の良さと上下関係を表す評価値

仲の良さを表す評価値と上下関係を表す評価値を出

力する（表 2 の第 2，3列目）．

5. 発話役割の同定実験

本実験では発話役割の同定精度を確認する．また，

同定された発話役割と正解との相関を確認する．

5. 1 実 験 手 順

実験は次の手順で行った．

(1) 式 (1)の w をすべて 1.0 として発話役割を同

定し，正解と比較

（注4）：ベクトル T (x) の要素は，予備的な実験において，発話役割 x

に対応すると思われる DA を 5 名の被験者が与えたときに，3 名以上
が与えた DA のみとした．
（注5）：本論文では 1.0 とした．
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表 4 5. の実験で入力した発話文と発話役割を同定した発
話文の数（第 4 列目の括弧内は入力した発話文に対
する，発話役割を同定した発話文の割合）

Table 4 No. of inputted sentences and no. of identi-

fied sentences in the experiment of Section

5.

No. of inputted No. of identified

Speaker sentences sentences

Data 1 m1 61 31 (0.50)

leader 70 40 (0.57)

Data 2 m2 72 45 (0.62)

leader 42 17 (0.40)

Data 3 m3 47 28 (0.59)

leader 62 34 (0.54)

(2) w を 1)で得られた適合率に代え，発話役割を

同定し，正解と比較

(3) 話者ごとに同定された発話役割と正解を比較

(1)では，発話役割に与える重みを一様にし，同定さ

れた発話役割と正解とを比較する．同定の適合率が高

いほど妥当な発話役割になることから，重みを同定の

適合率とすることで，妥当なものにはより高い評価値

がつき，適切な出力が得られると考えられる．そこで

(2)では w を 1.0としたときに得られる適合率を重み

wとし，同定された発話役割と正解とを比較する．(3)

では，同定された発話役割と正解との相関を話者ごと

に調べ，仲の良さと上下関係の推定に利用可能と確認

する．

用いた発話テキストは第一著者がそのメンバである

メーリングリスト（以下，MLとする）でのメール本

文である．入力の発話テキストは，ML のリーダ（注6）

と他のメンバが 1対 1でやり取りしたメールを抜粋し，

用意した．表 4 に入力した発話文の数と発話役割が同

定された発話文の数を示す．三つのデータセットにお

いて，6人の人間の発話傾向が表せるかを確認する．

正解の発話役割は被験者へのアンケートで得られた

結果を用いた．アンケートの手順は，(1)被験者に発

話テキストを読ませる，(2)被験者に各発話文に対し，

適当な発話役割を表 1 の中から選択してもらう，(3)

被験者が選択したすべての発話役割を，正解の発話役

割とする，とした．被験者は情報分野，画像処理分野

の大学生，大学院生 6名とした．(2)で選択する発話

役割は複数個を許し，何も該当しないときは「なし」

としてもらった．一つの発話文に，被験者を 3人割り

当てた．アンケートによって得られた正解の発話役割

は，一つの発話文につき平均 1.2個となった（注7）．

評価では，同定の適合率と再現率を算出した．また，

同定された発話役割と正解の発話役割の話者ごとの相

関を算出した．発話役割 x の同定の適合率 pre(x)と

再現率 rec(x)，すべての適合率の平均 Preと再現率

の平均 Recの四つを，以下の式によって算出した．

pre(x) =
identified(x)

allnum(x)
(6)

rec(x) =
identified(x)

correct(x)
(7)

Pre =
1

N

N∑
l=1

pre(xl) (8)

Rec =
1

N

N∑
l=1

rec(xl) (9)

式 (6)と式 (7)において identified(x)は出力された発

話役割 xが正解に含まれていた発話文の数，allnum(x)

は発話役割が xと同定された発話文の数になる．また

correct(x)は正解の発話役割が xであった発話文の数

になる．相関値はピアソンの積率相関係数とし，相関

の絶対値が 0.7 以上 1以下ならば強い相関，0.4 以上

0.7未満ならば中程度の相関，0以上 0.4未満ならば無

相関とした．

5. 2 実 験 結 果

発話役割の同定の適合率と再現率を図 2 に示す．発

話役割ごとに同定の適合率と再現率が異なった．これ

は発話役割と対応する助詞・助動詞の意味の数や助詞・

助動詞の出現頻度が異なり，同定がやさしい発話役割

と難しいものが存在するためである．

式 (1) の w(xl) をすべて 1.0 としたときは適合率

の平均が 0.19，再現率の平均は 0.43であった．一方，

図 2 の適合率 pre(xl) を式 (1) の w(xl) としたとき

は，適合率の平均が 0.35，再現率の平均は 0.74であっ

た．図 2 の適合率を式 (1)の w(xl)にする方が，同定

の適合率と再現率の平均が高かった．これは妥当な発

話役割に，より高い重みが与えられたためと考えられ

る．したがって，w(xl)を 1.0 とし，得られる適合率

を w(xl)とすると，出力する発話役割を絞り込めると

分かった．

発話役割の同定の適合率の平均は 0.35 と高くない．

これは正解の発話役割の数よりも，出力された数が多

（注6）：リーダと第一著者は別の人間である．
（注7）：同じ発話文を読んだ被験者でも評価が異なったものとしては，あ
る被験者が「心情，事実」を選択した発話に対し，別の被験者は「心情，
事実，保持」を選択したように，選択した発話役割の一部が異なってい
るものがあった．
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図 2 各発話役割の同定の適合率と再現率
Fig. 2 Precisions and recalls in identifying sentence

roles.

かったためである．適合率が低いことから，表 1 には

無駄があり，再現率が高いことから抜けは少ないと考

えられる．提案システムでは，発話役割の種類数と要

求を表す発話役割の数から，仲の良さと上下関係を推

定するため，話者の発話の傾向が同定できればよい．

提案システムでは発話役割の同定において誤りが出力

されるが，すべての発話の発話役割の和をとることで，

話者が多用する発話役割が全体の大部分を占め，誤り

の部分はごくわずかになると考えられる．

表 5 に Data2 の話者における，発話文の発話役

割ベクトルの合計値と正解の発話役割の割合を示す．

表 5 の同定された発話役割ベクトルの合計値と正解

の発話役割の割合は相関があった（注8）．また，表 6 の

すべての話者における，同定された発話役割と正解の

発話役割の割合の相関は，0.421 から 0.681 であった

（P < 0.05）．中程度の相関があったことから，同定さ

れた発話役割を用いて，仲の良さと上下関係を推定可

能と分かった．

6. 提案システムの評価実験

提案システムが仲の良さと上下関係を推定可能と確

認する実験を行った．

6. 1 実 験 準 備

発話テキストから話者の仲の良さと上下関係を推定

する実験を行った．実験では表 7 に示す 7種類の発話

テキストを用いた．発話テキストはテキストによる会

話と音声による会話とした（注9）．メール，チャット 1，

チャット 2，掲示板，音声会話 1の五つは，一人の話

者と他の話者との会話を表し，混合データ（注10）と音声

表 5 Data 2 の話者の発話役割の評価値の合計と正解の
発話役割の割合

Table 5 Values of sentence roles and rates of correct

sentence roles in evaluation of two speakers

of Data 2.

Sentence m2 Correct leader Correct

role Eq.(1) roles Eq.(1) roles

心情 2.770 0.034 4.850 0.104

事実 8.840 0.144 24.400 0.138

補足 0 0.072 2.530 0.069

価値判断 0.260 0.009 0.400 0.000

知識獲得 2.440 0.022 0.610 0.173

知識提供 2.300 0.054 0.550 0.035

教える 2.990 0.038 5.290 0.052

教えられる 2.450 0.025 0.910 0.069

依頼 4.030 0.032 1.130 0.104

確認 0.600 0.009 3.310 0.017

行動要求 2.320 0.092 1.700 0.104

発言要求 0.500 0.093 0.300 0.002

提案 0.730 0.072 3.400 0.017

礼 2.000 0.020 2.000 0

謝罪 0.290 0.018 0.430 0.002

賛成 0 0.009 0.600 0.069

反対 0.200 0.009 0.100 0.001

行動要求受入 2.140 0.108 3.420 0.009

発言要求受入 2.200 0.072 4.400 0.007

納得 2.210 0.054 0.400 0.002

理由陳述 0.100 0.009 0 0.009

保持 0 0.005 0.310 0.002

話題転換 0.360 0.002 0 0.017

表 6 正解の発話役割の割合と評価値の相関
Table 6 Correlations between values of sentence

roles and rates of correct sentence roles.

Speaker Correlation

Data 1 m1 0.637

leader 0.622

Data 2 m2 0.594

leader 0.421

Data 3 m3 0.681

leader 0.657

会話 2は様々な話者間の会話を表す．入力したメール

のテキストの一部を表 2 と表 3 に，音声会話 1のテ

キストの一部を表 8 に示す．

評価のために仲の良さと上下関係，それぞれに三つ

の比較システムを用意した．仲の良さ用の比較システ

ムは仲の良さを (1) 2 者の発話文字数，(2) 2 者の助

詞・助動詞の種類数，(3) 2 者の総単語数とするもの

とした．これは会話がスムーズであるほど仲が良いこ

（注8）：すべての発話役割が正解として含まれるデータはなかったが，用
いた三つのデータの中には正解の発話役割が全種類含まれており，相関
は適切に評価できたと考えられる．
（注9）：音声会話 1 と音声会話 2 は「BTS による多言語話し言葉コー
パス」から抜粋した．
（注10）：メール，チャット 1，チャット 2，掲示板の会話を一つのデー
タとしてまとめたデータである
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表 7 提案システムの評価実験で用いた入力の発話テキス
ト（第 4 列目の括弧内は発話数の分散）

Table 7 Inputted utterance texts used in Section 6

experiment (variances are shown in paren-

theses in fourth column).

Avg. of uttered

Data Theme Pairs sentences

メール 研究全般 3 59 (14.7)

掲示板 教育 5 53 (21.0)

チャット 1 授業内容 4 42.5 (13.0)

チャット 2 wikipedia の管理 9 75.8 (22.0)

音声会話 1 普段相手に思うこと 47 95 (5.2)

混合データ ——– 21 55.4 (19.4)

音声会話 2 卒業論文の添削指導 8 97 (5.3)

表 8 表 7 の音声会話 1 の例
Table 8 Example of voice-based talks in Table 7.

Speaker: his/her uttered sentence

s1: じゃ，まあ，ねちゃ，ねたっつーかな，ネタも
s2: 別に，普通
s1: ネタもなくてなんか
s2: 普通に
s1: べらべらしゃべって
s2: うん，だって，普通な感じでいんでしょ

とから [4]，会話がスムーズならば発話文字数，助詞・

助動詞の種類数，総単語数が多くなると考えたためで

ある．上下関係用の比較システムは上下関係を (4)敬

語（注11）数の割合，(5)発話文字数の割合，(6)要求を表

す発話文（行動要求，発言要求の発話文）の割合とす

るものとした．(4) は上下関係がある話者間では下位

者は上位者に対して配慮行動を示すため，敬語の割合

が多くなると考えたため，同様の理由で (6)は下位者

より上位者の方が要求を表す発話が多いと考えたため，

用意した．(5)はテーマがある会話においては上位者

は下位者より多く話す [23] ことから用意した．(4)か

ら (6)の値は次の式によって求めた．

r(sa, sb) =
n(sa) + 1

n(sb) + 1
(10)

式 (10)において n(s)は話者の発話文集合に含まれた

敬語，文字，要求を表す発話文の数を表す．

仲の良さと上下関係の正解値は被験者から得たアン

ケート結果から用意した．被験者は情報分野と画像処

理分野の大学生，大学院生 10 名である．アンケート

では被験者に発話テキストを読ませ，仲の良さと上下

関係を 5段階で評価してもらった．仲の良さは 5，4，

3，2，1から仲が良いほど高い値とし，一つ選択させ

た．上下関係は 5-1，4-2，3-3，2-4，1-5 から上の立

場にある人間が高い値とし，一つ選択させた．一つの

表 9 仲の良さの正解値とシステムの出力値の相関
Table 9 Correlations between correct values and

outputted values of friendship.

Proposed No. of Kinds of No. of

system words particles nouns

メール 0.785 −0.300 −0.774 −0.677

掲示板 0.587 −0.459 −0.442 −0.372

チャット 1 0.789 −0.686 −0.623 −0.650

チャット 2 0.778 −0.926 −0.748 −0.733

音声会話 1 0.448 0.414 0.213 0.030

混合データ 0.413 −0.350 −0.514 −0.509

音声会話 2 0.522 0.530 −0.332 −0.257

Average 0.646 −0.253 −0.460 −0.452

表 10 上下関係の正解値とシステムの出力値の相関
Table 10 Correlations between correct values and

outputted values of hierarchical relation-

ship.

Prposed No. of No. of No. of

system respected words requested

メール 0.873 0.754 −0.795 0.567

掲示板 0.614 −0.674 0.714 0.509

チャット 1 0.795 −0.470 0.653 0.640

チャット 2 0.694 −0.729 0.486 0.650

音声会話 1 0.370 −0.494 0.025 0.010

混合データ 0.585 −0.674 0.514 0.509

音声会話 2 0.327 0.221 0.228 0.030

Average 0.710 −0.229 0.218 0.401

発話テキストに対し 5人を割り当て，5人が付けた評

価値の平均を正解値とした．上下関係は −4，−2，0，

2，4 と変換し，平均をとった．正解の仲の良さと上

下関係の κ統計量はいずれも 0.5から 0.6の間にあり

（P < 0.05），被験者の判断はおよそ一致していた．評

価ではシステムが出力した値と正解値の相関をとった．

6. 2 実 験 結 果

表 9 に仲の良さの出力値と正解値の相関，表 10 に

上下関係の出力値と正解値の相関を示す．表 9 では

七つ中六つのデータで提案システムの相関が最も高

く，相関値の平均も提案システムが最も高かった．ま

た，表 10 では七つ中五つのデータで提案システムの

相関が最も高く，相関値の平均も提案システムが最も

高かった．

7. 評価実験の考察

本章では 6. で得られた結果から，仲の良さと上下

関係の推定方法を順に考察する．続いて提案システム

の適用限界，応用可能性を議論する．

7. 1 仲の良さの評価

表 9 で提案システムはすべての発話テキストで正の

（注11）：助動詞の「です」「ます」の二つとした．
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表 11 話者の違いで発話テキストを分類したときの仲の
良さと上下関係の相関の平均

Table 11 Averages of correlations of friendship and

averages of correlations of hierarchical re-

lationship.

Speaker Friendship Hierarchy

One to many 0.564 0.669

Many to many 0.467 0.403

相関があった．これは発話役割の種類数によって仲の

良さを推定する提案システムが，人間が感じる仲の良

さに近い推定ができたためと考えられる．このことか

ら提案システムは仲の良さを推定できると分かった．

また，発話文字数による評価では，音声会話 1，2の

データで中程度の正の相関があった．音声会話では相

手の話を聞いていると意思表示するための意味のない

相づちがある．相づちがある 2者は仲が良いと被験者

は評価したため，発話文字数による評価値と正解値の

相関が高くなった．反対にチャット 2のデータでは強

い負の相関があった．チャット 2のデータには一方的

に話す話者がいて，発話文字数が多くなった話者達が

いた．その話者達は仲が良いとみなされなかったため，

発話文字数による評価値と正解値は負の相関になった．

したがって，発話テキストによる違いはあるが，発話

文字数から仲の良さは推定しにくいと分かった．

種類数と総単語数による評価では，すべての発話テ

キストで正の相関がなかった．助詞・助動詞の種類数

や総単語数が多くなる原因には，相手の話を聞かずに

発話し，会話が発散することがある．会話が発散した

話者達を被験者は仲が良いとしなかったため，助詞・

助動詞の種類数や総単語数による評価値と正解値は負

の相関となった．したがって，助詞・助動詞の種類数と

単語の種類数では仲の良さの推定は難しいと分かった．

表 11 では，提案システムによる一人の話者と他話

者との発話テキストでの相関の平均が 0.564，様々な

話者間の発話テキストでの相関の平均が 0.467であり，

一人の話者と他の話者との発話テキストの方が相関の

平均が高かった．これは様々な話者間の会話では，話

者の話し方によって，人間が感じる仲の良さが異なる

ためと考えられる．したがって，提案システムは一人

の話者と他の話者との発話テキストの方が，仲の良さ

をより安定に推定できると分かった．

7. 2 上下関係の評価

表 10 の提案システムは七つ中五つのデータで正の

相関があった．うち，四つのデータでは発話文字数に

よる評価値との相関も高かった．これは上位者の発話

量が多かったためである．また，五つのデータでは，

要求を表す発話役割の割合による評価値との相関も

高かった．これは上位者の要求を表す発話役割の発話

が多かったためである．その結果，両方からなる提案

システムによる評価値と正解値の相関は，七つ中五つ

のデータで最も高くなった．すなわち，双方を組み合

わせることで，より適切に上下関係を推定できると分

かった．

だが，音声会話 1と音声会話 2では提案システムに

よる評価値と正解値の相関がなかった．これは音声会

話では表 8 に示すように，文末表現が省略される発話

が多く，発話役割が同定された発話文が少なかったた

めと考えられる．したがって，提案システムはテキス

トによる会話の上下関係を推定できるが，音声による

会話の上下関係を推定しにくいと分かった．

発話文字数による評価では，掲示板では提案システ

ムよりも相関が高かった．掲示板では掲示板の管理人

が最も多く発話しており，発話文字数の多い管理人が

上位者とみなされたため，出力値と正解値の相関が高

かったと考えられる．だが，提案システムによる相関

は 0.614 で，中程度の相関があった．したがって，提

案システムの出力が不適当というわけではない．

敬語数による評価では，メールで強い正の相関が

あった．メールは，メーリングリストのリーダと，他

のメンバの会話を表す発話テキストであった．会話で

はリーダが確認をとり，その他のメンバが敬語で返事

することが多かったため，敬語数による評価値との相

関が高くなった．反対に，メール以外の五つのデータ

では中から強の負の相関があった．四つのデータでは

敬語を用いた発話が多く，発話文字数が多い上位者ほ

ど敬語数が多くなった．その結果，敬語数との相関が

負になった．また，音声会話 1では表 8 に示すように，

文末表現が省略された発話が多かったが，上の話者ほ

ど敬語を用いて，丁寧な発話をすることが多かったた

め，敬語数との相関が負になった．したがって，推定

が可能な発話テキストもあるが，敬語数の割合からは

上下関係の推定は難しいと分かった．

表 11 では，一人の話者と他の話者との発話テキス

トでは，提案システムの相関の平均は 0.669 であり，

様々な話者間の発話テキストでは，提案システムの相

関の平均は 0.403 であった．一人の話者と他の話者と

の発話テキストの相関の平均の方が高くなったが，こ

れは先と同様，話者の話し方によって人間が感じる上
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下関係が異なるためである．以上より，提案システム

は一人の話者と他の話者との発話テキストの方が，よ

り安定に上下関係を推定できると分かった．

7. 3 提案システムの適用限界

発話テキストが得られるメディアは様々あるが，返

事の即時性が要求される音声会話，チャットでは，助

詞・助動詞の省略が起こりやすく，メールや掲示板は

省略が起こりにくい．したがって仲の良さと上下関係

の推定に便利なメディアの順序はメール，掲示板，続

いてチャット，音声会話の順になると考えられる．

また，テーマがない会話では初対面で親密でない関

係ほど，有用な情報が交換される [7] ため，提案手法

はテーマがない会話では適切な関係は推定されない．

評価実験では五つのデータセットで，多くの人と会

話している一人の話者を選び，その話者と他の話者の

仲の良さと上下関係を推定した．提案システムでは発

話のない話者の周りの仲の良さと上下関係を推定でき

ない．すべての人間が多くの人と会話することはない

ため，発話のない話者と他の話者の仲の良さと上下関

係を推定できるように改善する必要がある．

7. 4 提案システムの応用可能性

沼らはユーザと情報の距離を測り，ユーザに近い情

報を推薦することで文書作成を支援するシステムを提

案した [24]．沼らのシステムは，ユーザの周りにある

情報の位置関係を見直すことができる．これに対し，

提案システムはユーザが興味をもつ第三者の周りにあ

る情報を知る際に適用できる．ユーザが興味をもつ人

間にとって重要な情報は，ユーザにとっても重要な情

報であると考えられる．提案システムを用いて，第三

者とその周りの人間関係を推定し，仲が良く，上下関

係がない人間からの情報を優先して表示する．これに

よってユーザは自分が興味をもつ第三者の情報から，

ユーザの興味に近い情報を獲得できる．

更に，ある研究室のリーダが学生のチームを組んで，

一つの研究をさせることを考える．研究を円滑に進め

るためには，信頼関係を築けるメンバを集め，チーム

を作る必要がある．ここで提案システムを使うと，仮

に編成したチームの仲の良さと上下関係が分かるため，

チーム作りのシミュレーションができる．人間関係を

改善することは難しいが，提案システムによって悪い

人間関係となることを回避できる．

8. む す び

本論文では，発話テキストから，人間の仲の良さと

上下関係を推定するシステムを提案した．提案システ

ムは発話文に含まれる助詞・助動詞の意味から発話役

割を同定し，人間の仲の良さと上下関係を推定する．

実験によって，提案システムによる推定結果と正解

の相関を評価したところ，仲の良さは平均 0.646とな

り，テキストによる会話，音声による会話のいずれで

も推定できると分かった．上下関係の推定における相

関の平均は 0.710 であった．だが，音声による会話で

は文末表現が省略されることが多く，相関の平均が 0.3

から 0.4の間となった．したがって，上下関係はテキ

ストによる会話であれば推定できるが，音声による会

話では難しいと分かった．また，一人の話者と他の話

者との発話テキストを用いたとき，仲の良さと上下関

係の推定結果と正解の相関は，それぞれ 0.564，0.669

となった．更に，様々な話者間の発話テキストを用い

たとき，仲の良さと上下関係の推定結果と正解の相関

は，それぞれ 0.467, 0.403 となった．このことから，

一人の話者と他の話者との発話テキストの方が，仲の

良さと上下関係を推定しやすいと分かった．今後の課

題には，話者の話し方の違いを発話役割の同定に組み

入れることと，発話のない話者の周りの仲の良さと上

下関係を推定する方法の考案がある．

提案システムによって，人間関係を自動的に推定す

ることが実現できた．推定された人間関係を用いて，

グループ内の情報共有や情報推薦に応用し，グループ

内のコミュニケーション支援につなげていきたい．
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