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研究成果の概要（和文）：本研究課題では，会話インタラクションを通じて人々が合意を形成し，同時に相互に信頼を
構築する過程に着目して，その過程の計算理論的モデル化および会話インタラクションの巨視的談話構造の自動抽出手
法を開発することを目標として研究を行った．医療コミュニケーションおよびビジネスコミュニケーション分野での相
互信頼感構築会話データの実証的分析と共関心調整概念に基づく会話相互信頼感構築の談話構造モデル化、および共関
心調整モデルに基づく会話相互信頼感構築計算モデル化について成果を得た．

研究成果の概要（英文）：This research was aimed at establishing a computational model of the processes of 
consensus building and mutual trust formation/maintenance through conversational interactions. Real-life 
medical communication and business communication dialogue corpus data were analyzed in terms of the 
notion of 'concern alignment' we have proposed. We demonstrated that the concern alignment model of 
conversation can provide a useful framework to describe strategic interactions for consensus building as 
well as underlying value sharing for trust formation by capturing macro-level discourse structures 
manifesting and supporting the processes. A simple game-theoretical model of multi-issue negotiation was 
also proposed as a basis for computational modeling of the processes of concern alignment.

研究分野： 知能情報学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) コミュニケーション支援技術 
 研究開始時点までのコミュニケーション
支援技術研究では，主にシステム・ユーザ間
の二者対話を対象とした音声対話インタフ
ェース構築技術を基盤として、会議などの多
人数環境でのコミュニケーション支援や人
間・ロボットインタラクションへと拡張が試
みられていた. 伝統的なユーザ発話の音声構
文認識・意味理解と適切な応答生成の技術に
加えて, 会話の番交替や参与構造認識技術の
研究，および Web などの大量情報を基盤と
した雑談的インタラクション技術の研究な
どが開始されていた． 
 これらの研究では，会話場の性質をとらえ
るために、言語情報に加えて非言語情報の分
析とユーザから得られる表層的情報と Web
上の大量情報との照合によって持続的イン
タラクションを可能とする応答を生成する
ことが大きな課題となっていた． 
 一方、これらの技術は人間同士の会話を通
じた合意形成など現実場面での会話への適
用には未だ不十分であると認識されていた． 
 
(2) 信頼研究 
 現実の人間同士の会話コミュニケーショ
ンは、単なる情報伝達だけでなく、合意形成
と信頼形成の重要な機能をはたすことは明
らかである．しかし、人間同士の信頼研究で
は、囚人のジレンマ状況での行動選択の社会
心理学的研究のようにコミュニケーション
を伴わない設定で研究が進められて来た．そ
の中で，代表者等は先行する研究課題におい
て、コミュニケーションの信頼形成への寄与
を捉える目的で関心擦り合わせの概念を提
案した．本研究課題はその提案を合意形成・
信頼形成過程の計算モデルとして発展させ
ることを企図したものである． 
 
２．研究の目的 
 社会生活における会話コミュニケーショ
ンの重要な機能として, 他者との合意形成が
あげられる. ビジネス, 医療, 教育など現実
状況では, 合意形成が有効に機能するために
は合意遵守の裏付けとなる相手に対する相
互的な信頼が必要となる. そのため人々は会
話インタラクションを通じて合意形成と同
時に相互信頼感を構築・維持を試みている. 
本研究課題では, この会話の持つ合意形成と
相互信頼感形成の複合の側面に着目し, 医療
あるいはビジネスコミュニケーション場面
など現場での会話の実証的分析に基づいて
その計算モデルを構築/検証し, コミュニケ
ーション支援システムへの応用を図ること
を目的とした. 
 
(1) 相互信頼感形成過程の分析: 医療場面な
ど現実の人間同士のコミュニケーションの
言語的・非言語的情報交換の分析に基づいて
相互信頼感形成過程を明らかにする. 

(2) 相互信頼感形成プロセスの計算モデル構
築: 相互信頼感形成を会話参加者の関心の擦
り合せ(共関心) による価値の共有と捉え, (1) 
の実証的データ分析結果に基づいて, 対話を
通じた相互信頼感形成プロセスの計算モデ
ルを構築する. 
(3) 統合的対話モデルの開発: 相互信頼感形
成と意図共有, 情報共有とを統合し, 医療や
法律コミュニケーションなど現実場面での
コミュニケーション支援システムに応用可
能な対話モデルへと発展させる. 
 
３．研究の方法 
(1) 相互信頼感形成過程の分析 
 先行研究課題において作成した特定保健
指導対話コーパスに加えて，スカイライトコ
ンサルティング社の協力を得て収録された
起業支援コンサルティング会話をコーパス
として整備し，両者を対象として関心擦り合
わせの概念に基づいて会話進行構造の分析
を行う． 
 

 
図 1．相互信頼感構築会話コーパス作成 
 
(2) 相互信頼感形成プロセスの計算モデル 
 会話進行を図 2のように、基盤化操作によ
る信念共有、合意形成による意図共有、相互
信念構築による価値共有の三階層からなる
ととらえ、合意形成・相互信頼感構築会話コ
ーパスの分析に基づいて，会話進行過程を関
心擦り合わせ談話行為の系列として記述し
て巨視的談話構造のパターンを抽出する． 

 
図 2．相互信頼感構築の三階層モデル 
 
(3) 統合的対話モデルの開発 
 合意形成による意図共有と相互信頼感形
成とを統合的に理解する対話モデルと開発
し，コミュニケーション支援システムの基礎
となるエージェント意思決定手法を開発す
る． 
 
 



４．研究成果 
(1) 相互信頼感形成過程の分析 
 会話コミュニケーションを通じた情報共
有，合意形成・相互信頼感形成過程の実態を
捉える目的で，医療コミュニケーション，ビ
ジネスコミュニケーション，科学コミュニケ
-ションなど複数の場面設定の下で行われて
いる現実の会話の実証的な分析を行った．特
に合意形成と相互信頼感形成の過程を捉え
る目的で先行研究課題において提案した，会
話進行上の交換を論点・関心・提案の三段階
によってとらえる関心擦り合わせ概念に従
って，各種会話データに表 1に示すような談
話行為ラベルの付与を行った． 

(2) 相互信頼感形成プロセスの計算モデル 
 会話内で交換されるそれぞれの発話に対
して関心擦り合わせの談話行為ラベルを付
与することによって，合意形成・相互信頼感
形成の会話進行過程を，例えば図 3に示され
るような巨視的談話構造のパターンとして
記述することが可能となる．図 3 の例では，
特定保健指導会話において保健師が様々な
関心を指導対象者に対して投げかけ，それに
対する応答に表現される指導対象者の主観
的価値判断を見定めることによって，両者が
受諾しやすく，かつ指導対象者が合意を遵守
しやすい生活改善プランの提案を発見し，合
意に至っているという会話進行が明確に捉
えられる． 

 
図 3. 関心擦り合わせの巨視的談話構造 
 
 このような分析から，合意形成・相互信頼
感形成の会話進行を関心交換レベルと提案
交換レベルとの複合的な遷移によって記述
する相互信頼感構築会話の関心擦り合わせ

モデルを得ることができた(図 4)．これらの
成果について国際会議および国内学会にお
いて発表を行うとともに，学術論文にまとめ
て発表した． 
 

図 4. 相互信頼感構築会話の関心擦り合わせ
モデル 
 
(3) 統合的対話モデルの開発 
 合意形成と相互信頼感形成の関係は，図 5
に示すように整理される．表層の会話進行に
おける関心擦り合わせは，一方で価値情報に
対応する関心の交換を通じて会話参加者間
の相互信頼感構築に寄与すると同時に，共同
行為提案の交換を通じて協調意図形成の合
意を形成する．前者の関心交換が円滑に行わ
れて価値情報に関する相互理解および歩み
寄りが良好に進展すれば相互信頼感構築が
進み，それが協調行為意図の円滑な実現を支
持する． 

図 5.合意形成・相互信頼感構築の対話モデル 
 
 このような考えに従って，エージェントの
意思決定計算モデルとして図6に示すような
複数関心交渉モデルを考案した．各エージェ
ントは自分の価値構造として各関心ごとに
主観的重要度評定を有する．コミュニケーシ



ョンによってお互いに相手の各関心に対す
る主観的重要度評定の推定を行った後に，自
分と相手の関心に対する主観的重要度評定
の合成に基づいて最適な行為選択を行う．単
純な状況設定の下でシミュレーション実験
を行い，モデルの有効性を確認した．これら
の成果について国際会議および国内学会に
おいて発表を行うとともに，学術論文にまと
めて発表した． 

図 6. 関心擦り合わせの複数関心交渉モデル 
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