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研究成果の概要（和文）：（１）発話連鎖（隣接ペア・遡及的連鎖・複合連鎖・聞き手反応）のアノテーション
基準を策定した。（２）既存の対話データに発話連鎖アノテーションを付与し、発話連鎖の特徴を分析するとと
もに、日常会話への拡張について検討した。（３）あいづちや連鎖第三位置での聞き手反応やフィラーのアノテ
ーションを対話コーパスに付与し、その特徴を分析し、多様な形態の予測モデルを構成した。（４）重層的働き
掛けとその応答の連鎖を分析し、その相互行為上の機能を明らかにした。（５）「発話連鎖に属さない発話」を
分析し、受け手の地位や相手発話への反応にならないための実践を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：(1) An annotation scheme for conversational sequences including adjacency 
pairs, retro-sequences, sequence expansions, and response tokens has been formulated. (2) The 
sequence annotation scheme was applied to existing dialog corpora, which formed the basis for 
analysis of characteristics of conversational sequences and extension to annotation of ordinary 
conversations. (3) Listener's response tokens and third-position responses, as well as filled 
pauses, in dialog corpora were annotated and analyzed to construct a prediction model for the choice
 among various word forms. (4) Conversational sequences involving multi-unit initiating turns and 
their responding turns were analyzed to elucidate their interactional functions. (5) Instances of "
utterances not belonging to conversational sequences" were analyzed to illustrate practices used by 
speakers to avoid being approved as a recipient or recognized as responding to the other's prior 
turns.
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１．研究開始当初の背景 

（1） 単一発話に関する音韻・形態・統語論
的なアノテーションは整備され、応用研
究に供されていたが、発話間にまたがる
アノテーションは未整備であった。 

（2） 様々な発話連鎖に関する断片的な記
述や分類はあったが、それらを体系化し、
総合的に分析する方向性はみられなか
った。 

（3） 研究代表者たちは、本研究課題に先立
つ 2 つの基盤研究（B）により、発話単
位に関するアノテーション手法を確立
し、対話において発話が構成される認
知・伝達過程を実データに基づいて分析
し、発話を超える単位へと研究を進める
準備が整っていた。 

 
２．研究の目的 

（1） 対話における複数の発話からなる「発
話連鎖」を体系的に記述するためのアノ
テーション手法を開発する。 

（2） 「発話連鎖」が構成される認知・相互
行為過程を実データの分析に基づいて
モデル化する。 

 
３．研究の方法 

（1） 様々な発話連鎖パターン（隣接ペア・
複合連鎖・遡及的連鎖・重層的働き掛
け・聞き手反応・話題構造、下図参照）
を整理し、アノテーション基準を策定す
るとともに、既存の対話データに対して
アノテーションを付与する。 

 
（2） 発話連鎖が構成される認知・相互行為

過程をコーパス言語学と相互行為言語
学の方法論によって分析し、発話連鎖に
関する総合的な知見を集積する。 

 
４．研究成果 

（1） 発話連鎖（隣接ペア・複合連鎖・遡及
的連鎖・聞き手反応）のアノテーション
基準を策定した。 
① 各発話に付与する談話機能として、談

話行為アノテーションの国際標準化
規格 ISO24617-2 を援用し、下表の 3

つの次元グループからなる談話機能
を設計した。 

 
次元グループ 談話機能 

タスク系 

質問、情報提供、返答、
同意、不同意、依頼、依
頼への対処、提案、提案
への対処、申し出 

フィード 
バック系 

肯定、否定、質問、返答 

相互行為 
管理系 

発話順番取得、発話順番
維持、発話順番奪取、発
話順番指定、発話順番開
放、滞り、相互行為構造
化、自己中断、独り言、
補完、他者訂正 

 
② 発話間に付与する連鎖関係として、国

際標準化規格 ISO24617-2 の依存関係
を拡張し、下表の 4種類からなる連鎖
関係を設計した。 

 
連鎖関係 既存の発話連鎖概念 

予測的 隣接ペア 
遡及的 遡及的連鎖、聞き手反応、

複合連鎖の一部 
高次予測的 複合連鎖の一部 
高次遡及的 なし 
 
（2） 既存の対話データに発話連鎖アノテ

ーションを付与し、発話連鎖の特徴を分
析するとともに、日常会話への拡張につ
いて検討した。 
① 『千葉大学 3人会話コーパス』に対し

て、隣接ペア・遡及的連鎖・聞き手反
応のアノテーションを付与し、一致率
（κ= .69）を算出し、問題点を議論
した。 

② 『宇都宮大学音声対話データベース』
に隣接ペアのアノテーションを付与
し、連鎖の引き金となる発話の特徴を
機械学習により分析した。 

③ 『日本語日常会話コーパス』に対して、
隣接ペア・複合連鎖・遡及的連鎖・聞
き手反応のアノテーションを試行し、
日常会話への適用可能性の目処を立
てた。 

（3） あいづちや連鎖第三位置での聞き手
反応やフィラーのアノテーションを対
話コーパスに付与し、その特徴を分析し、
多様な形態の予測モデルを構成した。 
① 京都大学で収集された傾聴対話デー

タに対して、隣接ペアと聞き手反応の
アノテーションを付与し、多様な形態
の予測モデルを機械学習により構成
した。 

② 京都大学で収集されたアンドロイド
との対話データに対して、隣接ペアと
フィラーのアノテーションを付与し、
多様な形態の予測モデルを機械学習

⑥話題構造

③遡及的連鎖

⑤聞き手反応

B: え今日の発表はどうだったの?

B: 何分ぐらい発表 したの?

A:                発表って何が?

B: ゼミ

A: ゼミ:、 今日二十分ぐらいかな

C:         今日長かったね:

B: ひとりで:?

④重層的働き掛け

①隣接ペア

②複合連鎖



により構成した。 
（4） 重層的働き掛けとその応答の連鎖を

分析し、その相互行為上の機能を明らか
にした。 
① 前置き要素を伴う応答発話の構成と

質問発話の構成要素との対応パター
ンを明らかにした。 

② 直接的に相手に働き掛けない発話を
前置き要素として置くことで、会話の
大局構造に即した相手の関与を促し
うることを明らかにした。 

（5） 「発話連鎖に属さない発話」を分析し、
受け手の地位や相手発話への反応にな
らないための実践を明らかにした。 
① 疑問詞疑問文のフィラー的用法を分

析し、受け手の地位を持たないための
振る舞いを明らかにした。 

② 協調的な（割り込みでない）発話の重
なりを分析し、直前発話への反応では
ないものとして位置付ける実践を明
らかにした。 
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