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音声エージェント 自然対話プラットフォーム 

 

   

音声対話型サービスの開発を促進する自然対話プラットフォーム  

近年，多様なデバイスがネットワークにつながっていく
中で，画面のないデバイスや手がふさがっている状況で使
うデバイスでは音声入出力が重要になる．そのようなデバ
イスでの音声対話型サービスを容易に実現するために，自
然対話プラットフォームを開発した．これにより，開発者
は音声対話型サービスを自然言語処理技術の知識なしに開
発することができる． 
本稿では自然対話プラットフォームの概要とその応用例
を解説する． 

 

  

1. まえがき 
近年，さまざまな音声対話型サー

ビスが提供されている．ドコモにお

いても，ユーザの発話の意図を解釈

し，“メールを書く”といった発話

からメールアプリ（タスク）を実行

したり，“富士山の高さは？”といっ

た質問に応答する「しゃべってコン

シェル」を提供してきた．今後もこ

のような音声対話型サービスはます

ます増加し，ニーズは拡大していく．

そのため，誰もが迅速に音声対話型

サービスを開発できるようにするこ

とが望まれている． 

対話型のサービスを開発するにあ

たっては，大きく2つの課題がある．

1つは，音声対話を利用するサービ

スの提案者やデザイナーは必ずしも

自然対話を実現する技術に明るくな

いという点である．もう1つは，自

然対話を実現するためのシナリオを

大量に準備する必要がある点である．

そこで，ドコモでは，自然対話を実

現する技術なしに大量のシナリオを

作成することなく対話型サービスを

作ることができるプラットフォーム＊1

を開発した．自然対話を実現する本

プラットフォームでは，ユーザとシ

ステムの応答ルール（以下，シナリ

オ）の中に数行書き加えるだけで，

さまざまな機能や外部コンテンツが

使用可能な仕組みを実現した．また，

実際の発話とシナリオのデータを柔

軟にマッチできる仕組みなどを実現

し，シナリオ作成にかかるコストを

削減した．これにより，開発者は音

声対話型サービスを容易に開発する

ことができる． 

本稿では自然対話プラットフォー

ムの概要とそれを利用して開発した

応用例を解説する． 

なお，このプラットフォームの提

供は，ドコモのビジネスアセットを

パートナーの皆様に利用していただ

くことで新たな価値を創造する

「＋d＊2」の取組みの一環である． 

2. 自然対話プラット
フォーム概要 

自然対話プラットフォームは，人

間と会話ができる音声サービスや製

品を開発するにあたって，開発者が

自由にカスタマイズしてサービスや

製品に組み込むことが可能なプラッ

トフォームのことである．この特長は，

音声対話型システムを開発するため

に役立つ部品（例えば知識Q&A[1]

など）を自由に組み合わせることで，

めざす音声エージェントを容易に開
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＊2 ＋d：ドコモがパートナーの皆様とともに
新たな価値を協創する取組みの名称． 

 

 
 
 
† 現在，人事部 
 
 

＊1 プラットフォーム：アプリケーションを動
作させるための基盤ソフトウェア． 
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図1 自然対話プラットフォームの構成 

発できるところである．本プラット

フォームの構成を図1に示す． 

2.1 機能概要 
本プラットフォームは，人とコン

ピュータの間で複数回の発話と応答

の連続からなる対話を可能とする

「シナリオ対話」と，ユーザの発話

を“メールを書く”や“天気情報を

調べる”などのタスクに分類する

「意図解釈」で，ユーザとの対話を制

御する．シナリオ対話では，ユーザ

の発話とこれに対するシステムの応

答ルールの記述法は，AIML（Artifi-

cial Intelligence Markup Language）＊3

を参考に設計した．ユーザとの対話

はAIMLインタプリタで制御される． 

①AIMLインタプリタ 

AIMLインタプリタは，ユー

ザ発話テキストを解析，シナリ

オを参照し，システム発話テキ

ストを決定してユーザに返却す

る．AIMLインタプリタから参

照されるシナリオは一般的な文

書編集ツールに似たGUI＊4を持

つ管理ツールから編集でき，自

然対話を実現する技術知識のな

い開発者でも作成可能となって

いる．また，シナリオに従って

ユーザ発話からユーザの趣味な

どの情報を抽出し，ユーザ情報

データベースに蓄積する．抽出

したユーザ情報はシナリオ内の

条件に利用したり，システム発

話に組み込むことができる． 

②コンテンツ収集サーバ 

コンテンツ収集サーバは，さ

まざまなコンテンツとの連携を

行う機能である．天気やニュー

スといった外部コンテンツへア

クセスし，必要な情報を収集す

ることに加え，ユーザの広い質

問に答えるための機能である知

識Q&Aと，シナリオに記述され

ていない応答や知識Q&Aで答

えられない質問に回答する機能

である雑談対話[2]も利用できる．

収集した情報は，シナリオ内で

利用できるようAIMLインタプ

リタに送信される．外部コンテ

ンツの収集とシステム応答への

組み込みの指示はシナリオ内に

数行記述するだけという，非常

にシンプルな設計になっており，

自然対話を実現する技術知識の

ない開発者にも容易に扱える． 

2.2 要素技術 
自然対話プラットフォームの要素

技術として，AIMLインタプリタに

は多様な日本語の表現に対応する文

章正規化機能[3]を開発した．また雑

談対話では，AIMLインタプリタと

は別の機能として，対話の中から自

動的にユーザの趣味や嗜好などの情

報を抽出するユーザ情報自動抽出機

 
 
 

＊3 AIML：対話型エージェントを構築するた
めの記述手法のひとつ． 

 
 
 
 

＊4 GUI：直観的な操作が可能なインタフェー
ス． 
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明日はどこへ行くの
ですか？

京都のお土産といえば
巾着袋みたいです．私も気に
なります．京都に行くという

意味のさまざまな
言回しに反応

京都

京都です

京都だよ

天気を教えて？

知識Q&A

＋

ネットで探した定番
の土産を交え発話

場所をトピックとし
たストーリー性のあ
る対話を提供

＋

天気サイトの
情報を交え発話

明日の京都の天気は，晴れみ
たいです．熱中症に気を付け
て，帽子を持って出かけま
しょう

自由に対話の流れ
をオーダーメイド

外部コンテンツ
利用

①

②

③

シナリオ対話

文章正規化

外部コンテンツ
利用

意図解釈

 
図2 対話例 

能[4] [5]，および通常の文体で記載

された文章を特定のキャラクタが話

すように変換するキャラクタ風対話

発話変換機能[6]を開発した．これら

の技術により，多くのシナリオを記

述する必要がなくなり，シナリオの

作成コストが削減できた．なお，文

章正規化機能，ユーザ情報自動抽出

機能，キャラクタ風対話発話変換機

能は，NTTメディアインテリジェン

ス研究所の技術支援・成果提供を基

にドコモで開発された． 

①文章正規化機能 

文章正規化機能は，“アイス

が好きか”“アイスは好きか”

“アイス好き？”などのような

同じ意味のもので多様な表現を

1つの文章に集約する機能であ

る．これにより開発者は，さま

ざまな言回しに対応するための

大量のシナリオを書く必要がな

くなり，代表的なシナリオを書

くだけで同等の効果を得ること

ができる． 

②ユーザ情報自動抽出機能 

ユーザ情報自動抽出機能は，

ユーザの“読書好きだよ”とい

う発話からユーザの趣味として

「読書」を自動抽出するような

機能である．これにより開発者

は，シナリオにユーザの情報を

抽出する処理を逐次記述する必

要がない． 

③キャラクタ風対話発話変換機能 

キャラクタ風対話発話変換機

能は，あらかじめ準備したキャ

ラクタらしい文章から自動で変

換ルールを抽出し，その生成

ルールを用いて“今日は寒いの

で，暖かい服装で出かけましょ

う”のような文章を“きょうは

さむいにょで，あたたかいふく

そうででかけるニャ”といった

キャラクタらしい文章に変換す

る機能である．これにより開発

者は，複数のキャラクタを作成

する際，汎用的に作成したシナ

リオを再利用し，自動で各キャ

ラクタらしい文を生成すること

ができる． 

2.3 対話例 
本プラットフォームを利用して開

発したシステムの対話例を図2に示

す．この例では，シナリオ対話によ

り，ストーリー性のある対話の流れ

を制御している． 

①シナリオには，システムが“明

日はどこへ行くのですか？”と

質問し，ユーザが場所名を応答

したら，システムがユーザの応

答した場所に関するお土産情報

を含む応答を行う，という一連
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今日の上大岡の天気

今日の上大岡駅（神奈川）の天気は豪雨，最高気温は5.6度，
最低気温は4.88度，湿度は100％です。

 
図3 タブレットエージェントの画面例（対話状態） 

の挙動が記述されている．ユー

ザの発話が場所名かどうかは，

カテゴリ辞書を用いてAIML

インタプリタが判定する．ま

た，ユーザ発話の揺らぎは，前

述した文章正規化機能によって

吸収される．すなわち，“京都”

“京都です”“京都だよ”といっ

たどのような言回しでも，シス

テムはユーザが明日行く場所が

「京都」であることを認識でき

る． 

②次に，ユーザの応答した場所に

関するお土産情報を含む応答を

するために，シナリオ内には

ユーザの回答が地名であった場

合には，知識Q&Aを利用した

回答を実施することを記述して

おく．それにより，例えば“京

都のお土産と言えば巾着袋みた

いです．私も気になります．”

という応答が可能となる．この

発話の「京都」はユーザが明日

行く場所として認識した場所が

入り，「巾着袋」はその場所に

応じて知識Q&Aで取得したお

土産の名称が入る． 

③最後のシステム応答“明日の京

都の天気は，晴れみたいです．

熱中症に気を付けて，帽子を

持って出かけましょう”は，意

図解釈と天気に関する外部コン

テンツを組み合わせた応答例で

ある．自然対話プラットフォー

ムでは，このようにさまざまな

機能を組み合わせることにより，

自然な対話を実現することがで

きる． 

3. 応用例 
自然対話プラットフォームの応用

例として，「タブレットエージェン

ト」「車両エージェント」「トーキン

グトイ」について解説する． 

3.1 タブレットエージェント 
⑴概 要 

ドコモは，リビングや寝室などの

ホーム領域における自然対話プラット

フォームの応用例として，Android™＊5

タブレット上で動作するアプリケー

ションをフロントエンドとする，デ

モンストレーション用エージェント

システムを開発した．アプリケー

ションの画面例を図3に示す．この

システムは，タブレットの画面内に

居住する3DCGのエージェントが，

自然対話プラットフォームにより

ユーザと音声による対話を行う． 

⑵特 徴 

シナリオ対話，雑談対話，外部コ

ンテンツとして天気予報，テレビ番

組情報など複数のコンテンツとの連

携を実装した．また対話の中でユー

ザの属性や趣味嗜好を記録し，記録

した情報を基に，個人に合わせた情

報提示を行う対話を実装した．提示

する情報は，天気，ニュース，占い，

テレビ番組情報など，日常生活に役

立つものに重点を置いている．これ

らの情報収集は，コンテンツ収集

サーバが担う． 

⑶アプリケーションの状態遷移 

アプリケーションは，待機状態，

対話状態，通知状態の3状態を持ち，

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

＊5 Android™：スマートフォンやタブレット
向けのオペレーティングシステム，ミドル
ウェア，主要なアプリケーションからなる
ソフトウェアプラットフォーム．米国
Google, Inc. の商標または登録商標． 
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⒜待機状態

⒞通知状態

⒝対話状態

①端末持上げ，
特定ワード検知
（おはよう など）

④顔領域検知，
特定ワード検知
（どうしたの など）

②対話が終了，
一定時間入力なし，
周囲が暗くなる

③ユーザに通知する
情報を取得している

 
図4 タブレットエージェントの状態遷移図 

ユーザのアクションやサーバからの

信号により，状態が遷移する．アプ

リケーションが持つ状態の遷移図を

図4に示す． 

⒜待機状態は，ユーザと対話を

行っておらず，通知すべき情報

もない状態である．このとき，

特定ワードの発話や，タブレッ

トを持ち上げるなどのアクショ

ンを検知すると（図4①），エー

ジェントは画面の奥から手前に

移動し，ユーザとの対話状態に

移行する． 

⒝対話状態では，エージェントは

画面の手前に立ち，ユーザと音

声による対話を行う．アプリ

ケーションは，エージェントの

発話音声再生時以外，常時マイ

クから入力された音声データを

音声認識サーバに送信している．

これにより，アプリケーション

はいつでもユーザ発話を適切に

音声認識できる．また，アプリ

ケーションは，タブレット前面

に配置されたカメラにより，

ユーザの顔領域を検出し，エー

ジェントの向きをユーザがいる

方向へ向けたり，ユーザの発話

音声が入力されている間，耳を

傾けるなどのアクションを行う

ことで，スムーズな音声対話を

実現している．対話が終了した

場合や，ユーザからの音声入力

が一定時間ない場合，タブレッ

トの照度センサーによって周り

が暗くなった事を感知した場合

には（図4②），エージェントは

画面の奥へ移動し，待機状態へ

と遷移する．待機状態において，

コンテンツ収集サーバからユー

ザに適合した情報が通知された

場合（図4③），アプリケー

ションは通知状態に移行する． 

⒞通知状態は，アプリケーション

からユーザに通知すべき情報を

保持している状態である．通知

状態では，エージェントが画面

の手前に移動し，ユーザの注意

を引くようなアクションを行う．

このとき，アプリケーションは，

特定ワードの発話や，タブレッ

ト前面のカメラによって，ユー

ザの顔領域を検出した場合

（図4④），対話状態へ移行し，

ユーザへ情報の提示を行う． 

これらの状態制御によって，日常

生活に自然な形でサポートを行う

エージェントシステムを実現した． 

3.2 車両エージェント 
⑴概 要 

自動車は，音声を活用したエー

ジェントシステムの産業応用が大き

く期待される分野の1つである．こ

れまでも，音声で車載システムを操

作する機能が提供されてきたが，

“自宅へ帰る”“電話をかける”など

の特定の発話だけを受け付けるもの

が一般的であった．そこで自然対話

プラットフォームの機能を活用し，

自動車のドライバや同乗者による利

用を想定し，自動車で起きた急ブ

レーキなどのイベントやユーザの発

話に応じて自然な対話を行う「対話

型車両エージェント」を開発した[7]． 

⑵対話例 

ユーザとの間で行われる対話の例

を図5に示す．対話型車両エージェ

ントはエンジンの始動をイベントと

して検知し，自らユーザに話しかけ

る（図5①）．平日の朝であること

から勤務地付近の天気をあわせて提

示する（図5②）．ユーザから別の

場所について質問された場合は，こ

れまでの対話を踏まえて回答し

（図5③），ユーザの何気ない心情に

関する発話にも反応する（図5④）． 

⑶システム構成 

対話型車両エージェントのシステ
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おはようございます．2015年
○月○日，現在地付近の天気
は晴れです．

横須賀のドコモR&Dセンタ付
近は雨になるようです．

今日は幕張に出張だよ．幕張
はどう？

幕張駅付近は午後雨になりま
す．降水確率は80%です．

雨は嫌だね．

雨の日は事故率が5倍になる

とも言われます．気を引き締
めて行きましょう．

ユーザ エージェント

①

（エンジン始動）

②

③

④

 
図5 対話型車両エージェントの対話例 

ム構成ならびに処理の流れを図6に

示す．Androidスマートフォン向け

のクライアントアプリに各サーバと

の連携処理と，自動車への搭載を意

識したマイク・スピーカによる音声

中心のユーザ・インタフェースを実

装した．自動車などのコンテンツ収

集元が，システム主導の対話を開始

する契機となるイベント情報を生成

する． 

⑷特 徴 

シナリオ対話，雑談対話，外部コ

ンテンツとして天気予報との連携を

実装した．また車両から発行される

イベント情報を契機にしたシステム

主導の対話を実装した．これにより，

システムから話しかけ，天気予報な

ど外部の情報を交えた会話を実現し

た．車載CAN（Controller Area Net-

work）データ＊6との連結をするこ

とにより，車両から発行されるイベ

ント情報を契機に，急ブレーキや追

越しなどさまざまなシチュエーショ

ンに応じた対話を実現した． 

3.3 トーキングトイ 
⑴概 要 

子供やファミリーをターゲットと

したトイ領域における自然対話プ

ラットフォームの応用例として，ス

マートフォンやタブレットを介して

動作し，自然な会話を楽しめるトイ

「OHaNASⓇ（オハナス）」＊7を株式

会社タカラトミーと共同開発した[8]． 

⑵システム構成 

このトイの構成を図7に示す．

ユーザはスマートフォンやタブレッ

トに専用のアプリをインストールし，

これによって自然対話プラット

フォームと接続可能となる．ユーザ

がOHaNASに向かって発話すると，

その音声はBluetooth®＊8で端末につ

ながり，端末内の専用アプリを経由

し音声認識サーバによりテキスト変

換されて，ドコモの自然対話プラッ

トフォームへと送信される．自然対

話プラットフォームはユーザの発話

に対して，適切な応答を返却する．

その応答が音声合成によってOHaNAS

から出力される．このようにして，

ユーザはOHaNASと自然に対話で

きる． 

⑶特 徴 

シナリオ対話，意図解釈，知識

Q&A，外部コンテンツとして天気

予報，レシピなど複数のコンテンツ

との連携を実装した．また，ユーザ

＊8 Bluetooth®：移動端末，ノートパソコン，
PDAなどの携帯端末を無線により接続する
短距離無線通信規格．米国Bluetooth SIG
Inc.の登録商標． 

 

 
 
 
 
 
 

＊6 車載CANデータ：自動車に搭載されてい
るセンサの情報を用い，急ブレーキやハン
ドリングなどの情報を取得したもの． 

＊7 OHaNAS®：株式会社タカラトミーの登録
商標． 
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音声認識
サーバ

対話
サーバ

音声合成
サーバ

ユーザ
クライアント

アプリ

音声

システム
発話生成

コンテンツ収集元
（自動車など）

イベント情報生成

シナリオ
対話

雑談
対話

天気
外部コンテンツ

 
図6 対話型車両エージェントのシステム構成 

ユーザ トイ
（例：OHaNAS）

スマートフォン
／タブレット

自然対話
プラット
フォーム

Bluetooth https会話

 
図7 トーキングトイの構成 

とトイの間で可能な対話として，シ

ナリオ対話の中に，ユーザが知りた

いことに回答してくれる①「お役立

ち会話」，ストーリー性のある会話

を提供してくれる②「ストーリー会

話」，および，退屈したときの遊び

相手になってくれる③「お楽しみ会

話」を実装した． 

①お役立ち会話 

「お役立ち会話」は“キャベ

ツを使ったレシピ教えて”や

“キャベツが安かったよ”のよ

うなユーザの発話に対して，外

部コンテンツを利用して“キャ

ベツを使ったレシピを調べまし

た．情報をそちらに送っておき

ますね”のような応答が可能で

ある．これはユーザの要求を契

機とするだけでなく，OHaNAS

からも積極的に情報を提供する

ものである．これは，ユーザの

発話に要求が含まれない時でも，

あるルールに基づいて外部コン

テンツを検索し，応答を生成す

ることで実現する．あるルール

とは前述の例では，食材名が発

話された場合，その食材にまつ

わるレシピを検索し発話するこ

とである． 

②ストーリー会話 

「ストーリー会話」は，シス

テムの“週末はどこ行くんです

か？”という質問に対して，

ユーザの「名古屋だよ」という

応答があり，さらに「名古屋は

ういろうが有名みたいです」を

返すような，一連の流れを持っ

た会話のことである．この「ス

トーリー会話」でも積極的に外
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部コンテンツを含ませることに

より，飽きずに楽しんでもらえ

るトイをめざした． 

③お楽しみ会話 

「お楽しみ会話」は，しりと

り，なぞなぞ，クイズ，占いと

いったエンターテイメント要素

の強い会話や遊びが実際にでき

るものである．OHaNASでは，

他の分野の応用例に比べてお楽

しみ会話が多く取り入れられて

いる． 

これら複数種の会話機能を追加す

ることによって，飽きずに自然な会

話を楽しめるトイを実現した． 

4. あとがき 
本稿では自然対話プラットフォー

ムの概要と，その応用例3つについ

て解説した．本プラットフォームの

特長は，音声対話型システムを開発

するための部品が自由に組合せ可能

であり，カスタマイズ性が大幅に向

上したことである．これにより，

ホーム，車内，エンタメといった幅

広い領域で特徴的な音声エージェン

トを容易に開発することができた． 

今後は，自然対話プラットフォー

ムを家電やゲームなど，さらに多く

のものでの応用をめざすとともに，

日本語以外の多言語への対応も進め

る予定である． 
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