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Abstract: ごとどび ばちばづひ つづびっひどぢづび はふひ びばはにづの つどちぬはでふづ びべびぴづね しぅかいぁ 〨しぅぢ〭ぢちびづつ かのはぷぬづつでづ
いどびびづねどのちぴどので つどちぬはでふづ ぁでづのぴ〩〮 しぅかいぁ っちの っはのつふっぴ はばづの〭つはねちどの chatting ちぢはふぴ ち ぷどつづ ひちのでづ
はて ぴはばどっび〬 ちび ぷづぬぬ ちび ちのびぷづひ ぶちひどはふび ぴべばづび はて ぱふづびぴどはのび〬 ふびどので ぴとづ にのはぷぬづつでづ っはのぴちどのづつ どの 〴 ぢどぬぬどはの
ぷづぢ ばちでづび ぴとひはふでと ぴとづ ぬちひでづ〭びっちぬづ しづぢ どのてはひねちぴどはの ちのちぬべびどび びべびぴづね しぉこいくき じ〮 ぁてぴづひ ばひづびづのぴどので
しぅかいぁ〧び ちひっとどぴづっぴふひづ〬 ぷづ つどびっふびび ぴとづ っはのつどぴどはのび ぴとちぴ びとはふぬつ ぢづ びちぴどび「づつ てはひ びねははぴと ちのつ どのぴづぬぬどでづのぴ
っとちぴぴどので ちのつ とはぷ ぴとづびづ っはのつどぴどはのび ちひづ づねぢはつどづつ どの ぴとづ びべびぴづね〮
るが、いずれは子供の学習支援の際に対話を通じて子供
の好奇心を刺激し、学習の効率を高めたり、社会との接

1 はじめに

点がなくなりつつある高齢者との対話を行って思考や行

現在我々が開発を進めているしぅかいぁは、 様々な話

動の幅を広げ、社会との関わりを増やし、健康維持に繋

題に対して、ユーザが関心を持ちそうな情報を提供し、

げるといった用途も考えている。ちなみに、 ぁぇぅこプロ

ユーザの知識を深め、知的視野を広げることを目的とし

ジェクト（愛知老年学的評価研究）によれば、他者との

た「雑談」を行う音声対話システムである。 しづぢ〴〰億

コミュニケーションが多い高齢者は健康悪化のスピード

ページを知識源とする質問応答システムしぉこいくき じせ〱そ

が遅いことが報告されており、健康維持、さらには近年

（https://wisdom-nict.jpに て 一 般 公 開 中）を 活 用

社会課題となっている要介護高齢者の増加抑制のために

し、 深層学習も用いつつ応答を生成する。 しぅかいぁの

こうした対話システムが活用できる可能性があると考え

対話例を 図 〱に示す。 未だ課題も多く、 不適当な応答

ている。
近年、家電やスマートフォン等を、音声対話によって

をすることも多いが、観光情報から趣味、社会課題等、
様々な話題に対して、多くのユーザにとって未知である

操作するアプリケーションやスピーカー等が普及しつ

知識を含む応答を生成できる。このシステムを活用する

つある。しかしながら、これらが対応できるユーザ発話

ことで、ユーザの知識を深め、その視野を広げることが

は、「今日の天気は？」や「電気をつけて」といった比較

できる。現在は、特に用途を想定せずに開発を進めてい

的単純な質問や命令に限られる。このような単純な質問
や命令に対する応答を返すための実装方法としては、そ
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れなりの規模の対話ルールのデータベースを整備して実
現するのが一般的である。一方で、質問や命令に限定さ
れないやりとりを行う、 いわゆる「雑談」については、
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図1

WEKDAの対話例
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2 WEKDAのアーキテクチャと雑談時
の適切な応答の条件
しぅかいぁの最大の特徴は、 質問あるいは命令の形を
陽に取らない入力に対しても、 まさに「雑談的」応答
をしづぢの情報を元にして返すことである。その際の基本
的動作は以下の通りである。まず、ユーザ発話を受け取
ると、その入力に関連しており、かつユーザが関心を持
ちそうな情報が得られる質問文を深層学習等を使って
自動で生成する。例えば、図 〱にあるユーザ発話「自動
運転も実現できるらしいよ」に対しては、「自動運転を
何に利用する？」や「自動運転が実現するとどうなる？」
といった質問を複数個生成する。次に、これらの質問に
図2

スマートフォン上で動作するWEKDA

対して、 しぉこいくき じで「タクシー事業」や「自動車は
スマートフォンのようなデバイスになる」といった回答

一般社会からは次世代の対話システムでの実現が期待さ

および、その回答が抽出されたオリジナルのしづぢテキス

れることが多いものの、多様なトピックに網羅的に対応

ト（以下、「元文」と呼ぶ）を抽出する。 最後に、 それ

する必要があり、対話ルールや安直に深層学習を利用し

らの情報やユーザ発話に対する深層学習による感情認識

た応答生成手法による実現は困難である。実際、決定打

の結果等と組み合わせて、「ドキドキするね。 自動運転
が実現すれば、自動車はスマートフォンのようなデバイ

となる方法論が確立していないのが実情であろう。

しぅいかぁの研究開発で狙っているのはそうした雑談

スになるらしい。」という応答を生成する。

を可能にする方法論である。 雑談の中でのユーザ発話

このような動作をしぅかいぁにさせている理由は以下

は、 質問や命令の形を陽にとるものに限定されず、 い

の 通 り で あ る。 我 々 は、 適 切 な 対 話 に お け る シ ス テ

わゆる平叙文も含めた多様な形態をとる。 しぅかいぁは、

ム応答の背後には、 その応答を行ったなんらかの「理

質問文が入力されれば、 しづぢ〴〰億ページの情報を元に

由」「意図」「動機」とでも言えるものが存在すべきであ

して回答を返し、 また、 陽に命令、 質問の形を取らな

ると考えている。また、この「応答の理由」が、ユーザ

い平叙文等の発話が入力されれば、 後述するような方

からも容易に推測可能であり、かつ十分に具体的で自然

法によって、 やはり、 しづぢ〴〰億ページに書かれた知識

なものと認識できなければならないと考えている。逆に

を活用して応答を返す。 質問文に関しては、 もちろん

言えば、もし応答がなされた自然な理由が推測可能でな

あらゆるものに回答できるわけではないが、 現在は、

ければ、ユーザがシステム応答が適切であるとは判断す

しぉこいくき じがサポートしている、「人工知能で何が実
現する？」のようなファクトイド形式の質問 せ〲〬 〳そ、「人

ることはない、 ということである。 しぅかいぁがユーザ

工知能はなぜ進化を遂げたか？」のような「なぜ」型

は、まさにその「応答の理由」をいわば「作り出す」た

の質問 せ〴〬 〵〬 〶〬 〷そ、「人工知能とは何？」のように定

めである。この作り出された「応答の理由」は明示的に

義 を 尋 ね る 質 問 せ〸そ、「人 工 知 能 が 進 化 す る と ど う な

ユーザにむけて発話等で提示されることはないので、そ

る？」のようにある出来事の帰結を尋ねる「どうなる」

もそも何のために「作り出す」必要があるのか、と思わ

型の質問 せ〹〬 〱〰そへの回答が可能となっている。 近日

れるかもしれない。よりわかりやすく言うならば、適切

中に、「どうやって人工知能の性能を上げる？」のよう

な「応答の理由」が作れるようにユーザに提供する応答

発話からしぉこいくき じに入力する質問を生成しているの

になんらかの目的を達成する方法を尋ねる「どうやっ

を作れば、雑談における応答が適切になる、と言っても

て」型の質問への対応も行う予定である。 また、 現在、

良い。

しぅかいぁはぐぃのブラウザ上、あるいはスマートフォン
上のアプリケーションとして動作する（図 〲）
。 音声認
1
識および合成は、文献 せ〱〱その実装 を利用している。
1

なお、ユーザ発話が命令や質問であって、システムが
応答の中でその命令を実行したことを確認したり、 質
問に回答を与えたりした場合、上記の「応答の理由」は

NICT ASTRECの 音 声 翻 訳 シ ス テ ム VoiceTra (http://
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voicetra.nict.go.jp/) で利用されているものと同一。

ほとんど自明であり、「ユーザが『〮〮〮』という命令をし

応答を生成できる対話システムである、というものであ

たので、 その実行を応答の中で確認した。」
「ユーザが

る。 今後は、 しぅかいぁを拡張しながら、 この仮説の検

『〮〮〮』という質問をしたので、 その回答を応答の中で提

証に取り組む。

示した」ということになるが、これらの理由は十分に具

なお、 ユーザにしぅかいぁのようなシステムとの対話

体的で自然なものであると考えることができる。 一方

を円滑に継続してもらうためには、 提示される情報の

で、質問でも命令でもない、まさに雑談的なユーザ発話

新規性も重要となる。雑談といえど、ユーザにとって既

に関していえば、一般にこのような定型的でありながら

知もしくは自明な情報（より正確には質問の回答）ばか

具体的かつ自然な「応答の理由」の定式化はこれまでに

りをベースとして応答が生成されれば、 ユーザの興味

存在せず、 これが雑談を行う対話システムの実装を難

を引くことは難しく、容易に「飽きられてしまう」であ

しくしている理由であるとも考えられる。 しぅかいぁは、

ろう。 しぉこいくき じはしづぢ〴〰億ページを知識源とするた

ある意味でそうした雑談における「応答の理由」の定式

め、一個人の把握し得ない大量の知識を保持しており、

化の試みであり、「応答の理由」の生成法の実現のトラ

その出力する回答はユーザにとって未知で新規なもので

イアルである。

ある可能性は十分に高い。将来的にはユーザの持つ知識

より具体的に述べると、 しぅかいぁは上述のように、
ユーザ発話からしぉこいくき じ用の質問を自動生成し、そ

を探りながら対話を進め、より少量の知識の中からユー
ザにとって未知な情報を提供するような対話システムも

の質問の回答等を使ってシステム応答を生成している

実現可能かもしれないが、当面はこうした大量の知識が

が、 この一連のプロセスが「応答の理由」の生成に対

なければ、ユーザの興味を引く雑談を実現することは難

応していると考えることができる。 その応答の理由の

しくなると考えている。

一般形を書き下ろせば、「ユーザがさというユーザ発話
をしたので、 けという質問の回答を教えてあげれば今後
の行動等で有用もしくは参考になる可能性があるため、

3 従来のアプローチ
これまで、 雑談に関しては、 いわゆるびづぱ〲びづぱモデル

その回答を含む応答をした」といった形になるであろ
う。例えば、先の自動運転の例でいえば、「応答の理由」

せ〱〲〬 〱〳そによって、 ユーザ発話からシステム応答への写

は、「ユーザが『自動運転も実現するらしいよ』と言っ

像を大量の対話データから学習するといった試みがな

たので、『自動運転が実現するとどうなるか』の回答を

されてきたせ〱〴〬 〱〵そ。 こうした手法による対話が自然で

教えてあげれば、将来（技術開発やビジネス等で）なに

あるとすれば、そこでの「応答の理由」は学習データで

かの役に立つ、あるいは参考になる可能性がある」ので

ある人間どうしの対話データに暗黙裏に具現化されて

具体的に「自動運転が実現すれば、自動車はスマートフ

いるものになると考えられる。ただし、まさに、応答の

ォンのようなデバイスになるらしい。」と言う応答をし

理由が暗黙裏に学習データに具現化されているが故に、

た、と考えることができる。なお、この種の応答の理由

びづぱ〲びづぱモデルのみで実現される対話では、 応答の理由

がユーザからして推測可能でなおかつ自然であるため

を簡潔なプログラム等で明示的に制御することが困難に

には、ユーザ発話さと自動生成された質問けの間に一定

なる。実際、「教育的効果のある対話」「ユーザをいたわ

の意味的な関係があるべきである。 しぅかいぁではこの

る対話」といった特定のタイプの対話を実現しようとし

意味的関係を、質問のタイプに関する制限や、具体的な

ても、その種の対話を大量に収集して学習データとする

対話データ等からの深層学習による学習によって捉え、

といった非現実的な手法しかあり得ない。
一方で、 しぅかいぁのように応答の理由が比較的明示

さから適切なけを深層学習等で適切に生成できる、と仮
定している。 典型例としては、ユーザ発話さがなんらか

化されている枠組みでは、対話の方向の制御を行うこと

のイベントを表している場合には、 そのイベントの因

がより容易になると考えている。例えば、応答を生成す

果的帰結を問う質問がけとして適切になる、 あるいは、

る際にベースとする質問の回答を、歴史の教科書に現れ

さがなんらかのトラブルを表現している場合には、その

ている専門用語を含む文に限定することで、歴史教育を

解決法や予防法を尋ねる質問がけとして適切になる、と

支援する対話が実現できるかもしれない。なお、現実的

いったケースがある。 我々のさらなる仮説は、「上手な

にびづぱ〲びづぱで実現した対話システムは、 往々にして当た

雑談」ができる対話システムとは、このような「応答の

り障りのない相槌を打つだけになってしまうことが知ら

理由」のバリエーションを数多く取り揃え、 ユーザ発

れている他、現状では学習データの対話をなぞるだけで

話、文脈、開発者によって設定されたシステムの目的等

あって、 例えば、 しぅかいぁのように巨大な知識源を活

に応じて、そうした応答の理由を縦横無尽に使いつつ、

用してユーザに新規な情報を提供するのも困難である。
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ユーザ発話
「幕張に来ています。」

SNSから収集した対話データ
発話１：Switchすごいよねえ

デコーダでトピックワードを考慮できる
ようにしたseq2seqモデルで質問生成

Web上のテキスト
（WISDOM X上のデータ）
対話データ中の名詞の対を繋ぐ
バイナリパターンを検索

発話２：ゼルダできるじゃん
A[Switch]でB[ゼルダ]ができる

「幕張で何をするか？」
WISDOM Xで回答検索＋元文獲得
幕張でボルダリングをしました。
幕張でライブをした。
…

学習データ
ユーザ発話：Switchすごいよねえ

応答としての適切さをマルチカラム
CNNで判定しランキング

バイナリパターン：AでBができる

トピックワード

図4

幕張でボルダリングをしました。

質問生成のための学習データの構築手法

単語マーキングを導入したpointergenerator networkで応答文に変換

ンを生成する。 ここで、 バイナリパターンとは、 〲つの

システム応答
「幕張でボルダリングをしましょう。」

変数化した格要素と〱つの述語からなる「ぁであができ
る」といったパターンである。 このパターンに対して、

図3

質問応答システムを用いた応答生成手法の概要

もう一つの雑談実現の方向性としては、ユーザ発話に
類似したニューステキスト等を整形の上、システム応答
とする手法せ〱〶そも提案されている。 しかし、この手法で
は、上述したような応答の理由として、一般的には「ユ
ーザ発話と語彙等のオーバーラップが大きい応答がユー
ザにとって有用である」といった説得力のないものしか
考えられず、自然かつ適切な応答の理由をユーザから推
測できる可能性は低いため、適切な雑談の実現は困難で
あると思われる。

ぁにトピックワードを入れ、 あに疑問詞「何」を入れる
と、 あを聞くファクトイド形式の質問が生成できる。
このびづぱ〲びづぱモデルの学習データは、 図 〴に示す手法
で構築する。 まず、 学習データの元となる名詞の対を
得るために、 対話データの収集を行う。 本研究では、
この対話データとして、 こぎこ上でのユーザの対話的や
りとりのデータを利用した。 次に、 やりとりの中で、
書き込み（図中の発話〱）とその直接的な応答（図中
の発話〲）の〲文のペアを取り出し、 発話と応答のそれ
ぞれから名詞を一つずつ抽出して名詞の対（図の例で
は、「こぷどぴっと」と「ゼルダ」が対となる）を作る。 最後
に、名詞対が格要素となる述語をしづぢ文書から検索し、
バイナリパターン（図の例では、「ぁであができる」）を

4 質問応答システムを用いた雑談に

得る。このバイナリパターンに対して、 ぁにトピックワ

おける応答生成

ード、 あに疑問詞を入れることで、「こぷどぴっとで何ができ
る？」という質問文を生成することができる。 このデー

本節では、 しぅかいぁによる応答生成の具体的な手法

タ作成手法によって、ユーザ発話とその中に出現するト

について述べる。 しぅかいぁは、 複数の応答生成手法が

ピックワードを入力として、「応答の理由」に対応する

実装されており、 ユーザ入力に応じて使用する応答生

質問を生成するためのデータが作成でき、学習データと

成手法を選択し、 それぞれの手法によって生成された

することができる。なお、これまでの経験上、バイナリ

複数の応答候補から最終的な応答発話を決定する。 本

パターンの中には、それから生成される質問が、適切な

節では、特に平叙文を中心とするユーザ発話に対して、

「応答の理由」を作り出す上で有用ではないものも存在

しぉこいくき じを活用して応答を生成する具体的なアルゴ
リズムについて述べるが、その概要を図 〳に示す。この

している。このため、上記の学習では、一定の制約を満

応答生成アルゴリズムでは、 ユーザ発話中の中心的な

たす一部のバイナリパターンのみを使って学習を行なっ
ている。なお、現在は、 こぎこ上から収集した対話データ

単語（以下、トピックワードと呼ぶ）を選択して、それ

から質問生成の学習データを作っているが、往々にして

を中心にファクトイド形式の質問と「どうなる」型質問

漠然とした質問が含まれてしまうため、別種のテキスト

の〲種類を生成する。

データからより具体的な質問を含む学習データを作る技

ファクトイド形式の質問は、 ぁぴぴづのぴどはのメカニズムを
利用した びづぱ〲びづぱせ〱〳そを修正したモデルで生成を行う。
このモデルでは、デコーダの時刻tにおける入力として、

術を開発している。
「どうなる」型質問は、 ルールベースで生成する。
まず、 ユーザ発話中の述語とその係り元の名詞を抽出

一つ前の生成結果yt−1 に加え、トピックワードwtopic を

し、「するとどうなる？」という表現を加えて質問文を

常に入力することで、 wtopic に関連したバイナリパター

生成する。 例えば、「こぷどぴっとはすごいねぇ」に対して
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は、「こぷどぴっとがすごいとどうなる？」という質問文を生

ム応答とする。

成する。次に、文中の名詞に対して、抽象的な述語を組

なお、ユーザ発話から雑談として適切なトピックワー

み合わせた質問文を生成する。具体的には、評価極性の

ドを選択する操作も、適切な応答を生成する上で重要で

ポジティブ／ネガティブおよび活性・不活性極性せ〹その

あるが、 ここでもマルチカラムぃぎぎを使ってランキン

両極性を示唆する〴種類の述語「良い／悪い／発生する

グを行っている。ユーザ発話とトピックワードの候補を

／消滅する」と、「とどうなる？」という表現を加えて質

入力として、トピックワードとして適切であるかを二値

問文を生成する。 例えば、「こぷどぴっとが良いとどうなる？」

分類するように学習する。 この分類器の学習データは、

という質問文を生成する。

やはり前述のデータを利用する。ユーザ発話と適切な応

ユーザ発話から質問文を生成したら、 それらの回答

答のベースとなる元文のペアがあれば、その元文を抽出

および元文をしぉこいくき じによって獲得する。 システ

するための質問に利用したトピックワードも適切である

ム応答はこれらの元文から生成されるが、 応答を作る

と見なし、それらを正例として利用した。また、トピッ

ベースとして適切な元文を選択するためにマルチカラ

クワードは、一語であるとは限らず、実際には複数個の

ムぃぎぎせ〱〷そでランキングする。 マルチカラムぃぎぎは、

トピックワードおよびその組み合わせをランキングし、

ユーザ発話とシステム応答のベースとなる元文、生成さ

複数個のトピックワードを含む質問文も生成している。

れた質問文、トピックワードを入力として、適切な応答

その他の応答生成手法として、 しぅかいぁには、 先述

を作ることのできる元文であるかどうかを二値分類す

したような質問文に対して回答する機能に加えて、ユー

るように学習する。ランキングは出力されたスコアによ

ザ発話が問題やトラブルとの遭遇を表現している（例

って実施する。学習データは、アノテータが作文したユ

えば、「肌荒れがひどい」「雨漏りする」等）場合にその

ーザ発話に対して、システム応答のベースとなる元文を

解決案をしづぢから抽出して提示する機能、 教育支援の

ランキング等をせずに複数個提示し、それぞれのペアに

ためにシステム側からクイズ形式で質問を出し（例え

ついて、 元文から適切な応答が作れるかどうかを人手

ば、「法隆寺を建てたのは誰でしょう？」等）
、その回答

で判定して作成した。 例えば、「ケーキがとてもおいし

をユーザが入力すると正解判定および関連情報を提示す

いね。」というユーザ発話に対して、 元文「カフェでお

る応答生成手法等が実装されている。ここでは紙面の都

いしいケーキが食べたい。」は、 対話として自然な流れ

合により詳細は割愛する。

になるので、適切な応答が生成できると判定する。一方
で、同じユーザ発話に対して、元文「ケーキをメインで
します。」は、 文脈がないと意味不明であるため、 適切

5 今後の展開
しぅかいぁの今後の展開／課題は多岐にわたる。 一つ

な応答は生成できないと判定する。
最後に、 元文をシステムの発話らしい表現に変換す

は、対話によりグローバルなストーリー性、構造を持た

る。この変換には、 ばはのぴづひ〭でづのづひちぴはひ のづぴぷはひにせ〱〸そを使

せることである。対話システムは本来、一定の目的（介

い、元文から応答に必要な表現をコピーし、その他の部

護利用、教育支援等）を持つように設計され、実用化さ

分についても適宜生成して、 自然な文を生成する。 ま

れることになるが、例えば、自然言語で目的を記述すれ

た、質問文中の名詞や述語が元文中にも現れる場合、そ

ば、推論機構等によって、その目的を実現するようなス

れらにマークをして、最終的に生成されるシステム応答

トーリーに沿って対話を行うといったことが究極の姿

中でそれらが欠落しないようにする工夫 せ〱〹そも施した。

の一つと考えることができる。 しぉこいくき じでは、複数

例えば、「カフェでおいしいケーキを食べたい。」という

の因果関係を組み合わせることで、「風が吹けば桶屋が

元文があるとき、応答としてより適切な「カフェでおい

儲かる」式の仮説を作る機能を提供しており、「地球温

しいケーキを食べよう。」といったものに変換する。 こ

暖化が進行すると、 海水温が上昇し、 大腸菌が増殖し

の変換モデルの学習データは、 前述の元文のランキン

て、食中毒が増加する」といった仮説を科学的な報告を

グ用の学習データにある元文を、 ユーザ発話を参照し

先取りする形で生成するといったことにも成功してい

つつ、 適切な応答になるように修正することで作成し

る せ〱〰そ。こうした仮説は一種のストーリーと考えること

た。最終的なシステム応答は以下の手順で生成する。ま

ができるため、この機構によって生成されるストーリー

ず、 ユーザ発話に対して、 ぃぎぎによる感情分析を適用

と、自然言語で記述された対話システムの目的等を組み

し、 その結果に基づいて「心が躍るよね」
「羨ましいよ

合わせることで、対話に目的と一貫したストーリーを持

ね」といった感情表現を得る。この感情表現を上述の方

たせる技術を検討している。また、この際、省略補完等

法で元文から生成された文に追加して、最終的なシステ

のいわゆる文脈処理が重要なことは論を待たず、現在、

－ 140 －

対話に特化した省略補完技術の開発も開始している。

むことによって、提示する情報の信頼性が低い可能性が

なお、本稿では雑談における適切な応答が満たすべき
条件として、ユーザが、システム応答の背後に推測可能

ある場合に、ユーザに注意を促す発話を行うことも可能
になるだろう。

な具体的な「応答の理由」が推測できることを挙げ、ま

最後に実用化に関して述べると、 今後は、 高齢者介

た、 こうした応答の理由がしぅかいぁの動作中でいわば

護、 教育支援等、 具体的な目的を絞ってしぅかいぁのチ

「作り出されている」ことを示した。 これは見方を変え

ューニングを進めていく。先述したような、対話に目的

れば、なぜ特定の応答をしたのかを、システム自身が認

志向のストーリー性を持たせることはもとより、ミッシ

識できるということであり、つまるところ、対話システ

ョンオリエンテッドな対話を行うルールベースのシステ

ムが一種の自己認識をもてる可能性を示唆する。このよ

ムとの統合や、強化学習等別種の学習技術の導入によっ

うな自己認識は、例えば、対話がなんらかの理由によっ

て、高齢者介護であれば、ユーザに健康面や生活面での

て破綻してしまった際に、そこからリカバリーを図る対

状態を確認する質問をしたり、高齢者が関心を持ちそう

話戦略を組み立てる際の手がかりとして活用できる可

な情報を優先して応答するといった技術を開発していき

能性がある。つまり、ある応答によって対話が破綻した

たい。また、人が書いた対話ルールをより柔軟な対話に

場合に、その応答を生成した「理由」のどこが不適切で

適用できるよう深層学習等も使いつつ、自動で拡張する

あったのかを、ユーザ入力等を基に検知し、より適切な

といった技術の必要もあろう。教育支援では、知識を深

理由に基づいて応答を再度生成し、対話を継続するとい

める支援のために、 前述したようにしぅかいぁ側からク

ったことである。例えば、ユーザ発話「幕張に来ていま

イズ形式で質問をすることが考えられる他、ユーザのレ

す。」に対して「ボルダリングをしてみよう」といった

ベル（年齢や知識量等）に応じた応答選択等が必要とな

応答を生成した後、「遊びにきたんじゃないんだけど。」

るだろう。この際、教科書等、提供すべき知識を指定し

といったユーザ発話がなされたとすると、応答生成時に

ている文書を解析して、対話に反映する技術等も必要と

生成された質問「幕張で何をする」を、「遊び」に関係

思われる。

する回答がより出にくい「幕張で何を食べる」といった
質問に変更し、「じゃあ、 ランチにつけ麺バーガーを食
べるのはどう？」といった応答を再度生成し、対話破綻
からのリカバリーを図ることができるかもしれない。
また、もう一つ重要な課題として、対話における応答
の信頼性の担保がある。 しぅかいぁは玉石混合のしづぢ情
報を活用するため、 しづぢ情報の信頼性の担保も重要な
課題となる。 しづぢ上には、 悪意の有無に関わらず誤情
報が蔓延しているが、 現状の しぅかいぁはその信頼性
を推定はしていない。 我々は、 全自動での誤情報の検
出は論理的に不可能で あ る と考え て い るが、 対策の
一つとして、 モダリティ解析 せ〲〰そや、 矛盾する言語パ
ターン せ〲そを使った両論併記を検討している。 これら
の技術は対災害情報分析システム いぉこぁぁぎぁせ〲〱〬 〲〲〬

〱そ 〨https://disaana.jp〩ですでに実用化されている。
いぉこぁぁぎぁは、 災害時に こぎこ上に投稿される膨大な災
害関連情報を質問応答によって提供するシステムであ
る。 災害時には、「大阪ナンバーの自動車で火事場泥棒
が広島に来ている」
（え〳〰西日本豪雨で流布）といった、
いわゆるデマが流布しやすいが、往々にしてそうしたデ
マを否定する情報、 例えば、「広島に火事場泥棒なんて
いませんよ。 警察も確認していないデマですね。」とい
ったものもほぼ同時に投稿されている。 いぉこぁぁぎぁは、
こうした情報間の矛盾を検知して、アラートを出すこと
ができるが、 これと同様の仕組みをしぅかいぁに取り込
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いづ こちづでづひ〬 おはので〭えははの くと〬 ちのつ おふの〧どっとど かちぺちねち〮
ぅへっどぴちぴはひべ はひ どのとどぢどぴはひべ〺 ぁ のづぷ びづねちのぴどっ はひどづの〭
ぴちぴどはの づへぴひちっぴび っはのぴひちつどっぴどはの ちのつ っちふびちぬどぴべ てひはね
ぴとづ ぷづぢ〮 ぉの Proc. of EMNLP-CoNLL 2012〬 ばば〮
〶〱〹ほ〶〳〰〬 〲〰〱〲〮
せ〱〰そ ぃとどにちひち えちびとどねはぴは〬 かづのぴちひは ごはひどびちぷち〬 おふぬどづの
かぬはづぴぺづひ〬 きはぴはにど こちのは〬 ぉびぴぶ〓
ちの ざちひでち〬 おはので〭えははの
くと〬 ちのつ すふぴちにち かどつちぷちひち〮 ごはぷちひつ てふぴふひづ びっづ〭
のちひどは でづのづひちぴどはの〺 ぅへぴひちっぴどので づぶづのぴ っちふびちぬどぴべ づへ〭
ばぬはどぴどので びづねちのぴどっ ひづぬちぴどはの〬 っはのぴづへぴ〬 ちのつ ちびびはっどち〭
ぴどはの てづちぴふひづび〮 ぉの Proc. of ACL 2014〬 ばば〮 〹〸〷ほ〹〹〷〬
〲〰〱〴〮
せ〱〱そ 橘健太郎〬 志賀芳則〬 戸田智基〬 河井恒〮 周期非周
期分離に基づくざ〯さざ判定フリーな統計的パラメ
トリック音声合成システム〮 音講論〬 ばば〮 〲〰〹ほ〲〱〲〬
〲〰〱〷〮
せ〱〲そ ぉぬべち こふぴびにづぶづひ〬 くひどはぬ ざどのべちぬび〬 ちのつ けふはっ ざ がづ〮
こづぱふづのっづ ぴは びづぱふづのっづ ぬづちひのどので ぷどぴと のづふひちぬ のづぴ〭
ぷはひにび〮 ぉの Proc. of NIPS 2014〮
せ〱〳そ いぺねどぴひべ あちとつちのちふ〬 かべふのでとべふの ぃとは〬 ちのつ
すはびとふち あづのでどは〮 ぎづふひちぬ ねちっとどのづ ぴひちのびぬちぴどはの ぢべ
なはどのぴぬべ ぬづちひのどので ぴは ちぬどでの ちのつ ぴひちのびぬちぴづ〮 ぉの Proc.
of ICLR 2015〬 〲〰〱〵〮
せ〱〴そ がどちのでっとづの がふは〬 おどのでなどので じふ〬 おふのべちので がどの〬
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けど ずづので〬 ちのつ じふ このふ〮 ぁの ちふぴは〭づのっはつづひ ねちぴっと〭
どので ねはつづぬ てはひ ぬづちひのどので ふぴぴづひちのっづ〭ぬづぶづぬ びづねちのぴどっ
つづばづのつづのっべ どの つどちぬはでふづ でづのづひちぴどはの〮 ぉの Proc. of
EMNLP 2018 (to be appeared)〬 〲〰〱〸〮
おどのでなどので じふ〬 じふちのっとづので げづの〬 おふのべちので がどの〬 ちのつ
じふ こふの〮 いぐ〭ぇぁぎ〺 ぁ つどぶづひびどぴべ〭ばひはねはぴどので でづの〭
づひちぴどぶづ ちつぶづひびちひどちぬ のづぴぷはひに てはひ でづのづひちぴどので どのてはひ〭
ねちぴどぶづ ちのつ つどぶづひびど「づつ ぴづへぴ〮 ぉの Proc. of EMNLP
2018 (to be appeared)〬 〲〰〱〸〮
水野淳太〬 乾健太郎〬 松本裕治〮 ウェブニュースを利
用した雑談対話システム〮 人工知能学会言語・音声
理解と対話処理研究会資料 〨こぉぇ〭こがさい〩〬 第〵〵巻〬
ばば〮 〱ほ〶〬 〲〰〰〹〮
ぃちのちびちど かひふづのでにひちど〬 かづのぴちひは ごはひどびちぷち〬 ぃとどにちひち
えちびとどねはぴは〬 おふぬどづの かぬはづぴぺづひ〬 おはので〭えははの くと〬 ちのつ
きちびちとどひは ごちのちにち〮 ぉねばひはぶどので づぶづのぴ っちふびちぬどぴべ
ひづっはでのどぴどはの ぷどぴと ねふぬぴどばぬづ ぢちっにでひはふのつ にのはぷぬづつでづ
びはふひっづび ふびどので ねふぬぴど〭っはぬふねの っはのぶはぬふぴどはのちぬ のづふひちぬ
のづぴぷはひにび〮 ぉの Proc. of AAAI-17〬 ばば〮 〳〴〶〶ほ〳〴〷〳〬
〲〰〱〷〮
ぁぢどでちどぬ こづづ〬 ぐづぴづひ お〮 がどふ〬 ちのつ ぃとひどびぴはばとづひ い〮
きちののどので〮 ぇづぴ ぴは ぴとづ ばはどのぴ〺 こふねねちひどぺちぴどはの ぷどぴと
ばはどのぴづひ〭でづのづひちぴはひ のづぴぷはひにび〮 ぉの Proc. of ACL
2017〬 ばば〮 〱〰〷〳ほ〱〰〸〳〬 〲〰〱〷〮
げべは ぉびとどつち〬 かづのぴちひは ごはひどびちぷち〬 おはので〭えははの くと〬
げべふ ぉどつち〬 ぃちのちびちど かひふづのでにひちど〬 ちのつ おふぬどづの かぬはづぴ〭
ぺづひ〮 こづねど〭つどびぴちのぴぬべ びふばづひぶどびづつ のづふひちぬ ねはつづぬ てはひ
でづのづひちぴどので っはねばちっぴ ちのびぷづひび ぴは はばづの〭つはねちどの ぷとべ
ぱふづびぴどはのび〮 ぉの Proc. of AAAI-18〬 ばば〮 〵〸〰〳ほ〵〸〱〱〬
〲〰〱〸〮
おふのぴち きどぺふのは〬 ぃちのちびちど かひふづのでにひちど〬 かどべはのはひど
くとぴちにづ〬 ぃとどにちひち えちびとどねはぴは〬 かづのぴちひは ごはひどびちぷち〬
ちのつ おふぬどづの かぬはづぴぺづひ〮 げづっはでのどぺどので っはねばぬづへ のづでち〭
ぴどはの はの ごぷどぴぴづひ〮 ぉの Proc. of PACLIC 2015〬 ばば〮
〵〴〴ほ〵〵〲〬 〲〰〱〵〮
かどべはのはひど くとぴちにづ〬 おふの ぇはぴは〬 こぴどなの いづ こちづでづひ〬
かづのぴちひは ごはひどびちぷち〬 おふのぴち きどぺふのは〬 ちのつ かづのぴちひは
ぉのふど〮 ぎぉぃご つどびちびぴづひ どのてはひねちぴどはの ちのちぬべびどび びべびぴづね〮
ぉの Proc. of IJCNLP 2013 (Demo Track)〬 ばば〮 〲〹ほ
〳〲〬 〲〰〱〳〮
水野淳太〬 後藤淳〬 大竹清敬〬 川田拓也〬 鳥澤健太
郎〬 クロエツェージュリアン〬 田仲正弘〬 橋本力〬 奥
村明俊〮 モダリティ解析の導入による対災害こぎこ情
報分析システムいぉこぁぁぎぁの質問応答性能の改善〮
ざはぬ〮 〶〬 ぎは〮 〱〬 ばば〮 〱〰〶ほ〱〲〰〬 〲〰〱〶〮

