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Abstract: This paper describes a spoken dialogue system which understands out-of-domain
(OOD) slot values. The spoken dialogue system has to understand some keywords which are
not included in training data to reject them and get new keywords. Context information is an
important clue for detecting values because the values in a given slot tend to appear in similar
contexts. This system detects values from user utterances with context information. After that,
this system estimates slots of the values by a proper use of either or both keyword and context
information which are divided by value detection.
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はじめに

近年，携帯端末やウェブサイト上で自然な発話でやり
とりができる音声対話システムが注目されている．ユー
ザの多様な発話に対応できるようにするため，発話理
解モデルにはニューラルネットワークなどの統計的な
手法が用いられるようになったが，統計的な手法は学
習データに含まれない未知語を正しく理解することが
難しい．そのため図 1 左のようにユーザ発話に含まれ
るキーワードを無視してしまう．ユーザはなぜ伝わら
ないのかわからないので，対話が進まない．ユーザの
発話には新しい商品名，流行語など，日々生まれてい
く新しいキーワードが含まれるため，新規キーワード
を逐次学習データに追加していくのは現実的ではない．
そのため，音声対話システムにとって未知語を正しく
理解するということは非常に重要である．そこで，我々
は学習データに含まれない未知語を理解できる音声対
話システムを提案する．未知語を正しく理解すること
で，図 1 右のように未知語を「知らない」ということを
ユーザに正しく伝えることができ，ユーザは別のキー
ワードでシステムに伝えることができ，対話が円滑に
進められる．
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図 1: 対話例
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2.1

提案手法
バリュー検出器とスロット推定のパイプ
ライン

本システムの処理の概要を図 2 に示す．
音声対話システムでは検索や登録処理に必要なスロッ
ト・バリューのペアをユーザ発話から抽出するスロット
フィリングを行う．スロットフィリングは発話からバ
リューを検出するタスクとバリューのスロットを推定す
るタスクに分解することができる．バリュー検出に失
敗するとキーワードの存在を無視してしまうので，図 1
右のような応答を返すことができない．しかし，スロッ
ト推定については信頼度が低ければスロットに言及せ
ずに応答することで推定に失敗しても応答文でリカバ
リーすることができる．そこで，本手法ではバリュー
検出の性能を最適化するために，バリュー検出器とス
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は文脈情報・キーワード情報を使い分ける必要がある．
バリュー検出器によってユーザ発話はキーワード部分
とそれ以外の文脈部分にわけることができる．そこで，
本手法ではキーワード特徴量，文脈特徴量を別々にエ
ンコードし，それぞれのエンコーダの出力を重みつき
で使用する [3]．発話文によって重みの値を変えること
で，キーワード・文脈特徴量を使い分け，既知・未知
語のどちらも正しく推定できるようになる．

2.4

既知スロット・バリューリストを使用して発話文か
ら検出されたスロット・バリューが未知語かどうかの
判定を行う．検出したスロット・バリューと該当する
スロットの各バリューの類似度を算出し，どの既知バ
リューとの類似度も閾値以下の場合，未知語と判定す
る．類似度の算出方法には単語分散表現のコサイン類
似度を使用する．
未知語と判定された際は図 2 のような応答文を返す．
応答文はあらかじめテンプレートを作成しておき，テ
ンプレートに未知語のスロット・バリューを埋めて発
話し，ユーザに未知語があったことを伝える．

図 2: 音声対話システム
ロット推定器をわける．

2.2

バリュー検出器

バリュー検出器のモデルは RNN Encoder-Decoder
モデルを使用し，時系列情報にラベルを付与するタス
クとして解く [1]．未知語であっても，既存のスロット
のバリューであればユーザは同じ文脈で使用すること
が多い．たとえば食べ物名であれば，既知バリュー「和
食」の文脈「和食が食べたい」は未知語「ふわっとリン
グ」に対しても「ふわっとリングが食べたい」のよう
にそのまま使うことができる．そこで，モデルが文脈
を重視するような学習方法を適用する．学習データ中
のキーワードをランダムに別の単語に置き換える．こ
うすることで，学習データ中のキーワードには共通の
特徴がなくなるため，学習されたモデルはキーワード
に依存しないモデルとなる．モデルはキーワード以外
の部分，すなわち発話文の文脈の特徴量を重視したモ
デルとなる [2]．

2.3

未知語かどうかの判定

スロット推定器

バリュー検出器によってどの部分がバリューかは特
定できているので，スロット推定器は検出したバリュー
のスロットを推定することがタスクとなる．バリュー
検出は文脈に注目することで未知語を検出することが
できる．しかし，スロット推定は文脈だけで解決でき
るとは限らない．たとえば「〜が食べたい」という文
脈からスロットが食べ物であることがわかる．しかし，
「〜がいい」という文脈からは食べ物なのか場所なの
かを特定することはできない．そのためスロット推定
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おわりに

学習データに含まれない未知語を理解し，ユーザが
未知語を発話した際に，システムが理解できないこと
をユーザに通知し，ユーザに適切な発話を促すことが
できるシステムを開発した．今後は基本性能の改善に
加え，より複雑なユーザ発話を理解できるよう改良を
進めていく．
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