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Abstract: A open-domain dialogue contains a variety of information about speakers’ preferences.
By using the speaker’s preferences obtained from the dialogue, it is possible to apply them to the
estimation of preferences that are not directly mentioned in the dialogue. In this study, we propose a
novel task that recommend speaker’s preferred tourist destination based on open-domain dialogue.
In addition, we also propose a method for making appropriate recommendations.
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はじめに

雑談対話には話者の嗜好に関する多様な情報が含ま
れている．そこで，対話から得られる話者の嗜好を用
いることで，対話で直接言及されていない嗜好の推定
に関しても応用できる可能性がある．本研究では，オー
プンドメインな雑談対話が与えられ，その対話をもと
に対話中の話者が好む観光地を推薦するタスクを新た
に提案する．加えて，適切な推薦を行うための手法に
ついても提案する．
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関連研究

対話によって推薦を行うタスクは近年活発に研究が
進められている．現在までに公開されている推薦対話
のデータセットを表 1 に示す．データセットに含まれる
推薦対話はすべて，人が推薦する側と推薦される側に分
かれて推薦対話を行っている．GoRecDial[1] は映画の
ドメインでの推薦対話のデータセットである．推薦され
る側は映画の視聴履歴，推薦する側は相手に推薦する映
画集合が与えられる．その情報をもとに推薦する側は対
話によって相手の映画の好みを聞き出す．そして，映画
の好みを利用して映画の推薦を行う．OpenDialKG は
[3] は本と映画についての推薦対話が含まれているデー
タセットである．話者は常に知識グラフに接続してい
るエンティティを含む発話を行い，知識グラフの事実に
基づいた推薦対話を行う．また，知識グラフとして複数
ドメインからなる Freebase の知識グラフを利用してい
る．ノイズを減らすため，エンティティ間の重要度スコ
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表 1: 既存の推薦対話データセット
データセット
ドメイン
言語
GoRecDial[1]
映画
英語
英語
OpenDialKG[3] 映画, 本, 音楽, 運動
DuRecDial[2]
映画, 音楽, 食品,etc. 中国語
アが低いリレーションは除外している．DuRecDial[2]
は様々なドメインから構成される推薦対話のデータセッ
トである．推薦だけでなく，質問応答や雑談を含む様々
な種類の対話を含んでいる．推薦する側は，相手の嗜
好を対話から聞き出す．そして，その嗜好をもとに知識
グラフから関連する事実を推薦する．また，BaiduWiki
と Douban を情報源とする複数ドメインの知識グラフ
についても構築している.
推薦対話システムの構築は GoRecDial と DuRecDial
で行われている [1][2]．前者では，強化学習によって対
話戦略を学習する手法により実現している．はじめに，
(1) 推薦する側の発話を模倣するように発話を生成する
モジュール (2) 対話履歴と映画の説明から好みの映画
を予測するモジュール (3) 推薦か発話かを選択するモ
ジュールの 3 つのモジュールに対して教師あり学習を
行う．その後，推薦される側の発話からなる用例ベー
スの対話システムとの対話により (2) と (3) に強化学
習を適用し，対話戦略を学習する．後者では，対話シ
ステムが推薦対話と非推薦対話（雑談，質問応答) を組
み合わせて推薦を行う手法を採用している．非推薦対
話により推薦される側の好みを引き出し，推薦対話を
行う．具体的には，非推薦対話によって推薦される側
の俳優の好みなどを聞き出し，推薦対話により俳優が
出演している映画を推薦する．非推薦対話・推薦対話
では知識グラフの情報を利用して対話を行っている．
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上記すべての研究では，対話中のドメインと推薦す
るドメインは同一である．しかし，本研究では推薦と
対話のドメインが一致していない点で異なる．本研究
では (1) 複数ドメインからなる知識グラフを構築 (2) 対
話で言及されたドメインの嗜好情報から，言及されて
いないドメインを推薦する手法の提案を行う．

構築した知識グラフを用いて，話者の嗜好に関連する
観光地を推薦する手法を検討中である．

タスク設定
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本研究では，オープンドメインの雑談対話から話者
が好む観光地を推薦するタスクについて解く．2 名の
話者によるオープンドメインな雑談対話ログ D と推薦
候補である観光地集合 T = {ti }n
i=1 が与えられる．本
タスクでは観光地集合 T に対して一方の話者 A の観光
地集合 T に対する選好度 YTA = {yiA }n
i=1 ともう一方の
B
B n
話者 B の選好度 YT = {yi }i=1 をそれぞれ推定する．
そして，選好度が大きいものから順に好ましい観光地
とみなして推薦する．表 2 に例を示す．話者 A と B は
映画に関する対話を行っており，A は七人の侍を好ん
でいる．この情報をもとに，同映画の撮影に使われて
いる二岡神社を推薦することが今回のタスクである．

3.1

データ収集

はじめに，初対面の 2 人の話者間で 20 分雑談対話を
行う．雑談後，それぞれに 10 個の観光地の集合とその
説明文を渡し，対話相手への観光地の好みを推測して
記入してもらう．具体的には，対話相手が行きたいと答
える可能性が非常に高い (5 点) から非常に低い (1 点)
の 5 段階で評価し，評価値を記入する．最後に，自分
の観光地の好みについても同様に記入してもらう．以
上により，同じ観光地集合に対してそれぞれ相手の評
価と自分の評価の 2 つの評価を得る．相手の評価はモ
デルの予測結果との比較のために用いる．自分の評価
はモデルが予測すべき選好度 YTA ，YTB である．

3.2

観光地候補

観光地集合の情報源として観光地に関する情報源と
して口コミサイトと DBpedia1 を検討している．観光地
集合はレストラン，自然，建造物など様々なカテゴリ
の場所が含まれるようにする．

4

表 2: 雑談と推薦先の例
話者 A 最近映画を見ることにハマっています
話者 B なんの映画が好きなんですか？
話者 A 七人の侍が最近見た映画で一番です
A への推薦先 二岡神社

提案手法

5

おわりに

本研究では，オープンドメイン雑談から推薦を行う
タスクを提案した．現段階ではタスクを解くためのデー
タを収集している．今後の予定として，データを用い
て推薦モデルを学習し，評価を行う．
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雑談対話から話者の嗜好を推定するモデルを用意し，
話者の嗜好を推定する．推定した嗜好と DBpedia から
1 http://ja.dbpedia.org/
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