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雑談対話システムの評価とその問題点
Evaluation of chat-oriented dialogue systems and its problems
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Abstract: Dialogue systems can be divided into two categories: task-oriented dialogue systems
that accomplish certain tasks through dialogue and non task-oriented dialogue systems or chatoriented dialogue systems that perform casual conversation with users. As for the former, its
performance can be measured by task completion measures; however, it is not trivial to perform
the evaluation of the latter. This paper introduces current chat-oriented dialogue systems and
describes how they have been evaluated, highlighting the diﬃculties of evaluation.
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はじめに

対話システムは，ユーザとの対話を通してタスクを遂
行するタスク指向型対話システムとコミュニケーショ
ン自身を目的とする非タスク指向型対話システム（雑
談対話システムとも呼ぶ）に大別される [1]．特に，雑
談対話システムは，Apple 社の Siri や NTT ドコモ社
のしゃべってコンシェルといったスマートフォン上の
パーソナルアシスタントやソフトバンク社の Pepper や
Jibo といったパーソナルロボットが身近になるにつれ，
システムが日常会話を行う必要が生じてきていること
などから，近年注目を集めている．しかし，タスク指
向型対話システムはタスク達成率などの尺度でそのパ
フォーマンスを計ることができるのに対し [2]，後者は
主観的要素も強く，その評価は難しい．このことが，雑
談対話システムの改善サイクルを阻んでいると言える．
本稿では，雑談対話システムの構成法，評価手法を説
明し，現状の評価の問題点について述べる．
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雑談対話システム

雑談対話システムを構成する手法は主に三つある．一
つ目は，ルールベースによる手法で，手作業で入力に
対する応答ルールを記述するものである [3]．高い質の
応答を実現できる一方で，多くの話題に対応しようと
すると，ルール作成にコストがかかる．二つ目は，抽
出ベースの手法で，大量のテキストデータ（たとえば，
新聞記事や映画のスクリプト，ツイッターのデータ）か
ら，現在の入力の応答として相応しいものを抽出する
という方法である [4]．発話の質は低いかもしれないが，
比較的低いコストで多くの話題に対応できる．三つ目
は，生成ベースの手法で，大量のテキストデータの中
でも，会話形式（特に発話ペア）に着目し，機械翻訳で
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用いられる手法を用い，発話を生成モデルによって生
成するというものである [5]．深層学習の進展により人
気となっている手法だが，現在のところ発話の質は高
くない．そのため，現在，生成ベースの手法は，抽出
ベースの手法と組み合わせて用いることが多い [6, 7]．
なお，我々は，発話理解部，対話管理部，発話生成部
からなる構成の雑談対話システムを構築しており，発
話生成部では，ルールベース・抽出ベースの両方の手
法を用いている [8]．
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雑談対話システムにおける評価

音声認識の進展は評価セット（主に，Word Error Rate）
についての精度を改善していくという方法論によると
ころが大きい．このように，評価セットを事前に決め
て，計算機に閉じてアルゴリズムを評価することをオ
フライン評価と言う．一方，対話のようにやり取りの
内容がダイナミックに変わるものは評価セットを構築
することが難しい．その場合は，実システムを構築し，
ユーザにシステムを使ってもらって評価する必要が出
てくる．これをオンライン評価と言う．雑談対話シス
テムの基本的な性能（たとえば，一往復のやり取りを
行う性能）については，オフライン評価が使われるこ
とが多い．しかし，複数回のやり取りの評価はオンラ
イン評価で行うことが多い．

3.1 オフライン評価
雑談対話システムのオフライン評価では，発話選択の精
度，および，発話生成の精度が評価されている．すなわ
ち，ある入力発話について，正解であるシステム発話を
あらかじめ準備しておき，正解を選択できる精度 [9, 10]
や，正解と類似した発話を生成できる精度（BLEU に
似た評価尺度）[11]，もしくは，正解に対する予測性能
（perplexity）[12] などで評価する．なお，正解は人手
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で作成される場合と世の中にすでに存在する対話デー
タを正解として用いる場合がある．また，雑談では，入
力に対するシステム応答のバリエーションが多い．そ
のため，複数の正解を準備しておく方がよい．我々は，
大規模マルチリファレンスを用いる手法を提案してい
る [13]．
雑談対話システムに関する評価型ワークショップの対
話破綻検出チャレンジ [14] では，ユーザとシステムの
雑談ログにおいて，対話の破綻につながるシステムの
不適切な発話を検出するタスクに取り組んでいる．こ
こでは，対話破綻検出の精度が評価尺度となっている．

3.2 オンライン評価
雑談対話システムのオンライン評価では，実システム
をユーザに使ってもらい，その主観評価を行う．主観
評価はアンケートによって行うことが多い．たとえば，
質問項目として，
「システムとの対話は自然でしたか」
や「システムの発話には多様性がありましたか」，
「シ
ステムとまた話をしたいですか」などがある [8]．タス
ク指向型対話では，SASSI[15] のような，評価の観点を
網羅したアンケートが提案されているが，雑談対話シ
ステムにおいては，標準的なものは存在しない．
なお，近年では，クラウドソーシングを用いて対話
システムを評価することも多くなってきた．ユーザ発話
に対するシステムの出力をクラウド上のユーザに速く・
安価に主観評価してもらうといった方法である．抽出
ベースの雑談対話システムに関する評価型ワークショッ
プ NTCIR Short Text Conversation (STC) [16] では，
この手法が取られている．システムが出力した発話に
ついて，入力発話に対する関連度（relevance）を複数
名が評価し，情報検索の尺度である normalized gain な
どを算出している．
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り，どちらかと言えば，破綻の無いような自然な流れ
が実現できればよいとしている評価となっている．し
かし，われわれは雑談によって多くのことを行ってい
る．社会的な関係の構築 [18]，相手の属性・状態・状況
の理解 [19]，思考の喚起・整理 [20]，承認欲の充足 [21]
などが雑談の機能として挙げられる．この中には長期
的な評価が必要なものもある．雑談が実現する機能を
観察し，これらの機能についても個別に評価していく
必要があるだろう．
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おわりに

本稿では，雑談対話システムの手法を紹介するととも
に，現状の評価手法およびそれらの問題点について述
べた．自然性を担保するための評価を行いつつも，雑
談を工学的に扱うために，雑談というものの深い理解
が必要である．人間同士の対話を観察する以外にも，実
際に雑談対話システムをユーザに使ってもらい，どの
ような機能が必要とされているのかについても分析を
進めていく必要がある．
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