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対話を通じた未知語のクラス獲得に向けた暗黙的確認の実現
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Abstract: We have proposed a framework for lexical acquisition through implicit confirmation.
Our method enables a dialogue system to ask an appropriate question for acquiring a category of
an unknown term in dialogues. We analyzed human participant responses to implicit confirmation
requests to verify the feasibility of our approach. The proposed method has been incorporated
into a chatbot in the food and restaurant domain, and we are planning to conduct a user study to
evaluate the eﬀectiveness of the proposed method using the chatbot.
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はじめに

9:;<=

本研究では，特定ドメインの非タスク指向型対話シ
ステムの構築を目指しており，特に食べ物や飲み物に
関する対話を行うものを開発している．
ここで課題となるのが，システムの知識にない単語，
すなわち未知語への対応である．従来のシステムは未
知語を含む発話に対してその場しのぎの応答しかでき
ない．対策としてシステムの開発者による定期的な知
識の更新が挙げられるが，追加すべき単語の数は際限
がないためコストが高い．
そこで本研究では，暗黙的確認により対話を通じて
未知語を獲得することを目指す．ここで未知語の獲得と
は，システムの知識に登録されていない飲食物の，ジャ
ンルに関するクラスを獲得することであるとする．
「ラ
ザニア」が未知語の場合，所属クラスが「イタリアン」
であることを獲得する．これまでに，明示的な質問を
利用した未知語の獲得手法が提案されている [1, 2]．例
えば，
「ラザニア」が未知語である場合，それを含むユー
ザ発話に対して「ラザニアってイタリアンですか？」と
いった質問を行う（図 1 上）．しかしシステムがこの
ような質問を繰り返すと，ユーザは煩わしく感じると
考える．暗黙的確認により，未知語を理解しているふ
りをしつつそれを獲得することを狙う．
提案手法による未知語の獲得は，(1) 未知語のクラス
推定，(2) 推定結果を用いた暗黙的確認要求の生成，(3)
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図 1: 暗黙的確認を利用した未知語の獲得

確認要求へのユーザ応答に基づいたクラス同定，とい
う手順で行う [3]．
「ラザニア」を例にすると，クラス推
定結果「イタリアン」を含めた確認要求「イタリアン
は洒落た料理が多いですよね」によって，
「ラザニア」
の料理ジャンルがイタリアンだと知っているかのよう
な振る舞いにより単調な明示的質問の繰り返しを避け
ながら，クラスの獲得を試みる（図 1 下）．
(3) では，ユーザが「そうだね」といった肯定的な応
答を示した場合に，未知語のクラスを同定できる．し
かし，暗黙的確認要求への応答は多様であり，実際に
ユーザがどう応答するかわからない．
以降では，暗黙的確認による未知語のクラス獲得の
可能性を予備的に確認するために行った被験者実験の
結果と，提案手法を組み込んだ対話システムによる大
規模な対話データ収集実験の計画について述べる．
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表 1: 表層的な意図ごとの応答数とその例文
意図
肯定
否定
不明
合計

2

クラス
正 誤
19
4
3 15
28 31
50 50

例文
「そうだね」，
「そうそう」
「いやいや」，
「そうかなぁ」
「家でもよく作って食べるよ」

暗黙的確認要求に対するユーザ応
答表現の分析

以前我々は 4 名の被験者を対象に，ある単語を含む
被験者の発話，それに対するシステムの暗黙的確認要
求，その確認要求に対する被験者の応答，の 3 発話か
らなるやりとりを 10 個の単語について繰り返し，得ら
れたデータの分析を行った [3]．今回，新たに 6 名の被
験者を対象に同様の実験を行った．
指定した単語についての正しいクラス，誤ったクラ
スを含む確認要求に対する応答を，各被験者からそれ
ぞれ 5 文ずつ，合計で 100 文収集した．得られた応答
表現を，その表層的な意図（「肯定」，
「否定」，
「不明」）
ごとに分類した．意図ごとの応答の数と例文を表 1 に
示す．被験者が確認要求に対して肯定的な応答をした
際，確認要求に含めたクラスは 83%の割合で正しかっ
た（19/(19 + 4)）．
実験の結果より，肯定的な応答を検出することで未
知語のクラスを獲得できる可能性が示された．今後の
課題は，確認要求への応答だけでなく文脈を利用して
ユーザの意図を判別し，応答の意図が「不明」となる
場合でもクラス獲得を試みるための手法を考案するこ
とである．
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暗黙的確認の有効性検証に向けて

み）」や「自己情報（未経験・食）」などがある．CRF，
LR の実装にはそれぞれ CRFsuite1 ，scikit-learn2 を用
いた．発話から飲食物名が抽出され，かつそれが未知
語であった場合，確認要求生成モジュールを呼び出す．
そうでない場合は，システムは通常通り応答を行う．
確認要求生成モジュールの処理の流れを以下に示す．
まずクラス推定モジュールにより，未知の飲食物名の
文字列からその語の所属クラスを推定する．推定には
最大エントロピーモデル [4] を利用し，その実装には
MALLET3 を用いた．クラスの数は合計 28 で，これ
らは我々が以前に定義したオントロジー上のものであ
り [3]，
「イタリアン」や「洋菓子」などがある．そし
て，クラス推定結果と対話行為の推定結果とに応じて
確認要求を生成する．対話行為を 6 つのグループに分
け，それぞれに対応した確認要求の表現を各クラスに
ついて人手で用意することで，対話の流れに沿った確
認要求を生成することを目指す．
例として，
「ラザニア」が未知語である場合を考える．
被験者が「ラザニアが好き」という発話を入力した際，
対話行為の推定結果として「意見（好み）」が得られ，
「ラザニア」のクラス推定結果として「イタリアン」が
得られた場合には，
「イタリアンは洒落た料理が多いで
すよね」といった暗黙的確認要求が出力される．一方
で，被験者が「ラザニアって食べたことない」という
発話を入力した際．対話行為の推定結果として「自己
情報（未経験・食）」が得られた場合には「イタリアン
は洒落た料理が多いですし，一度試してみてください」
という確認要求が出力される．
上記のシステムを用いて，クラウドソーシングによ
り対話データを収集し，暗黙的確認による未知語獲得
手法の有効性を検証予定である．
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