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Abstract: One approach to generating system utterances in a chat-oriented dialog system is
selecting a sentence that is related to the user’s utterance from a set of utterance candidates prepared in advance. This paper proposes a method for automatically constructing a set of utterance
candidates for a chat-oriented dialogue system in a specific domain. It generates a large amount
of sentences from Wikipedia articles related to the domain of the system, and then excludes sentences inappropriate as system utterances using a classifier that exploits position information in
the Wikipedia articles.
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はじめに
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近年，雑談対話システムに関連する様々な研究が行な
われているが [東中 14]，どのような話題でも扱うオー
プンドメインのシステムは，ユーザの発話内容が非常
に多岐にわたるために，まだ適切な応答が困難である．
そこで，我々は，特定の話題を扱う特定ドメインの雑
談対話システムの研究を行っている．
雑談対話システムにおいて，発話文の候補を大量に用
意しておき，その中からユーザの質問に関連が高いもの
をシステムに出力するという手法がよくとられている
が [稲葉 12]，発話候補文集合を人手で作成するのは労力
がかかる．発話候補文集合を自動構築する方法として，
Twitter1 を用いる方法が提案されているが [稲葉 14]，
本研究では，より信頼できる情報源として，Wikipedia
を用いる方法を提案する．具体的には，Wikipedia 日
本語版2 の記事にあるテキスト情報から，語彙情報を用
いたフィルタリングと口語体への変換を行った後，記
事中の位置情報を用いて，システム発話候補として不
適切な文を除外する方法を提案する．

提案手法

提案手法では，まず当該ドメインに関連する Wikipedia の記事から，HTML の<p>タグに属する文のみを
テキストとして抽出し，句点 (。) 区切りで文に分割す
る．次に，文脈がないと理解できないような文を除外
する．具体的には，「先述」，
「参照」，
「この」，
「その」
などの，文脈依存の文であることを示す語を含む文を
除外する．
その後，残った文を，人手で構築した規則を用いて
口語体に変換する．この規則を用いることで，
「乳酸菌
は通常、腸内細菌として棲息しているが、ヨーグルト
の乳酸菌は、腸内定着することはできない。
」という文
は，
「乳酸菌は通常、腸内細菌として棲息していますけ
ど、ヨーグルトの乳酸菌は、腸内定着することはでき
ないんですよ。」3 のように変換される．
また，文中にトピック（記事名）が存在しない場合に
は，トピックの補完を行う．文中にトピックが存在し
ない文に対して，その文の文頭に「“[トピック] って，”」
を付け加える．例えば，“餃子” の記事に属する文から
口語体に変換された文「ポーランドやスロバキアでは
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ピエルクと呼ばれるんですよ」は，この処理によって，
「餃子って，ポーランドやスロバキアではピエルクと呼
ばれるんですよ」のように変換される．日本語の文章
では，既に登場した主題を省略することが多いため，こ
の処理を行うことで，雑談対話システムが出力しても
ユーザが理解できる文となる．
以上の処理によっても，まだシステム発話として不
適切な文が残る．たとえば，一文で意味内容が理解で
きなかったり，トピックと内容が対応していなかった
りする．そこで，その文が Wikipedia の記事のどこか
から取り出されたかの位置情報（表 1）を用いて，不
適切な文を除外する．これらの位置情報をどのように
組み合わせて用いるかは，データから学習する．
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評価

提案手法のうち，最後のステップである，記事中の位置
情報を用いた不適切文除外の評価を行った．我々は料理
に関する雑談対話システムを構築しているため，料理分
野に関するトピックを無作為に 60 個選択し，Wikipedia
からの文抽出，フィルタリング，及び口語体への変換
を行なった．なお，品詞の識別には MeCab4 を用いた．
この処理によって得られた 2,427 文に対して，大学生 3
人でアノテーションを行なった．アノテーションの基
準は以下の 3 つである．

(1) 日本語として不自然である
(2) 一文で意味・内容を理解できない
(3) トピックと内容が対応していない

特徴量

表 1: 利用する特徴量
説明

f1
f2
f3
f4

ヘッダの種類 (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>)
所属するヘッダの番号
所属する段落の番号
所属する段落における文の番号
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おわりに

本稿では，Wikiepedia から，特定ドメインの雑談対
話システムの発話候補文集合を作成する方法を提案し
た．提案手法における，システム発話として不適切な
文の自動検出の精度は十分とは言えないものの，記事
中の位置情報という単純な情報が，複雑な要因によっ
て決定される，発話候補文の利用可能性と一定の関連
性を持つことを示した．判別器によって得られる尤度
を利用し，発話候補文をランキングすることで，利用
可能文抽出の適合率を高めることも可能である．
今後は，記事中の位置情報以外の特徴量を用いるこ
とで利用可能性判定の精度を向上させる．また，利用
可能文と利用不可能文のラベル付けを行った三人の一
致率が十分高い値でないことが判別器の学習に悪影響
を及ぼしていると考えられることから，ラベル付けの
基準をより明確にして行く．
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