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Abstract: We describe a dialogue state tracking (DST) method for a statistical dialogue system.
The method detects values unseen in training based on the combination of relevant keyword extraction and cosine similarity-based probability estimation. We implemented a prototype dialogue
system for shopping mall guidance using the DST method. We demonstrate that our dialogue
system interacts with a user whose goal includes unseen values.
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はじめに

スマートフォンやデジタルサイネージの普及に伴い，
スタッフに代わってユーザの質問に回答したり案内を
する対話システムが使われるようになってきた．対話
システムでは，ユーザの発話を正しく理解することが
重要であり，近年では深層学習を用いた高精度な手法
が提案されている (例えば [1])．しかし，一般に深層学
習を用いた手法は学習データに含まれる意図は正しく
理解できるものの，学習データに含まれなかった意図は
理解することが困難である．そこで，我々は未学習の意
図も理解できる対話状態推定 (dialogue state tracking:
DST) に取り組んできた [2]．
今回，未学習の意図を理解できる DST を組み込んだ
統計対話システムを試作した．以降では，そのシステ
ムについて述べる．

(a) 対話画面

(b) オントロジー編集画面
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統計対話システム

図 1: ショッピングセンター案内システム

ショッピングセンター案内タスク [3] 向けに統計対話
システムを試作した．ユーザが買いたい商品や希望す
る価格帯などを伝えると，その要望にあう店舗を検索
し紹介する．その際，対話システムが参照するオント
ロジーにバリューを追加したり削除できる．対話シス
テムはオントロジーの変更を受け取ると，次のユーザ
を案内する時からその変更を反映させて対話を行う．

図 1 に対話システムのインターフェースを示す．図 1(a)
は対話の様子を表しており，画面左側に対話の履歴が
表示され，画面右側には条件にあう店舗の情報と DST
結果を表す棒グラフが表示される．図 1(b) はコンテ
ンツ管理画面を表しており，ここからオントロジーを
編集したり店舗 DB に新しい店舗を追加することが出
来る．
この統計対話システムは，大きく DST モジュール，
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たら「○○」の部分が重要である』と学習する．その
ため，提案法では「○○」の場所にある単語が未学習
のバリューであってもその単語が重要であると推定で
きる．

2.2

対話制御は，強化学習により構築したモデル [3] を使
う．このモデルは，特徴量を抽出する際にバリューの
値を直接使用せず，
「最も確率の高いバリュー」，
「2 番
目に確率の高いバリュー」のように置き換えてから使
用している．そのため，未学習のバリューも学習した
バリューも同じように扱うことができる．

図 2: DST モデル
対話制御モジュール，コンテンツ管理モジュールに分け
られる．DST モジュールは直前のシステム応答とユー
ザ発話とから，スロットが取るバリューの確率分布を
出力する．対話制御モジュールは，DST の結果に基づ
き，対話システムが次に取るべき行動を選択する．コ
ンテンツ管理モジュールは，DST や対話制御が参照す
るオントロジーをシステム管理者が編集できるように
するための機能を提供する．

2.1

対話制御モジュール

2.3

対話状態推定モジュール

DST には注意機構を使った再帰ニューラルネット (Recurrent Neural Network: RNN) を用いる (図 2)．RNN
は，ユーザ発話を表す単語ベクトル (wt ) から，重要な
単語を強調して足し合わせた重み付け和 (c) を計算す
る．この c と各バリューの単語ベクトルとのコサイン
類似度に基づき，そのバリューがユーザ発話の意図で
ある確率を計算する．この確率は，直前のシステム応
答から推定した確率，1 ターン前の確率と統合され現
在のターンでの対話状態となる．
このモデルの特徴は，注意機構を用いてユーザ発話
の中からバリューの推定の手がかりとなる単語を抽出
する点である．具体的には，単語ベクトル (wt ) を双方
向 LSTM と全結合層により隠れ状態 (zt ) へ変換する．
次に，softmax 関数を使って隠れ状態をアテンション
重み (αt ) に変換し，その重みを使った単語ベクトルの
∑
重み付き和 (c =
αt wt ) を出力する．
一般的な RNN を使った手法では，バリューを表す
単語の影響が大きく，それ以外の単語の影響は小さい．
そのため，未学習のバリューを表す単語の影響も小さ
く DST で検出されにくい．一方，提案法は注意機構と
学習時の単語ドロップアウトの導入により，特定の単
語の影響が大きくなりにくく文全体から重要な単語を
推定できる．例えば，一般的な RNN は「靴が買いた
い」などの学習データから「靴」が重要であると学習
する．一方，提案法では『「○○が欲しい」と言われ
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コンテンツ管理モジュール

コンテンツ管理モジュールは，オントロジーにバリ
ューを追加 / 削除したり，店舗 DB の店舗情報を編集
するインターフェースを提供する．対話システムは新
しい案内を開始する際にオントロジーと店舗 DB の変
更を自動的に取り込み，新しいコンテンツに基づいた
対話を行う．
例えば，楽器屋 A が新しくオープンする場合，店舗
のスタッフが店舗 DB に楽器屋 A の場所や電話番号，
取り扱い商品など必要な情報を登録し，オントロジー
の取り扱い商品スロットに「楽器」を追加する．そうす
ると次の対話から対話システムは「楽器」をバリュー
として理解したり楽器屋 A を紹介したりできるように
なる．
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おわりに

我々が取り組んでいる対話状態推定の概要と，それ
を活用したショッピングセンター案内システムを紹介
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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