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Abstract: Chat-oriented dialogue systems only work in limited scenes in many cases and are
typically not customizable. In contrast, we have realized an open domain chat-oriented dialogue
system by automatically generating utterances using a wealth of topics on the Web. Furthermore,
it can be adapted to a wide variety of scenes because it is customizable. In this paper, we describe
our platform for building dialogue systems and our chat-oriented dialogue system, which achieved
the best performance in a preliminary round of the dialogue system live competition.
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はじめに

近年，雑談対話システムの需要が高まっている [1, 2]．
雑談対話システムは，玩具やロボット等の様々な利用
シーンが考えられることから，それぞれに合わせた対
話を行うことで，ユーザが長期間利用し続けたくなる
ような，対話継続欲求の高い対話が実現できる可能性
が高い．しかしながら，従来の雑談対話システムは，特
定のドメインにしか応答できなかったり，カスタマイ
ズが困難であったりと，利用シーンが限定されてしま
う場合が少なくない．
NTT ドコモでは「自然対話プラットフォーム」とい
う共通プラットフォームを開発している．自然対話プ
ラットフォームは，
「シナリオ対話」と「意図解釈」，
「知
識 Q&A」，
「雑談対話」の 4 つの基本エンジンで構成さ
れている．その中でも，雑談対話エンジンは，Web 上
の豊富なトピックを利用して発話することで，多様な
話題に対応できるオープンドメインな対話を実現して
いる．さらに，カスタマイズ性が高く，あらゆるシー
ンで利用可能である．具体的には，キャラクタ性の付
与とシーンにそぐわない不適切発話の除去，システム
発話選択モジュールの優先度の変更により，カスタマ
イズを行うことができる．
本稿では，まず，自然対話プラットフォームについて
説明する．次に，雑談対話エンジンの概要と，対話シス
テムライブコンペティション（ライブコンペ） [3] 用にカ
スタマイズした雑談ボットについて述べる．最後に，ラ
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イブコンペの予選で実施されたユーザ評価において，カ
スタマイズを行ったボット（MarikoZatsudanBot）が，
ユーザの対話継続欲求が高い対話を実現できているこ
とを示す．
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自然対話プラットフォーム

図 1 に，自然対話プラットフォームの構成図を示す．
自然対話プラットフォームは，
「シナリオ対話」と「意
図解釈」，
「知識 Q&A」，
「雑談対話」の 4 つの基本エン
ジンで構成されており，それぞれのエンジンを自由に
組み合わせることで，あらゆる対話を実現できる．本
プラットフォームの一部は「xAIML SUNABA1 」とし
て，記述言語仕様と開発環境を公開している．
シナリオ対話エンジンは，あらかじめ用意したシナ
リオによって，ユーザとシステムとの対話を実現する．
ユーザ発話にマッチするシステム発話を用意しておく
ことで，ストーリー性のある対話を実現できる．外部
連携機能を使用することで，外部サービスと連携する
など複雑な対話シナリオを記述することも可能である．
対話シナリオは，ソフトウェアエージェント記述言語
Artificial Intelligence Markup Language (AIML) [4]
をドコモが独自拡張した「xAIML」により記述する．
xAIML では，条件分岐や再帰処理を記述したり，文章
の上位概念化や正規化を行うことで，よりロバストな
マッチングを実現している．意図解釈エンジンでは，曖
昧な表現が含まれるユーザ発話を「タスク」と呼ばれ
る発話意図（e.g. 天気，ニュース）に自動的に分類す
1 https://docs.xaiml.docomo-dialog.com
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図 1: 自然対話プラットフォーム構成図

4. 発話生成部は複数のモジュールを保持しており，
発話タイプ分類部において選択されたモジュール
において，出力すべきシステム発話を決定する．
ここでは，複数あるうちの 4 つのモジュールにつ
いて述べる．

る．各タスクに必要な情報（e.g. 場所，日時）の抽出
も行うことができる．知識 Q&A エンジン [5] では，知
識を問うユーザ発話（e.g. 「富士山の高さは？」）に対
して回答を行う（e.g. 「3,776m です」）．雑談対話エ
ンジンについては，3 章で説明する．これらの各エンジ
ンが連携することで，より自然な対話を実現している．

ユーザ情報に基づく発話選択部 ユーザ情報デー
タベースに格納された情報を使用した発話
を出力する（e.g. 「そういえば，読書が趣
味って言ってましたよね？好きな本を読ん
でリラックスしてはいかがでしょう．
」）．

雑談対話エンジン
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本章では，雑談対話エンジンの概要について述べ，本
エンジンの特徴である，大規模発話データベースとカ
スタマイズ機能について説明する．

3.1

システム発話選択部 焦点と次のシステムの対話
行為の組み合わせで，大規模発話データベー
ス（3.2 参照）から発話を選択する（e.g. 「い
ちごは美味しいです」）．

概要

質問発話選択部 ユーザ情報に関する質問（e.g.
「趣味は何ですか？」）を行い，ユーザ情報
を引き出すとともに，話題転換を行う．

雑談対話エンジンは，ユーザ発話が入力されると，次
の処理を実行する．

システム属性回答部 システムの情報を問うユー
ザ発話（e.g. 「あなたの名前は？」）に対し
て，システム属性情報を使用して発話を生
成する（e.g. 「名前はマリコです」）．

1. 発話理解部では，ユーザの入力文を解析し，焦
点（話題を表す単語）と対話行為 [6] を推定する．
また，平野ら [7] の手法を用いて，ユーザ発話に
ユーザ自身に関する情報（趣味や嗜好など）が含
まれる場合には抽出してユーザ情報データベース
に格納する．

5. 出力前変換部では，Miyazaki ら [8] の手法を用い
て，選択されたシステム発話を指定したキャラク
タの特徴を持つ語尾や特有のワードに変換し，シ
ステム発話として出力する．

2. 対話制御部では，これまでの対話の履歴から，次
にシステムが出力すべき発話の対話行為を決定
する．
3. 発話タイプ分類部では，機械学習のモデルとルー
ルを併用し，次のシステム発話を出力すべき発話
生成部のモジュールを決定する．

3.2

大規模発話データベース

本エンジンは，Higashinaka ら [9] の手法を用いて，
焦点（話題を表す単語）とそれに紐づく発話からなる，
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約 4,000 万の大規模発話データベースを構築している．
まず，大量の Web データを解析することにより，焦点
とそれに紐づく述語項構造のペアを抽出する．そのう
ち，一定以上の頻度で出現しているペアのみを採用す
ることで，ノイズを除去する．次に，それらの述語項
構造ペアを平叙文に変換し，各対話行為に即した発話
文になるよう文末を変換して，発話データベースに格
納する．

表 1: 対話例（S:システム発話，U:ユーザ発話）

S:
U:
S:
U:
S:

3.3

カスタマイズ機能

本エンジンにおいて，カスタマイズ機能と定義して
いるものを次に述べる．
キャラクタ性の付与 システム属性情報として予め用意
しておくことで，キャラクタのプロフィール情報
を発話に使用することが可能である．さらに，キャ
ラクタに関する文書があれば，そこから発話文を
自動生成することができるため，発話データベー
スに追加することで，よりキャラクタに特化した
トピックに対応できる可能性が高まる．また，出
力前変換部において，指定したキャラクタ風の口
調にシステム発話を変換することができる．
不適切発話の除去 利用シーンによって，不適切な発話
の定義は異なると考えられる．我々は，NTT メ
ディアインテリジェンス研究所の技術協力のもと，
焦点とそれに紐づくシステム発話に対して，セン
シティブ情報のラベルを付与する技術を開発した．
「センシティブ」とは，システムの発話として望ま
しくない可能性があることを表し，例えばモラル
に違反する発話やタブー，デリケートな話題や発
話が該当する．本エンジンでは，発話データベー
スに格納されているシステム発話に対して，セン
シティブ情報のラベルを付与を行い，利用シーン
に応じて削除するラベルを決定し，そのラベルに
紐づく発話をデータベースから除去する．
システム発話生成部モジュールの優先度 発話タイプ分
類部において，次のシステム発話を出力すべきモ
ジュールを決定しているが，その優先度を変更す
ることが可能である．また，複数のモジュールで
選択された発話を連結し，1 つのシステム発話と
して出力することも可能である．
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コンペ用のチャットボット構築

自然対話プラットフォームの技術を用いて，ライブコ
ンペ用にカスタマイズしたチャットボット（MarikoZatsudanBot）を構築した．カスタマイズした雑談対話エ

U:
S:
U:
S:

[user name] さん、こんにちは。私の名前はマ
リコやで。今日はなにしとったん？
今日はイチジクのコンポートを作ってましたよ。
赤ワインで作ってるんだね
そうです。庭にたくさんイジチクが実ったんで
ね。
最近はハードディスクに録画するから、再生も
巻き戻しも楽やで
ビデオと違って擦り減らないからいいよね。
今の若い人はビデオの巻き戻しとかわかんない
んだろうね
おそらくデッキを見たことがないんじゃないか
な。
デッキは古いね

ンジンを中心に，シナリオ対話エンジンと知識 Q&A エ
ンジンの組み合わせで構成している．頻出のユーザ入
力フレーズ（e.g. 「ねむい」）に対しては，シナリオ対
話エンジンを用いたキーワード発話を行い（e.g. 「ね
むくない」），知識を問うユーザ発話に対しては知識
Q&A エンジンを呼び出して回答している．
雑談対話エンジンは，今回は 15 ターンと短い対話の
中で評価が実施されることから，システム主導で対話
が展開されるようにカスタマイズを行った．具体的に
は，質問発話選択部とユーザ情報に基づく発話選択部
が選択される優先度を高くすることで，システムから
話題転換行う発話を積極的に出力するようにした．ま
た，ユーザ情報を発話に使用することで，システムへ
の親しみやすさが向上することがわかっていることか
ら [10]，より話題継続欲求の高い対話の実現に寄与で
きると考えられる．さらに，親しみやすさの向上と，よ
り印象に残りやすい対話を実現するため，関西弁の女
性キャラクタを設定した．システム属性情報にキャラ
クタのプロフィールを登録しておき，出力前変換部で
システム発話を関西弁に変換している．また，キャラ
クタ設定に合わせて，政治や宗教，国家に関する発話
は不適切と考え，発話データベースより除去した．
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ユーザ評価

ライブコンペの予選において，約 30 名のクラウド
ワーカによるユーザ評価が実施された．ユーザがシス
テムと 15 ターン（ユーザ発話とシステム発話合わせて
30 発話）の対話を行い，対話終了後に「どれくらいま
た話したいと思うか」という 1 つの評価軸にて 5 段階
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で評価（1 が最も良い）を行った．
ユーザ評価の結果は，参加していた 11 チーム中で最
も評価が高く，スコアも 1.97 であることから，本ボッ
トに対するユーザの対話継続欲求が高いということが
示された．表 1 に，評価時の対話例を示す．
「コンポー
ト」や「デッキ」のような出現頻度の低い焦点に対し
ても自然な応答ができており，大規模発話データベー
スが有効であることがわかる．
また，ユーザの自由入力のコメントにおいて，関西
弁についてのコメントが複数見られた．概ね親しみや
すいという意見であり，キャラクタ性の付与には一定
の効果があることがわかった．
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まとめと今後の課題

本稿では，ユーザが長期間利用し続けたくなるよう
な対話継続欲求の高い対話の実現を目標とし，利用シー
ンに合わせてカスタマイズ可能な雑談対話エンジンの
開発を行った．本エンジンの特徴を次に述べる．1 点
目は，Web 上の豊富なトピックを利用してシステム発
話データベースを生成することで，あらゆるユーザ入
力に応答することができるという点である．2 点目は，
利用シーンに合わせたカスタマイズが可能な点である．
具体的には，キャラクタ性の付与とシーンにそぐわな
い不適切発話の除去，システム発話選択モジュールの
優先度の変更により，カスタマイズを可能にした．本
エンジンの技術を用いて構築したチャットボットに対
して，ライブコンペにおいてユーザ評価を行い，ユー
ザの対話継続欲求が高い対話を実現できていることが
示された．
本エンジンの機能は，商用サービス「かたらい2 」で
提供されている．今後は，実サービスで使用される中
で課題を抽出していき，より自然な対話を行う雑談対
話エンジンへと改良を続けていく予定である．
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