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Abstract: 雑談型対話システムにおいて，システムが多様な話題を展開することは会話を継続するために重要な課題であ
る．既存のシステムではユーザーから提示された話題語をそのままシステムの話題語として利用する場合などが多く，話
題の展開はあまり重要視されてこなかった．本研究では，話題語の展開を分散表現と連続値遺伝的アルゴリズムを用いて
行う方法を提案する． 
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1. はじめに 

 

対話システムにおける研究には 2 つの方向性が存在してい

る．一つは特定のタスクを解決するという明確な目標を持つ

タスク指向型の対話システムであり，もう 1 つは特定の目標

を持たず，ユーザーとの雑談を目的とする非タスク指向型対

話システムである[1]．非タスク指向型の対話システムはタス

ク指向型の対話システムと比べてより広い話題に柔軟に返答

出来る必要があるなど，構築において困難な点が多い． 

多くの非タスク指向型対話システムでは，ユーザーからの

入力文から話題語と呼ばれる発話における最重要単語の抽出

を行う．これは様々な既存システム[2-4]において行われてい

る処理であり，ユーザーの発話文を解析しシステムの発話文

を生成する際に重要な情報として利用される場合が多い．既

存の対話システムではこの話題語をそのままシステムの話題

語として利用する場合などが多い．より話の展開に富んだ小

気味良い対話を実現するためにはシステムが多様な話題を展

開することが重要であると考えられる．本研究ではユーザー

の入力文から抽出した話題語を入力として，より話が広がる

話題語に展開するための手法を提案する． 

関連研究としては，中野ら[5]の手法は話題展開を行う手法

を提案している．これは単語の分散表現[6]を用いて応答文中

の話題語を類義表現に変換することで，ユーザーの入力文に

おける話題語と類似した表現を獲得出来るような手法である．

この手法は話題を転換するのに単語の分散表現を応用してお

り，話題語の変換自体を目的とはしていない． 

本手法では話題語の変換を目的とした手法の提案を行う．

具体的にはまず，ユーザー発話文から話題語を抽出しその話

題語の分散表現を評価関数への入力とする．次に，複数の評

価関数を定義した実数値遺伝的アルゴリズムを用いて適切な

話題語の分散表現を生成する．評価関数としては対話データ

中の話題語の対応関係をニューラルネットワークによって学

習したもの，連想概念辞書中の単語対応関係を学習させたも

の，ルール的な処理などを重み付けし，統合して用いる．複数

個の評価関数を統合して用いることで，データからの傾向と

辞書的知識，経験則的なルールなど様々な方面の知識を統合

して単語を選択することが可能になる．また遺伝的アルゴリ

ズムを用いて単語の選択を行うことで実際の対話中で発生す

る可能性がある，話題の展開する際に生じるあいまい性をモ

デリングできる可能性が考えられる． 

2. 提案手法 

 

2.1 提案手法の概要 

提案手法の概要を図 1 に示す．本提案手法ではユーザーか

らの入力文を受け取った後，最初に話題語の抽出を行う．話

題語の抽出は既存システム[7]などでも用いられている，各単 

語の IDF値(Inverse Document Frequency:逆文書頻度)を比較

 

図 1 提案手法の概要 
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する手法を用いた．IDF 値は各単語𝑡に対して以下の式で定義

される値である． 

𝑖𝑑𝑓(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑁

𝑑𝑓
) + 1 (1) 

ここで，𝑁は全文書数，𝑑𝑓は各単語𝑡が出現する文書数を表す． 

ユーザーの発話文に対して形態素解析を施し，その結果出力

された名詞の中で最も IDF 値の高い単語を話題語とした．各

単語の IDF 値については 2016 年 4 月 18 日時点での日本語版

Wikipediaデータを使用し算出した．具体的には，Wikipedia

記事中における各章を一文章として扱い，各単語の IDF 値を

計算した． 

次に，抽出した話題語を分散表現に変換する．分散表現と

は低次元の実数値ベクトルのことであり，単語を表現する手

法として近年様々なタスクに使用されている．今回は

word2vec[8]を用いて単語の分散表現を生成した．また

word2vec の学習には IDF 値の算出と同様に日本語 Wikipedia

コーパスを利用した． 

話題語の分散表現を生成した後に，評価関数を複数個用い

た実数値遺伝的アルゴリズムを用いて変換後のベクトルを生

成する．提案手法では実際の対話コーパス中の話題後ペアを

学習したニューラルネットワーク，連想概念辞書中の単語ペ

アを学習したニューラルネットワーク，ルールによる単語分

散表現と出力候補ベクトルとの評価の 3 つを評価関数として

統合して利用した．この手法の詳細については 2.2 節にて述

べる． 

遺伝的アルゴリズムを用いた実数値ベクトルの生成後は，

そのベクトルと最も類似度の高い分散表現を持つ単語を変換

後の話題語として出力する．この際の類似度計算には Cosine

類似度を用いる．2 つのベクトル�⃗�, �⃗�の間の Cosine 類似度は

以下の式で表される． 

cosine(�⃗�, �⃗�) =
�⃗�. �⃗�

|�⃗�|| �⃗�|
 (2) 

出力する変換後の話題語候補については，話題語となりうる

名詞群中から出力を行う．今回の提案システムでは人とシス

テムとの対話を記録したコーパスの 1 つである対話破綻検出

コーパス[9]に出現している話題語 1,426 語を出力候補の話

題語として用いた． 

 

2.2 実数値遺伝的アルゴリズム 

話題語ベクトルの変換には，実数値の遺伝的アルゴリズム

を用いる．通常，遺伝的アルゴリズムは離散値の問題に対す

る最適化を行う際用いられるメタヒューリスティクスの一つ

である．しかし，各パラメータの値を実数値に変更すること

で特定の特徴空間上で探索を行うアルゴリズムとして利用す

ることが出来る[10]．本提案手法ではこの特徴空間上での探

索を分散表現の生成に応用する．遺伝的アルゴリズムは探索

結果が初期値に依存しやすいという欠点があるが，この欠点

に関しては生成される分散表現が一意に定まりにくいという

ことで今回の提案手法には利点として考えられる．これは実

際に人が雑段対話などを行う際，話し相手が返答する話題の

展開などは多くの場合一意に定まらず，あいまいさが生じる

と考えられるからである．話題語を展開する手法は様々なも

のが用いられている[3-4,11]が，その多くは入力された話題

語に対して出力が一意に定まるようになっている．本提案手

法では遺伝的アルゴリズムの初期値に依存して結果が変わり

やすいという性質を用いることで，出力単語のあいまい性を

モデリングすることを目指す． 

提案手法にて利用する実数値遺伝的アルゴリズムでは，複

数個の評価関数を統合して利用する．これは，遺伝的アルゴ

リズムは複数の解候補を同時に比較する手法であるため，多

目的関数の最適化に関して有利な点が多いためである[10]． 

具体的な遺伝的アルゴリズムの構成としては，300 個の実

数値ベクトルを初期個体集団として生成し，優れた 100 個体

を選択し，生存させる．また交叉も優れた 100 個体に対して

行い，突然変異として世代交代毎に新たに 100 個のランダム

な実数値ベクトルを生成する．提案手法において用いる実数

値遺伝的アルゴリズムでの交叉は算術交叉[12]を用いる．2つ

の個体ペアx, 𝑦が与えられた際の算術交叉は以下の式で表さ

れる． 

𝑥′ = 𝜆𝑥 + (1 − λ)y (3) 

𝑦′ = (1 − 𝜆)𝑥 + 𝜆𝑦 (4) 

ここで，𝑥′, 𝑦′はそれぞれ交叉後の新個体を表し，𝜆は重みを表

す．提案手法では𝜆 = 0.5とした．また統合した評価関数𝑓(𝑥)

に関しては以下の様な式を用いる． 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝜔𝑚

𝑀

𝑚=1

𝑓𝑚(𝑥) (5) 

ここで，f𝑚(𝑥)は各評価関数を，𝜔𝑚は各評価関数に対する重み

を表す．遺伝的アルゴリズムの終了条件は最適な個体が 10世

代に変化しなかった場合とした． 

 

2.3 遺伝的アルゴリズムに使用する評価関数 

本提案手法では，以下の 3種の評価関数を統合し利用する．

以下，それぞれの評価関数について詳述する． 

(1) 対話コーパスを学習したニューラルネットワーク 

対話コーパス中に存在する話題語の対応関係を，4 層ニ

ューラルネットワークを用いて学習しその出力値を評価

関数の値として利用する．具体的なニューラルネットワ

ークの構成を図 2 に示す．図 2 の左側が学習時の構造，

右側が評価関数として利用する際の構造を表している．  

 

 

図 2 ニューラルネットワークの構造 
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対話コーパス中で連続する 2 発話からそれぞれ抽出した

話題語のペアをそれぞれ単語の分散表現に変換し，入力

として用いる．学習時のラベルには，実際にその話題語

のペアが対話コーパス中に存在する適切なものであれば

正例として 1 を与え，コーパス中に存在していないもの

であれば負例として 0 を与える．実際に遺伝的アルゴリ

ズム中で使用する際には図 2 の右側に示されているよう

に，遺伝的アルゴリズムの解候補ベクトルとユーザーの

入力文中の話題語を入力としてネットワークの出力値を

評価関数の値として利用する．分散表現を入力として正

誤を 2 値で出力するニューラルネットワークは述語項構

造の選択選好性推定[13]や SVO モデルの推定[14]など，

自然言語処理のタスクにおいて注目を浴びているモデル

の一つであり，分散表現を入力とすることで未学習デー

タに対して柔軟に対応することが期待できる．具体的な

構成として，ネットワークの中間層数は 2 層，中間層の

ノード数は 2,000 とした．また目的関数は最小二乗誤差

を利用し，勾配降下の更新規則には Adam[15]を利用した．

また正例の学習データとして，対話破綻検出コーパス中

のシステムの発話に対するユーザーの発話における話題

語のペアを抽出し，利用した． 

(2) 連想概念辞書[16]を学習したニューラルネットワーク 

連想概念辞書とは，人手により構築された大規模な連想

関係データの一種である．この辞書中のデータを利用し

たニューラルネットワークについても，ネットワークの

構造や学習方法は図 2 に示されているものと同様のもの

を用いて学習を行った．また今回各単語に対する類義概

念のみを学習データとして用いた． 

(3) コサイン類似度による評価 

評価関数として，コサイン類似度を用いる．これは中野

ら[5]の研究などでも示されているように，分散表現が類

似した表現を応答文に用いることで上手く話題転換出来

る可能性が示唆されていることから加えた指標である．

このような経験則的な関数を評価関数として任意の数併

用することができるため，拡張性が高いのもこの手法の

利点であると考えられる． 

 

3. 出力例と分析 

 

3.1 ニューラルネットワークの出力例 

予備的な分析として，2.3節(1)，(2)のニューラルネット

ワークの有効性についての分析を行う．学習後の具体的な評

価関数の出力値について，入力単語対と出力値の例を表 1に

示す．表 1の入力単語 1と入力単語 2は，ニューラルネット

ワークに分散表現を入力する単語を表す．今回の具体例では

雨という単語とそれぞれ異なる 7種類の単語を(1)のデータ

で学習済みのニューラルネットワークに入力している． 

学習データの列は，それぞれのペアが学習済みかどうか，

学習済みの場合はそれぞれが正例として学習されているのか

負例として学習されているのかが示されている．評価値の列

はニューラルネットワークの出力値が示されており，0から1

の間の値となっている．表 1から，学習に使用されているデ

ータは学習の際のラベルの値とほとんど変わらない値が出力

されていることが見て取れる．また未学習のデータについ

て，雨や傘などの天気，天候などに関連している雪や雹とい

った単語に関しては出力の値も 1に近い値が出力されている

ことが見て取れる．逆に天候などとあまり関連のない犬や機

械といった単語に関しては出力値が小さい値となっているの

が見て取れる．これらのことから，分散表現を入力としたニ

ューラルネットワークを利用することで未学習の単語に対し

て柔軟な評価値の出力を行える可能性が示唆される． 

 

3.1 提案手法による話題の変換例と分析 

2.2 節の(5)式における各評価関数に対する重み𝜔の値をそ

れぞれ𝜔(1) = 0.64, 𝜔(2) = 0.18, 𝜔(3) = 0.18とした場合の話題

語の展開例を表 2に，それぞれ𝜔(1) = 0.33, 𝜔(2) = 0.33, 𝜔(3) =

0.33とした場合の例を表 3 に，それぞれ𝜔(1) = 0.25, 𝜔(2) =

0.50, 𝜔(3) = 0.25とした場合の例を表 4 に示す．各入力文とそ

の話題語，それに対する変換の結果が表に示されている．そ

れぞれの結果を見ると，まず入力文の単語に対して任意の単

語変換が行えていることが見て取れる．また，パラメータの

値を変更することで出力の結果に大きな違いが生じているこ

とが見て取れる．表 2 では勉強という単語に対しては小説や

楽しみなど，話題の展開に繋がる可能性が考えられる単語の

出力が見られるが，ブドウという単語に対しては正方形など

の的外れな単語の返答も見られる．表 3 ではブドウという単

語に対してはトマトやバナナなど，類義していて話題をそち

らの方向にもっていったとしても違和感が生じにくい単語に

変換が行われていることが見て取れる．これはコサイン類似

度による評価関数に対する重みづけが大きくなったため，入

力文中の話題語の類義表現に対する評価値の出力が大きくな

表 2 話題語の展開例(𝜔(1) = 0.64, 𝜔(2) = 0.18, 𝜔(3) = 0.18) 

入力文 入力文中の話題語 変換後の話題語 

天気が良い 天気 天気，プレイヤー 

雨が降っている 雨 雨，波，祭り 

勉強をする 勉強 小説，楽しみ，人 

夜が長い 夜 本，人 

ブドウを食べたい ブドウ ビール，正方形 

 

表 1 ニューラルネットワークの出力例 

入力単語 1 入力単語 2 学習データ 評価値 

 

 

 

雨 

雨 正例 0.943 

傘 正例 0.992 

エイリアン 負例 0.026 

雪 未学習 0.904 

雹 未学習 0.940 

犬 未学習 0.302 

機械 未学習 0.001 
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ったことによると考えられる．また表 4 については連想概念

辞書の学習結果に対する重みづけを大きくしているが，結果

の出力としては勉強という入力に対する出力がバカンスやサ

ッカーになるなど，的外れなものとなっている．このような

的外れな単語が出力されてしまう原因として，学習コーパス

中のデータ量が少ないという点が考えられる．連想概念辞書

は人手により構築されているためノイズは少ないが，カバー

されている範囲が偏っているとう難点が存在する．また対話

コーパスにおいても同様の偏りや学習時の負例の偏りなどが

存在する可能性は考えられ，その結果出力が的外れな単語と

なっている可能性が考えられる． 

上記のような学習データ中の偏り修正や𝜔などのパラメー

タ調整は精度向上のための重要課題であると考えられ，これ

らを最適化する遺伝的アルゴリズムの手法や学習データの作

成方法などを調査していく必要があると考えられる． 

 

4. おわりに 

 

本稿では，対話システムにおける話題の展開手法を提案し

た．実数値遺伝的アルゴリズムと複数の評価関数を組み合わ

せることで未知語や未学習語に対して高い柔軟性を保ちつつ，

より多様な方向へ話題を導けるような話題語の変換を行える

可能性が示唆された． 

今後は評価関数の改良や遺伝的アルゴリズム自体の改良，

変換後の単語からの文生成を行い，またその結果について

様々な視点からの定量的評価などを行っていく予定である． 
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表 3 話題語の展開例(𝜔(1) = 0.33, 𝜔(2) = 0.33, 𝜔(3) = 0.33) 

入力文 入力文中の話題語 変換後の話題語 

天気が良い 天気 天気 

雨が降っている 雨 雨，日差し，音 

勉強をする 勉強 夏休み，政治，英語 

夜が長い 夜 夜中，人生 

ブドウを食べたい ブドウ トマト，バナナ 

 
表 4 話題語の展開例(𝜔(1) = 0.25, 𝜔(2) = 0.50, 𝜔(3) = 0.25) 

入力文 入力文中の話題語 変換後の話題語 

天気が良い 天気 天気，ニュース 

雨が降っている 雨 桜，気，特番 

勉強をする 勉強 バカンス，サッカー 

夜が長い 夜 波，時，かもめ 

ブドウを食べたい ブドウ カクテル，シラス 

 


