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1.まえがき
近年，ユーザと雑談を行う対話システムが広く利
用されている．ユーザの発話（ユーザ発話と定義）
に対しシステムが共感を示す応答をすることは，ユ
ーザの満足を向上する可能性がある．本稿ではこの
ような対話を実現するために，ニュースに関連する
ツイートをシステムの応答（システム応答と定義）
として対話を行う手法を提案する。予備実験を通し
て、ユーザ発話と同じ極性(Positive,Negative)の
ツイートをシステム応答とすることで、ユーザの共
感が高まることが示唆された。極性を考慮した提案
対話手法と既存の対話手法の比較評価実験を行い，
提案手法は既存手法と比較し，より共感度の高い対
話が実現できることを確認した．

2.関連研究
山口ら[1]は，学生とカウンセラーとの対話にお
いて，学生の発話とカウンセラーによる相槌を学習
させ，発話が入力された際，適切な相槌を予測する
手法を提案している．この手法は，システム応答が
一定数であるため，応答の種類が乏しい．Jiwei ら
[2]によれば，過度に学習した Deep Learning を用
いた対話システムでは，「分からない」等の種類の
数が乏しい応答をしがちになり，その結果対話が終
了してしまうことが報告されており，良い応答では
ないと主張している．従って，より共感度の高い対
話システムを実現するためには，バリエーション豊
かな応答が可能な手法が必要となる．

3.提案手法
2 章で述べた課題に対して， ニュースに関連す
るツイートをシステム応答として対話を行う手法を
提案する。ユーザ発話に対してどのようなツイート
を提示することが最も共感を生むかは自明ではない
ため，ユーザ発話の極性に対し，システムが同じ極
性のツイートを応答すれば，ユーザの共感度は高ま
るという仮説を立てる．
仮説を検証するための対話システムの構成を図1
に示す．次の手順でユーザとの対話を行う．(1)コ
ンテンツ情報をニュース記事とし，ユーザの趣味嗜
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図1

提案手法における対話システムの構成

好に応じて記事を選択する．(2)文の感情分析を行
うGoogle API§を用いて記事に関連するツイートの
極性を予め3極性（Positive, Negative, Neutral）
に分類する．(3)対話開始時に記事のタイトルをシ
ステムが読み上げる（システム発話）．(4)システ
ム発話に対しユーザが任意の発話を行い， Google
APIを用いて発話内容の極性の判定を行う．(5)ユー
ザ発話の極性を考慮して，(2)で3極性に分類したツ
イート群の中から1つを選択し，その群の中で特に
主観表現を豊富に含むツイート1件を文献[3]の手法
を用いて選択する．

4.予備実験
4.1 実験データの収集と評価方法
3 章で述べた仮説を検証する．例えば，ユーザの
Negative な発話に対し，システムは Negative に応
答する場合と Positive に応答する場合で，どちら
がユーザに共感を与えるかを調べる必要がある．
Yahoo!ニュースから取得した 3 件の記事と各記事に
関連するツイート各 45 件を予備実験に利用する．
ツイートは 4 名の作業者で極性を付与する．システ
ム発話として記事のタイトルを，ユーザ発話及びシ
ステム応答としてツイートをそれぞれ作業者とは別
の被験者に提示する．ユーザ発話及びシステム応答
それぞれに 3 極性を割り当て，計 9 条件を設定する．
条件ごとに 5 対話を用意し，計 45 対話を実験デー
タとする．
実験データの各対話に対し，「ユーザ発話に対す
るシステム応答がユーザに共感を感じさせたと思う
か」という問い方で，被験者 8 名に対し，-3 から 3
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表1

までの共感度のアンケートに回答させる．表 1 に共
感度と評価項目を記す．

共感度

評価項目

-3
-2
-1
0
1
2
3

全く感じさせない
ほとんど感じさせない
どちらかというと感じさせない
どちらともいえない
どちらかというと感じさせる
ほとんど感じさせる
非常に感じさせる

4.2 評価結果
3 件のニュース記事における，被験者 8 名による
全対話の平均共感度の結果が表 2 である．ここでは，
平均共感度が 0 よりも大きい場合，共感が得られた
とみなすものとする．
ユーザ発話の極性が Positive，Negative の場合，
それぞれ応答として Positive，Negative を示すと
ユーザの共感が得られることが分かった．また，ユ
ーザ発話の極性が Neutral の場合，どの極性の応答
をしてもユーザの共感が得られなかった．この結果
から，提案手法ではユーザ発話が Positive または
Negative であれば，同じ極性のツイートを応答し，
ユーザ発話が Neutral であれば，文献[1]を参考に
相槌を応答とする．

5.提案手法の評価

表2

ユーザ

発話

共感度と評価項目

予備実験における平均共感度

Positive
Negative
Neutral

表3
平均共感度

Positive
0.983
-0.908
-0.417

システム応答
Negative
Neutral
-1.217
-0.417
0.058
-0.583
-0.583
-0.158

各手法における平均共感度
相槌手法

ランダム手法

提案手法

-0.125

0.000

1.000

5.1 評価方法
提案手法の有効性を評価するため，ユーザ発話に
対しシステムが 6 種類の相槌の中から 1 つ応答する
相槌手法と，ニュース記事に関連するツイートから
ランダムに 1 件選択し応答するランダム手法と比較
し，評価実験を実施した． 実験は対話システムの
アプリケーションを搭載したスマートフォン上で行
う．また，システム発話→ユーザ発話→システム応
答→ユーザ発話→システム応答を 1 対話とする．
ランダム手法と提案手法では，Yahoo!ニュースか
ら取得した 3 件の記事と各記事に関連する引用ツイ
ート計 1033 件を実験に利用する．
8 名の被験者が実験に参加し，各被験者は相槌手
法・ランダム手法・提案手法の順にそれぞれニュー
ス記事 1〜3 に関する対話を行う．各対話の実施後，
「あなたの発話に対するシステムの応答に対して，
共感を感じましたか？」という問い方で，表 1 と同
じ評価項目のアンケートに回答させる．また各手法
について自由記述による主観評価を求める．

5.2 評価結果
3 件のニュース記事における，被験者 8 名による
全対話の平均共感度の結果が表 3 である．表 3 では，
平均共感度が 0 よりも大きい場合，共感が得られた
とみなしている．
3 手法の中で平均共感度が最も低い手法が相槌手
法で，最も高い手法が提案手法であることが分かっ
た．また，平均共感度が 0 を上回った手法は提案手
法のみであることが分かった．
相槌手法に関しては「回答が面白くない」等の意
見があり，ランダム手法に関しては「応答が一方的
に感じた」等の意見があった．
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提案手法に関しては「意味のある回答が多い」等
の意見があった．提案手法による対話を実施した際
のログを見ると，ユーザ発話に対して共感を示す応
答が多かった．一方で，ユーザ発話とシステム応答
の内容の極性は同じではあるが，それぞれ異なる内
容であるため，文脈が合わずに共感度が低くなった
対話例も見られた。

6.結論と今後の課題
本 稿 で は ， ユ ー ザ 発 話 が Positive ま た は
Negative であれば，同じ極性のツイートを応答に
利用し，ユーザ発話が Neutral であれば，相槌を応
答とする手法を提案した．被験者実験によって，提
案手法は既存手法と比較して，より共感度の高い会
話が実現できることを確認した．今後の課題として
は，違和感のない自然な対話を実現すべく，ユーザ
発話に対して文脈を考慮した発話内容に関連性の高
いツイートを選択し，応答する仕組みを構築する必
要がある．
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