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マルチドメイン音声対話システムにおける
対話履歴を利用したドメイン選択
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複数のドメインを扱う音声対話システムにおいて，対話履歴から得られる特徴量を導入してより精
度良くドメイン選択を行う手法を開発した．本研究ではドメイン選択問題を，応答すべきドメインが，
(I) 1 つ前の応答を行ったドメイン，(II) 音声認識結果に対する最尤のドメイン，(III) それ以外のド
メイン，のいずれかという判別問題ととらえる．対話履歴から得られる特徴量を用いて上記を判別す
る決定木を，ドメイン選択の正解を与えた対話データから学習し，ドメイン選択器を構成した．5 ド
メインのマルチドメイン音声対話システムを実装し，これを用いて 10 名の被験者から対話データを
収集した．この対話データを用いた評価実験の結果，音声認識尤度に基づく従来のドメイン選択手法
に比べ，ドメイン選択誤りが 16.2%削減されることを確認した．

Robust Domain Selection Using Dialogue History
in Multi-domain Spoken Dialogue Systems
Naoyuki Kanda,† Kazunori Komatani,† Mikio Nakano,††
Kazuhiro Nakadai,†† Hiroshi Tsujino,†† Tetsuya Ogata†
and Hiroshi G. Okuno†
We have developed a robust domain selection method using dialogue history in multi-domain
spoken dialogue systems. We define domain selection as a classifying problem among (I) the
domain in the previous turn, (II) the domain in which N-best speech recognition results can be
accepted with the highest recognition score, (III) other domains. We constructed a classifier by
decision tree learning with dialogue data. We implemented a multi-domain spoken dialogue
system with 5 domains, and collected dialogue data from 10 subjects. The experimental result
showed our method reduced 16.2% of domain selection errors, compared with a conventional
method using speech recognition likelihoods only.

1. は じ め に

のドメインを扱うことにより，ユーザの要求が複数の

これまで，飛行機の予約やバス運行情報案内など

またドメイン間での履歴の共有により，シングルドメ

様々なタスクドメインにおいて音声対話システムが作

イン個々を利用するよりもスムーズなタスク達成が可

成されてきた5),10) ．これらのシステムの多くは，扱え

能となる．

ドメインをまたがるような，複雑なタスクも扱える．

るドメインが飛行機予約のみ，バス運行情報のみと 1

マルチドメイン音声対話システムでは，まずユーザ

種類に限られており，ユーザの多様な要求に十分応え

要求の対象ドメインを推定するドメイン選択処理が不

られるものではなかった．そこで本研究では，シング

可欠である．音声を扱うシステムでは音声認識誤りが

ルドメインの音声対話コンポーネントの統合により，

不可避であるため，誤りを含んだ音声認識結果からも

複数のドメインを扱えるシステム（マルチドメイン音

正確にドメインを推定できる頑健さが要求される．最

声対話システム）を開発した．1 つのシステムで複数

も単純なドメイン選択方法は，
「バス」「レストラン」
のようにユーザに明示的にドメイン名を発話させる
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ことである．しかしこの方法は，対話が冗長で自然さ
に欠けるうえに，ユーザはシステム設計者の定義した
ドメインの区切りを理解することを強制され，ユーザ
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に負担を強いることになる．このため，自然なユーザ
発話からの応答すべきドメインの推定が行われてき
た3),4),11) ．これらの研究では，1 発話に対する音声認
識結果から得られる情報のみを用いて応答すべきドメ
インを推定している．このため，音声認識結果が誤り
である場合にはドメイン選択も誤りとなることが多い．
音声認識誤りが生じた場合でも正しいドメインで対
話を行うには，それまでの対話の流れも考慮したドメ
イン選択が必要である．本研究では対話履歴から得ら
れる特徴量を導入することで，音声認識誤りに対して
より頑健なドメイン選択を行う．
また，マルチドメイン音声対話システムでは，シン

図 1 マルチドメイン音声対話システムにおける分散型のシステム
アーキテクチャ
Fig. 1 Distributed architecture for multi-domain spoken
dialogue systems.

グルドメインのシステムよりも構築にかかる労力が大
きい．したがって，新たなドメインの追加や，既存の

本研究でもこの流れに立ち，我々が開発した分散型

ドメインの改変の容易さ（ドメインの保守性・拡張性）

のシステムアーキテクチャ7) に基づきシステムを設計

が高いシステムアーキテクチャが望ましい．これはド

した．システムは大きく分けて，各ドメインでの対話

メイン選択手法においても同様であり，ドメインの変

を担当するエキスパートと，それらを統括するシステ

更や追加にも対応できる枠組みが求められる．

ム本体に分かれる（図 1）．ユーザ発話の処理（言語理

本研究では，マルチドメイン音声対話システムにお

解や応答生成など）は各ドメインごとにエキスパート

いて，対話履歴から得られる特徴量を導入し，音声認

が行い，システム本体ではどのエキスパートにユーザ

識誤りに頑健なドメイン選択を行う手法を提案する．

発話の処理を任せるかの振り分けを行う．また，特定

本研究ではドメイン選択問題を，応答すべきドメイン

のスロットに関しては，一定のプロトコルに従い，シ

が，(I) 1 つ前の応答を行ったドメイン，(II) 音声認

ステム本体を仲介役としてドメイン間で共有を行う．

識結果に対する最尤のドメイン，(III) それ以外のドメ

各ドメインでの処理は各エキスパート内で完結してい

イン，のどれに該当するかを，対話履歴とユーザ発話

るため，システム本体とのプロトコルに従えば，シス

から判別する問題ととらえる．対話履歴から得られる

テム設計者は個々のドメインを独立に設計できる．こ

特徴量を導入して判別器を構成することにより，音声

れにより各ドメインの改良や追加が容易となる．

認識誤りに対してより頑健なドメイン選択が可能とな

このように分散型のアーキテクチャでは，ユーザ発

る．また，上記の 3 クラスは，ドメインが増減しても

話の処理は各ドメインを担当するエキスパートに任

一様に定義できるため，保守性・拡張性が高い．

せてシステム本体は関知しないため，どのドメインに

2. マルチドメイン音声対話システムのアーキ
テクチャ

ユーザ発話の処理を任せるかという判定が重要となる．

マルチドメイン音声対話システムでは，シングルド

の容易さを確保するためには，ドメイン選択で利用す

メインのシステムよりも複雑なシステム設計が必要
となる．各ドメインが密接に関連付けられて設計され
た場合，あるドメインの改変の影響がシステム全体に

本研究ではこれをドメイン選択と呼ぶ．分散型アーキ
テクチャの特長である，新たなドメインの追加・変更
る情報もドメイン非依存である必要がある．

3. ドメイン選択の課題

及ぶため，ドメイン内部での改変や，新たなドメイン

分散型アーキテクチャの枠組みのもとでは，ドメイ

の追加が困難となる．そこで，各ドメインが独立に設

ンの保守性・拡張性を備えたドメイン選択の設計が必

計できる分散型6) のアーキテクチャが提案されてい

要である．さらに，ドメイン選択は音声認識誤りに対

6),8),9),11),12),14),16)

る

．このアーキテクチャでは，ド

して頑健でなければならない．

メインごとに独立して記述できる部分と，ドメイン間

これまでの多くの手法では，音声認識結果から各ド

の依存関係の考慮が必要な部分を切り分ける．後者の

メインごとにスコアを与え，そのスコアが最も高いド

部分を最小化することにより，システム設計者は個々

メインを選択する3),4),11) ．しかし，ドメインへのスコ

のドメインを半独立的に設計でき，各ドメインの改良

アの算出方法が音声認識結果のみに依存しているため，

や追加が容易となる．

音声認識結果が誤りである場合，ドメイン選択も誤り
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となることが多い．さらに，新たなドメインを追加す
る場合にそのドメインの精密な言語モデルを必要とす
るため，ドメインの拡張性が低い．
また，ドメイン選択の際に 1 つ前の応答を行ったド
メインの情報を利用した研究がある．文献 6)，16) で
は 1 つ前の応答を行ったドメインに近いドメインを選
択するような制約を設けている．さらに文献 8) では，

図 2 ドメイン選択の概略
Fig. 2 Overview of our domain selection.

サブゴールが達成されるまでドメイン遷移を行わない．
これらの手法では，1 つ前の応答を行ったドメインが
正しい場合，音声認識誤りや言語理解誤りによって起
こる誤ったドメイン遷移を防ぐことができる．しかし，

1 つ前で推定されたドメインが誤っていた場合，その
誤ったドメインを連続して選択してしまう．この問題
は，1 つ前で推定されたドメインを無条件に信頼して
いるために生じる．本研究では，1 つ前のドメイン推
定の信頼性を表現する情報を，ドメインの履歴や状態
から得ることにより，この問題を解決する．

4. ロバストで拡張性を備えたドメイン選択
4.1 本研究でのドメイン選択の定義
本研究ではドメイン選択問題を，応答すべきドメイ


U1：河原町の居酒屋（レストランドメイン）
S1：河原町の近くの居酒屋を検索します．30 件見つ
かりました．
U2：玉の光が飲めるところ（レストランドメイン）
（玉の光は未知語．
「丹波橋の名所を（寺社ドメイン）」
と誤認識）
↓
S2 誤：丹波橋の名所を検索しました．10 件ありま
す．
（寺社ドメイン）
S2 正：発話が理解できませんでした．その他の条件
はありませんか？（レストランドメイン）







図 3 選択肢 (I) の場合の対話例
Fig. 3 Example in which choice (I) should be selected.

ンが，(I) 1 つ前の応答を行ったドメイン，(II) 音声
認識結果に対する最尤のドメイン☆ ，(III) それ以外の
る（図 2）．ドメイン選択器は，これらの判別器を対

(I) が選択されることで「S2 正」のようにレストラン
ドメインで応答を続けることができる．
さらに選択肢 (III) を定義し判別することで，通常の

話データから学習して構成する．選択肢 (I) は，1 つ

制御が適切でない場合，つまり，1 つ前の応答を行っ

前の応答を行ったドメインを維持する場合に相当し，

たドメインや音声認識結果に基づくドメインのエキス

選択肢 (II) は，ユーザの要求するドメインが変化した

パートに制御権を与えるのが適当でない場合を検出で

ときに，音声認識結果に基づきドメイン選択を行う場

きる．これは誤りが連続した場合に相当するが，ドメ

合に相当する．このように，この枠組みは従来研究で

インは正しいが音声認識が誤りであるのか，ドメイン

のドメイン選択を包含する．さらに選択肢 (III) を定

そのものが誤りであるのかの判断が必要な点で，単純

義し判別することで，選択肢 (I) や (II) が有効でない

に音声認識誤りの連続を検出するよりも難しい問題で

ドメイン，のいずれであるかを選択する問題ととらえ

場合にも対処する．

ある．この例を図 4 に示す．ユーザは U1 でホテルド

音声認識の成否とドメイン選択を分けて考えること

メインに関する発話を行おうとしたが，いい淀んだた

で，音声認識結果が誤りである場合でも，1 つ前に応

め音声認識誤りが生じ，レストランドメインに遷移し

答したドメインが正しければ，それを維持できる．こ

てしまった．U2 で再びホテルドメインに関する発話

の例を図 3 に示す．ユーザはまず U1 でレストランに

を行ったが，さらに音声認識誤りが生じた．このよう

関する発話を行う．次に U2 でもやはりレストランに

な場合，U2 に対して選択すべきドメインは，1 つ前

関する発話を行ったが，未知語を含む発話であったた

の応答を行ったドメイン（レストラン）でもなければ，

め，レストランドメインで理解できる音声認識結果が

音声認識結果に対するドメイン（バス）でもない．こ

得られなかった．この場合，U2 に対する応答はレス

のような状況を検出することで，誤ったドメインでの

トランドメインで行われるべきであるが，従来手法で

対話の継続を防止できる．たとえば，図 4 の S2 正の

は U2 の音声認識結果を受理できた寺社ドメインへ遷

ように，
「［選択肢 (I) のドメイン］または［選択肢 (II)

移してしまう（S2 誤）．このような場合でも，選択肢

のドメイン］の情報についてお尋ねですか？」といっ
た確認が生成できる．

☆

選択肢 (I) と (II) が同じドメインとなる場合は (I) とする．

これらの選択肢は，個々のドメインの判別ではなく，
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U1：京都・
・
・（ホテルドメイン）
（「京都料理（レストランドメイン）」と誤認識）
S1：京都料理でレストランを検索します．50 件あり
ます．
U2：いや京都グランドホテルの場所（ホテルドメ
イン）
（「京都グランドホテルでバス（バスドメイン）」と
誤認識）
↓
S2 誤：京都グランドホテル前からバスでどこまで行
かれますか？
S2 正：レストラン又はバスの情報についてお尋ねで
すか？
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図 4 選択肢 (III) の場合の対話例
Fig. 4 Example in which choice (III) should be selected.

ドメイン間の時系列上での相対的な関係を表すため，
ドメイン数が増減しても一様に定義できる．そのため，
得られた判別器はドメインの数に依存せず利用でき，
保守性・拡張性が高いドメイン選択を実現できる．

4.2 対話履歴を利用したドメイン選択
前節で定義したドメイン選択を行うために用いた特



I1 : (I) のドメインに遷移してから，ユーザの肯定応
答があった回数
I2 : (I) のドメインに遷移してから，ユーザの否定応
答があった回数
I3 : (I) のドメインに遷移する前に，同じドメインで
タスク達成（データベース検索の場合，情報の提
示があったか）されたことがあるか
I4 : (I) のドメインに遷移する前に，同じドメインで
あったことがあるか
I5 : (I) のドメインに遷移してから現在までに変化し
たスロット数
I6 : (I) のドメインに遷移してから現在までのター
ン数
I7 : スロットの変化の度合（= I5 /I6 ）
I8 : システムからの質問への応答における否定応答
の割合（= I2 /(I1 + I2 )）
I9 : 対話におけるユーザの否定応答の割合 (= I2 /I6 )
I10 : (I) のドメインの，現在のタスクの状態
I11 : (I) を選択した場合の，そのドメインのタスク
の状態
I12 : (I) のドメインで言語理解した場合，否定応答
となるかどうか
I13 : (I) を選択した場合，変化するスロット数
I14 : (I) のドメインで言語理解できた音声認識結果
の文としての事後確率





図 5 選択肢 (I) の妥当性を表す特徴量
Fig. 5 Features supporting choice (I).

徴量について説明する．本研究では，従来用いられて
きた，音声認識結果から得られる情報に加えて，対話
履歴から得られる特徴量の導入により，ドメイン選択
の各選択肢が妥当かどうかを表現した．ここでは，選

が埋まっている状態（タスク達成）の 2 種類とした．

択肢 (I) の妥当性を表す特徴量（図 5）と，選択肢 (II)

また，データベース検索タスクの場合1) は，文献 18)

の妥当性を表す特徴量（図 6）を定義し利用した．選

で定義した 2 状態「検索条件の指定」と「情報の提

択肢 (III) は選択肢 (I) と (II) の補集合であるため，選

示要求」とした．そのほかに，そのドメインを選択し

択肢 (I) と (II) のいずれでもない場合に選択される．

た場合の履歴・状態も指標とした．たとえば，そのド

特徴は全部で 32 個用意した17) が，ここでは 4.3 節で

メインを選択したときに変化するスロット数が少ない

有効とされたもののみを列挙している．

場合は，そのドメインで音声認識結果をうまく処理で

選択肢 (I) は，1 つ前の応答を行ったドメインが信

きないと考えられるため，そのドメイン選択は誤りで

頼でき，かつドメインを維持すべき場合に選択される．

ある可能性が高いとする（I13 ）．また，受理された音

ここで利用した特徴量を図 5 に示す．本研究では，対

声認識結果の事後確率を，音響的・言語的にそのドメ

話履歴を用いて 1 つ前の応答を行ったドメインが信頼

インが信頼できるかの指標として利用した（I14 ）．こ

できるかを表現する．たとえば，あるドメインでの対

れは従来の研究で用いられていた指標と同様のもので

話中にユーザの肯定応答（「はい」「そうです」など）

ある．

が多ければ，そのドメインが正しい可能性は高いとす

次に，選択肢 (II) の妥当性を表す特徴量を図 6 に

．反対に，あるドメインでの対話中にシステム
る（I1 ）

示す．ここでも，対話履歴から得られる特徴量を利用

のスロットの状態に変化が見られなければ，ユーザ要

した．ドメイン選択後のタスクの状態や，変化するス

求がそのドメインで処理されておらず，そのドメイン

ロット数などはここでも利用した（II1 ，II3 ）
．また，選

が誤りである可能性が高い（I5 ，I7 ）．また，ドメイン

択肢 (II) をとることで急激な話題の変化が生じる場合

が信頼できる状況でもタスクの状態によってドメイン

は，そのドメイン選択が誤りである可能性が高い．ド

の遷移しやすさが変化するため，これを特徴量として

メインが (II) に変化し，かつドメイン間で共有してい

タスクの種類に応じて用意した（I10 ）．スロットフィ

るスロット値が変化する場合，ドメインが変化するだ

リング型タスク1) の場合は，埋まっていないスロット

けの場合や共有スロットが変化するだけの場合と比べ

がある状態（タスク途中）と必要なすべてのスロット

て話題の変化が大きいため，そのドメイン選択が音声
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II1 : (II) を選択した場合の，そのドメインのタスク
の状態
II2 : (II) のドメインで言語理解した結果が，否定応
答かどうか
II3 : (II) を選択した場合に変化するスロット数
II4 : (II) を選択した場合に変化する共有スロット数
II5 : (II) のドメインが，それまでに存在したか
II6 : (II) のドメインが受理した音声認識結果の文と
しての事後確率
II7 : (II) のドメインが受理した音声認識結果に含ま
れる単語の信頼度の相加平均
II8 : (I) と (II) のドメインで各々言語理解できた音
声認識結果の音響スコアの差
II9 : (I) と (II) のドメインで各々言語理解できた音声
認識結果に含まれる単語の信頼度の相加平均の比



するようになった時点で終了する．このときの
F が判別に利用する特徴量集合となる．

5. 評 価 実 験
5.1 評価用データの収集
提案手法の評価用データを収集するため，マルチド
メイン音声対話システムを実装した．エキスパートを
作成したドメインは，レストランデータベース検索，
ホテルデータベース検索，寺社案内，天気案内，バス
運行情報案内10) の 5 つである．それぞれの詳細を表 1
に示す．システム本体は Java を用いて実装している
が，各エキスパートはどの言語でも動作するように設

 計している．実際，レストラン，ホテル，寺社，天気

図 6 選択肢 (II) の妥当性を表す特徴量
Fig. 6 Features supporting choice (II).

ドメインが Java で実装されているのに対し，バスド
メインは Perl で実装されている．また本システムは，
複数のドメインにまたがるスロットの内容を共有する

認識誤りによるものである可能性が高いとする（II4 ）．

機能を有している．これにより，あるドメインで話題

そのほかに，音声認識尤度最大の解釈結果を持つドメ

になったスロットの値を，後続するドメインに引き継

インで受理された，音声認識結果の事後確率や単語信

がせることができる．今回の 5 ドメインでは地名属性

頼度の相加平均を，選択肢 (II) の音響・言語的な尤も

に対応するスロットを共有させた☆ ．

らしさの指標とする（II6 ，II7 ）．また，選択肢 (I) で

音声認識エンジンは Julian15) を用いた．音声認識

受理された音声認識結果との比較を行い，その音声認

用文法は，各ドメインの言語理解部で用いた言語理解

識結果が曖昧性のあるものかどうかの指標として利用

用文法から自動生成することにより得た．音響モデル

する（II8 ，II9 ）．

には Julius ディクテーションキット付属15) の 3000 状

4.3 ドメイン選択で利用する特徴量の選択

態 PTM トライフォンモデルを利用した．またシステ

本研究では，4.2 節で定義した各特徴量を用いてドメ

ムからの応答には，図 3，図 4 の対話例に示される

イン選択器を構成した．特徴量の中には判別に悪影響

ように音声認識結果を含ませることで暗黙的な確認を

を及ぼすものがあるため，事前に以下の手順により特

行った．さらにシステム発話は，音声合成を行うとと

徴量選択を行った．以下では，ドメイン選択器の学習

もに画面上にテキストで表示した．これらによりシス

用対話データと，ドメイン選択精度の評価用対話デー

テム・ユーザ間に誤解が生じないようにした．

タが用意されていると仮定している．ただし，今回は

上記のシステムを用いて，10 名の被験者から対話

対話データが少ないため，クロスバリデーション法を

データを収集した．被験者はまず，音声入力のタイミ

用いて評価を行った．

ングに慣れるため簡単なシナリオに基づき 10 分ほど

(1)

文献 17) で定義した特徴量の集合を F とする．

練習を行った．その後ドメインを 3〜4 回変更するこ

(2)

F に含まれる特徴量から 1 つを選択し，( 3 )〜
( 4 ) を行う．これを F に含まれる特徴量すべ
てに対して行う．

とを想定したシナリオに基づいて対話を行った．同様

(3)
(4)
(5)

データ収集時のシステムでは，音声認識結果の 10-

選択された特徴量を a とし，F から a を取り

best 解の上位から順に言語理解を行い，最初に言語理

除きドメイン選択器を学習する．

解できた発話から得られたドメインを選択した．ただ

得られたドメイン選択器を用いてドメイン選択

し，1 つ前の応答を行ったドメインには，音響尤度に

精度を算出する．
特徴量を取り除くことでドメイン選択の精度が

40 を加算して比較した．この値は予備実験に基づき
決定した．

向上した（もしくは変化がなかった）場合，最

実験により得られた発話は総計 2,205 発話（221 発

も精度の向上が大きかった特徴量を F から取
り除き，( 2 ) に戻る．

(6)

の条件で 3 対話を行った．

どの特徴量を除いてもドメイン選択精度が悪化

☆

地名属性は，ドメインにより表現や粒度が異なるので，緯度・経
度情報として共有することで，各ドメインにおける表現に変換
できるよう実装した．
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表 1 各ドメインの概要
Table 1 Speciﬁcations of each domain.
ドメイン
レストラン
ホテル
寺社
天気案内
バス運行情報
全体

タスク
の種類

音声認識の
語彙サイズ

スロット数

DB
1,562
10
DB
741
9
DB
1,573
4
SF
87
3
SF
1,621
3
―
7,373
―
DB：データベース型検索タスク
SF：スロットフィリング型タスク

話/人，74 発話/対話）で，単語正解率は 63.3%であっ
た．単語正解率が低いのは，文法外，語彙外発話によ
る音声認識誤りが起きたときに，ユーザが同様の発話
を繰り返して誤りを増加させる傾向に起因する．また，
音声認識率の低い話者ほどタスク達成までの発話数が
多くなるため，全体として低い単語正解率となってい
る．収集したデータには，ユーザ発話の音声認識結果
が肯定応答（「はい」など）であったものが 274 発話含
まれる．これらに対しては，正解がほぼ「(I) 1 つ前の
応答を行ったドメイン」となるため，以下の評価はこ
れらを除いた 1,931 発話を対象とした☆ ．なお肯定発
話を含む全 2,205 発話に対する評価も併記している．
収集したユーザ発話には，各ターンごとにシステム
が応答を行ったドメインを記録し，ユーザ発話の書き
起こしをもとに以下に従って正解ラベルを付与した．

(1)

ユーザ発話に対する正解ドメインが，1 つ前の
応答を行ったドメインと同じ場合，ラベル (I)
を付与する．

(2)

(I) 以外の場合で，ユーザ発話に対する正解ド
メインが，音声認識結果の N-best 解の中で最

図 7 対話データから得られた決定木
Fig. 7 Decision tree constructed from dialogue data.


U1：明日の気温をお願いします（天気ドメイン）
（「パスタをお願いします（レストランドメイン）」
と誤認識．
）
S1：フードタイプがパスタのレストランを検索して
もよろしいですか？（レストランドメイン）
U2：天気をお願いします（天気ドメイン）
（「円福寺をお願いします（寺社ドメイン）」と誤認
識．ドメイン選択の結果，選択肢 (III) が選択さ
れた．
）
S2：レストランまたは寺社についてお尋ねですか？







図 8 (III) その他のドメインが選択された対話例
Fig. 8 Example in which choice (III) was selected.

も認識スコアの高い結果を解釈できたドメイン
である場合，ラベル (II) とする．

ます」と発話したが，
「パスタをお願いします」と誤認

( 3 ) 上記以外の場合にはラベル (III) を付与する．
今回の対話データに対して学習器 C5.02) を用いて生

識され，レストランドメインへ遷移してしまった．こ

成した決定木を図 7 に示す．生成された決定木のうち

ようにシステムからユーザへの確認が行われた13) ．こ

最も上位に現れた特徴量は音声認識スコアの差（II8 ）

れに対しユーザは，
「天気をお願いします」と発話した

であった．また，1 つ前の応答を行ったドメインでの肯

が（U2），今度は「円福寺をお願いします」と認識さ

のとき，
「パスタ」の単語信頼度が低かったため，S1 の

定の回数（I1 ）や対話における否定の割合（I9 ），その

れてしまった．このとき，選択肢 (I) はレストランド

ドメインに遷移してから変化したスロット数（I5 ）な

メイン，選択肢 (II) は寺社ドメインに対応する．(II)

ど，対話履歴から得られる特徴の多くが上位に現れた．

のドメインと (I) のドメインで各々受理した音声認識

この決定木を用いてドメイン選択を行った場合のシ

結果のスコアの差は 26.2 であった．また，(II) のドメ

ステム動作について，図 8 の対話を例にとり説明す

インで受理した音声認識結果に含まれる単語の信頼度

る．ここではユーザは U1 で「明日の気温をお願いし

の相加平均は 0.64 と小さかった．(I) のドメインに遷
移してからのユーザからの確認応答は 1 つもなく，そ

☆

「いいえ」などの否定応答は，選択肢 (I) と (III) を判定する必
要があるため評価対象とした．

のドメインでタスクが達成されたこともなかった．さ
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表 2 全発話に対するドメイン選択結果の confusion matrix（ベースライン手法/本手法）
Table 2 Confusion matrix in domain selection for all utterances (baseline / our method).
正解 \ 判別結果
(I)1 つ前のドメイン
(II) 音声認識結果に
対する最尤のドメイン
(III) その他のドメイン
計
(適合率)

(I)
1,289 / 1,291
84 / 99

(II)
162 / 85
299† / 256†

(III)
0 / 75
0 / 28

計 (再現率)
1,451 (0.89 / 0.89)
383 (0.74 / 0.62)

293 / 172
1,666 / 1,562
(0.77) / (0.83)

78 / 42
539 / 383
(0.52) / (0.62)

0 / 157
0 / 260
(―) / (0.60)

371 (0 / 0.42)
2,205
(0.712 / 0.765)

†

音声認識結果に対する最尤のドメインが複数存在し，その曖昧性を解消できなかった誤りが，
それぞれ 17 ずつ含まれる

表 3 肯定発話を除いた場合のドメイン選択結果の confusion matrix（ベースライン手法/本手法）
Table 3 Confusion matrix in domain selection after removing aﬃrmative
utterances (baseline / our method).
正解 \ 判別結果
(I)1 つ前のドメイン
(II) 音声認識結果に
対する最尤のドメイン
(III) その他のドメイン
計
(適合率)

(I)
1,031 / 1,023
78 / 95

(II)
162 / 87
299† / 247†

(III)
0 / 83
0 / 35

計 (再現率)
1,193 (0.86 / 0.86)
377 (0.75 / 0.62)

283 / 161
1,392 / 1,279
(0.74) / (0.80)

78 / 42
539 / 376
(0.52) / (0.62)

0 / 158
0 / 276
(―) / (0.57)

361 (0 / 0.44)
1,931
(0.680 / 0.732)

†

音声認識結果に対する最尤のドメインが複数存在し，その曖昧性を解消できなかった誤りが，
ベースライン手法で 17，本手法で 15 存在する

らに，変化したスロットはまだ 1 つもない☆ ため，変

は α の値が大きいほど，1 つ前の応答を行ったドメイ

化したスロットの対話における割合は 0 である．(II)

ンを維持する制約が大きくなる．α = 0 のときは，ドメ

を選択した場合のタスクの状態は「検索条件の指定」

インを維持する制約をまったく用いず，音声認識結果

であった．これらの特徴量から，図 7 の決定木をたど

のみからドメイン選択を行う手法に相当する．α = 35

ると，選択肢 (III) 「その他のドメイン」が選択され

としたときに，誤り数が最も少なくなり，618 であっ

る．その結果，誤ったドメインで対話を続けることを

た．ドメイン選択誤り率は 32.0%（=618/1,931）で

防止するための，
「レストランまたは寺社についてお尋

あった．この中には，正解ラベルが「1 つ前の応答を

ねですか？」という確認を行える（S2）．

行ったドメイン」
「音声認識に対する最尤のドメイン」

5.2 ドメイン選択の精度の評価
以下の 2 種類の方法で，ドメイン選択を行った場合
の誤り数を比較評価した．

ベースライン手法の枠組では正解を選択できない発話

ベースライン手法：音声認識結果を受理できたドメ
インのうち，認識スコアが最大のものを選択する．

のどちらでもないものが 361 個含まれる．これらは
である．
次に，本手法による評価を示す．表 2 に全データに
対する場合，表 3 に肯定発話を除いた場合のドメイ

ただし，1 つ前の応答を行ったドメインには，認

ン選択結果を，それぞれ confusion matrix の形で示

識スコアに値 α を加算して比較した．

す．表中の各項目では，左の数字がベースライン手法，

本手法：提案するドメイン選択を行う．今回，ドメ
イン選択器は C5.0

2)

により構成した．

右の数字が本手法によるドメイン選択結果を表す．ま
た，対角線上の項目がドメインが正しく選択された発

評価はいずれも発話ごとに行った．また，同一スコ

話数に相当し，それ以外の項目がドメイン選択を誤っ

アのドメインが複数存在した場合，その中からランダ

た発話数に相当する．ここでは被験者ごとにデータを

ムに 1 つのドメインを選択して正解判定を行った．

分割した 10-fold のクロスバリデーションにより評価

ベースライン手法で，α の値を 0 から 100 まで変化
させた際のドメイン選択誤りの数を調査した．ここで

結果を得た．この評価結果は，決定木のカットオフパ
ラメータを実験的に最適化した場合の値を示している．
表 2 の結果の方が，判別の容易な肯定発話が含まれる

☆

ユーザへ確認中のスロットは，変化したスロットとして計数し
ていない．

分，表 3 と比べてドメイン選択精度は全体的に 3%程
度高い．
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以下，表 3 について詳しく説明する．まず，本手法

音声認識結果からドメインを推定するものや，1

によりドメイン選択誤りの数が 618 から 518 まで減少

つ前の応答を行ったドメインを信頼してそのドメ

し，全体のドメイン選択精度が 68.0%から 73.2%へと

インを維持する研究は行われていたが，音声認識

5.2%向上した．ドメイン選択誤りの削減率は 16.2%
（100/618）である．また，ベースライン手法では選択

結果から得られるドメインと 1 つ前のドメインの
いずれもが妥当でない状況の存在を指摘した研究

肢 (III) は選ばれない（表 3 の 3 列目）のに対し，本

事例はない．本研究では，これらの状況を検出す

手法では 158 発話を検出している．これは，音声認識

ることで誤ったドメインでの対話の継続を防止で

結果に対するドメインと 1 つ前に応答したドメインの

きることを指摘し，ドメインの妥当性を表現する

両方が誤りである状況の約半分において，回復戦略を

特徴量の導入によりその検出を行った．
• 様々な特徴量を用いた，ドメインの保守性・拡張

とるべき状況を検出できたことを示している．さらに，
選択肢 (I) では，適合率が 0.74 から 0.80 に向上し，F

性の高いドメイン選択法を実現した．これまでの

値が 0.80 から 0.83 に上昇した．また，選択肢 (II) で

ドメイン選択では，各ドメインに対して判別スコ

は，再現率が 0.75 から 0.62 へと減少したが，適合率
が 0.52 から 0.62 へと向上し，F 値は 0.61 で変わら
なかった．このように本手法では，それまでのドメイ

アを算出していた．そのため，対話データなどか

ン選択精度を落とすことなく，従来検出できなかった

るという問題があった．これに対し本手法では，

選択肢 (III) を検出している．
今回の評価実験では，本手法によるドメイン選択精
度が 73.2%であり，いまだ 26.8%のドメイン選択誤り

ら判別スコアを算出する場合には，ドメインを追
加するたびに新たな対話データの収集が必要であ
ドメイン選択の対象を 3 クラスに抽象化すること
により，ドメインの増減に対応できるドメイン選
択法を実現した．

が残っている．このうち，選択肢 (II) の判別に関し

今後は，選択肢 (III) が検出された際の最適なドメ

ては，主に音声認識の精度がドメイン選択の精度に影

イン回復戦略の適用方法が課題となる．また今回の実

響を与えている．今回の実験では音声認識の単語正解

験では改善が十分ではなかった部分に関して，新たな

率が 63.3%と低い中での評価であったために，選択肢

特徴量の設計などの検討が必要である．

(II) の判別精度が低くなっていると考えられる．また，
実際は選択肢 (I) もしくは (II) であるものを，選択肢

究（A），特定領域「情報学」，若手研究（B）），21 世

(III) と誤って判定したものが，118 発話存在した．こ
こで，選択肢 (III) であるものを選択肢 (I) や (II) と
誤って選択した場合には，誤ったドメインでそのまま
対話が進行してしまうのに対し，本来選択肢 (I) や (II)
であるものを選択肢 (III) に誤っても，ユーザへのド
メインの確認などのドメイン回復戦略が行われ，誤っ
たドメインでの対話が進行するわけではない．そのた
め，これらの誤りが対話に及ぼす悪影響は少ない．

6. ま と め
本稿ではマルチドメイン音声対話システムにおい
て，対話の状態や履歴を用いることで音声認識誤りに
対してより頑健にドメインを選択する手法について述
べた．被験者 10 名による評価実験では，本稿で提案
した手法により，従来手法に比べドメイン選択誤りが

16.2%削減されることを確認した．
本研究の意義を以下に示す．
• 1 つ前の応答を行ったドメインと音声認識結果に
対する最尤のドメインの両方が適切でない状況を
検出する必要性を指摘し，対話から得られる情報
を用いることでその検出を可能とした．これまで，
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