
環境知能とは

これまでＮTTコミュニケーション科

学基礎研究所では，利便性・効率性

偏重の価値観から脱却し，情報通信

技術（ICT）が豊かさとQoL（Quality

of Life）の向上へ貢献することを目指

す「環境知能」と冠するプロジェクト

に，取り組んできました（1）．その目的

は，コミュニケーション科学の技術開

発で実現される新たな生活様式を提言

すること，そして「知能統合」という

言葉で表せる融合領域研究に戦略的

に取り組むことです．

私たちは，環境知能の世界観を図１

のように「たくさんいる」「いたずらを

する」「呼べば答える」「隠れている」

などの言葉で表現しました．現在，こ

れらの課題に対して，工学的に実現す

る方法に取り組んでいます．その方法

を次に紹介します．

プロジェクトでは最初に，環境知能

が実現するさまざまな生活様式をいく

つかのシナリオというかたちで示しまし

た．以下にその１つを簡略化したもの

を示します．

・シナリオ：複数の人が部屋の中で

会議をしている．その中に混じっ

ていくつかの環境知能がいる．

・環境知能１：場の雰囲気を読む．

和気あいあいか険悪か．そして，

話の内容から議題が何であるかを

知る．

・環境知能２：「…って何だっけ？」

といった人間の対話から情報を集

めて議論のヒントを提示する．

対話処理技術

果たして前述のシナリオはどの程度，

達成されたのでしょうか．この点に関

して，今まさに取り組んでいる対話の

研究をお話します．図２に私たちが進

めている多人数対話実験システムの様

子を示します．雰囲気を読むシステム

を目指し，このようなシステムを使っ

て，煩わしさを感じさせない気の利く

「間」で行動する環境知能の研究を実

施しているのです（2）．また，自然な対

話制御を実現するため，「話したい」

「聞いてもらいたい」という欲求を満た

す対話処理技術の研究も行っていま

す（2）．以降では，後者の研究に焦点

を当てて説明します．
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環境知能を実現する統計的対話処理の研究

図１　環境知能の生態 
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本稿では，環境知能を実現するために必要不可欠な統計的対話処理技術，
および統計的対話制御手法の有効性を評価するための実験結果について紹介
します．
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統計的対話制御手法

さまざまな環境において，人に対し

て柔軟に対話を行うシステムを人手で

プログラミングすることは，莫大な労

力を必要とします．さらに，このよう

な複雑なプログラムを矛盾なく書くこ

とは困難です．そこで私たちは，図３

で示すように，人と人あるいは人とシ

ステムとの対話から，自動的に対話制

御を学習する統計的対話制御手法を

開発しました．この学習には，強化学

習という手法を用いています．強化学

習では，システムがある状況である行

動をしたときに，それがどれぐらい適

切な行動であるかを決める「報酬」と

いう値を設定します．強化学習は，将

来にわたって得られる報酬を最大にす

る行動を選択する対話制御を，試行錯

誤を繰り返しながら決定する手法です．

この手法は，ロボットの行動を学習す

る機構を中心にさまざまな分野で利用

されていますが，対話システムで利用

する場合には，システムの動きを決定

する報酬をどう設定するかが問題となっ

ていました．そこで私たちは，より良

い対話を実現するため以下の２つの報

酬を設定しました（3）．

（1） 満足度に関する報酬

人と人あるいは人とシステムの対話

を評価者に見てもらい，対話の満足度

を評価してもらいます．例えば，「シス

テムはユーザの言うことをよく聞いて

くれましたか？」などの質問を行い，

７段階でスコアをつけてもらいます．

（2） 自然性に関する報酬

当初，私たちは満足度の報酬だけで

システムが十分動作すると予想してい

ました．しかし，実際に実験を行って

みると，対話システムは，人であれば

当然行う挨拶などの対話を省いて，い

きなり評価の高い対話をするようになっ

てしまいました．これを改善するため，

評価は高くないけれども頻繁に行われ

る対話も重要であると考え，これらの

対話にも高い報酬を与えました．

以上の２つの報酬を同時に設定する

ことで，満足度が高く，かつ自然な対

話を実現する聞き役対話システムの対

話制御を実現しました．

評 価 実 験

次に私たちは，統計的対話制御手

法を実験によって評価しました（4）．今

の技術では，人と人の対話のように複

図３　強化学習による統計的対話制御手法 
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図２　多人数対話実験システム



雑な文をコンピュータが自働的に作成

することは，極めて困難なことです．

そこで，私たちの提案手法では，「質

問」や「相槌」といった行動の単位で

の対話制御を実現しました．この行動

の単位をここでは「対話行為」と呼び

ます．統計的対話制御手法の性能を

確かめるために，ルールや隠れマルコ

フモデルを用いたシステムとの評価実

験を行いました．評価は次の３つの

STEPからなります．

・STEP1：統計的対話制御手法と

５つの比較用システム（後述）を

構築して，それぞれから評価用の

対話行為列をシミュレーションに

よって出力します．

・STEP2：評価用の対話行為列を

見て，直接評価を行うことは困難

です．そこで，一度人手で自然な

対話文に直し，それを評価しま

す．自然文に直す際には，まず，

それぞれの実験参加者に日常的な

状況を提示します．具体的には，

時間・食べたもの・一緒に食べた

人を提示しました（例：「夕食」

に「肉じゃが」を「家族」と食べ

た）．そしてその状況に自分が置

かれていると想定して，16人の実

験参加者に対話を作成してもらい

ました．

・STEP3：STEP2とは異なる実験

参加者３人がそれぞれSTEP2で

作成されたすべての対話について

「もしあなたが話し役だった場合，

いい聞き役であると感じたか」と

いう軸に対して７段階で評価を行

いました．

■比較用システム

統計的対話制御手法により対話デー

タからシステムの対話行為の制御方法

を学習しました．この評価では，ユー

ザの動きを学習し，その動きをまねる

シミュレータを利用しました．システ

ムの対話行為は学習した対話制御手法

を使って生成しました．すなわち，実

際のユーザは対話を行わず，コンピュー

タとユーザの代わりのシミュレータが自

動的に対話を行います．ユーザとコン

ピュータは33の対話行為を生成しま

す．以下に比較のために用意した５つ

のシステムを示します．

（1） 満足度のみ

このシステムは統計的対話制御手法

と全く同じ手法を用いていますが，自

然性の報酬は使わず，満足度の報酬の

み使用しているという点が異なります．

このシステムの目的は，自然性の報酬

が必要かどうか評価するために用意し

ました．

（2） 隠れマルコフモデル（HMM）

隠れマルコフモデル（HMM: Hidden

Markov Model）は確率モデルの１

つで，対話行為の流れを確率的に学

習することができます．システムおよび

ユーザの対話行為はこのモデルから生

成されます．

（3） 典型的対話行為列

先行研究で得られた知見をもとに作

成されたルールを使って，システム，

ユーザ両方の対話行為に対して，対話

系列を作成します．

（4） 人－人対話行為列

この系列は人どうしの対話データの

中に実際にあった対話行為列を抽出し

てきたものです．

（5） ランダム

ランダムに対話行為列を生成します．

■評価結果

評価結果を図４に示します．この結

果から，統計的対話制御手法が，上

位から３番目となっていて，人－人対

話行為列の次点であることが分かりま

す．このことから，「聞いてもらえた」

と感じられるシステムが構築できてい

ることが分かりました．また図より，満

足度のみのシステムは評価が良くない

ことから，自然性の報酬も重要である

ことが分かります．

統計的対話制御手法のシステムによ

る対話例を表に示します．聞き役は質

問や自己開示を行っていることが分か
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図４　満足度評価結果 
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ります．聞き役の典型的な行動がある

程度再現されていて，話し役の話を引

き出していることが分かります．しか

し，３対話目のように不自然に「感

謝」の対話行為を生成してしまうとい

うことも見られました．

人－人対話において生成される対話

行為の頻度と，システムで生成される

対話行為の頻度が類似していれば，シ

ステムが生成する対話行為が人の対話

行為に近いと考えられます．この類似

性を調べるため，人－人対話の対話行

為の頻度と各手法の対話行為の頻度

との相関係数（１がもっとも近く，０

がもっとも遠い）を計算しました．そ

の結果を図５に示します．もっとも相

関が高かった（頻度が近い）のは典型

的な対話行為列で，人－人対話を適

切に再現したルールを用いたことが，

図４の評価の高さにもつながったと思

われます．統計的対話制御手法は，そ

の次に相関が高く，ほかの統計的手法

に比べ，人間の対話行為の頻度を再現

できていることが分かります．これらの

結果から統計的対話制御手法がデー

タから適切に対話制御手法を獲得でき

ていることが分かります．

今後の展開

現在は対話行為までの対話制御し

か実現できていません．今後，対話の

理解や，言語の生成まで取り組んでい

き，気の利く対話システムの実現を目

指していきます．
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対話研究の取り組みが，人間とコンピュー
タとの自然なインタラクションを実現する
ことに必要不可欠であると確信して研究を
進めています．
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表　対話例

発話文

L：今日の夕飯はどこで誰と食べましたか？

S：今日は自宅で家族と肉じゃがを食べました

L：ありがとうございます

何人兄弟ですか？

今度，兄夫婦が遊びに来るんです

今度，兄夫婦と一緒に肉じゃがをつくるんです

S：そうなんですね

対話行為

質問（sub：事実）

自己開示（sub：事実）

感謝

質問（sub：事実）

自己開示（sub：予定）

自己開示（sub：予定）

共感・同意

図５　人どうしの対話との相関結果 
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