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対話システムの研究は泥臭い

●現在手掛けている研究，これまでの取り組み等について
教えてください． 
私は2001年に入社し，言語処理，AI（人工知能），対

話システムの研究をしています．対話システムはコン
ピュータと対話するための技術で，ドラえもんや鉄腕アト
ムのようなアニメのロボットキャラクターが人間とスムー
ズに話すところをイメージされると分かりやすいかもしれ
ません．この「スムーズに」，つまり「自然さ」が研究の
ポイントで，そのために人の会話はどのような要素で構成
されているのかを解き明かしていく必要があります．

人間の会話の6割が雑談です．この雑談はとても大切な
存在です．人間どうしでも仕事の会話だけでは関係が成り
立ちません．雑談は相手の「人となり」が分かるような緩
衝材の役割を果たしており，これが協調作業を促していま
す．これを対話システムに置き換えて考えると，コンピュー
タがその人がどんな人かを理解し，人側もコンピュータが
どんなものかを理解していなければ会話はスムーズに運び
ません．ところが，これまでの研究では雑談よりもタスク
を重視していたことで，人とコンピュータの対話は簡潔な
ほうが良いという発想でした．自然な会話のためには関係
性を築くためのやり取りが大切だということに気付き，雑

談の研究を進めています．実際の対話システムの研究にお
いては，会話を観察してシステムを構築し，人間と話して
もらって不自然な部分を確認して，システムにフィード
バックするという地道な作業を繰り返しています．対話シ
ステムの研究は泥臭いものです．
●具体的に手掛けてきた研究についてご紹介いただけますか．

NTTドコモの音声エージェントサービスである「しゃ
べってコンシェル」はご存じかと思いますが，このサービ
スにおける質問応答システムのロジックを担当しました

（図 1 ）．質問応答システムはしゃべってコンシェルのバー
ジョンアップの際の目玉機能として採用していただきまし
た．ユーザの言葉を解析して認識し，インターネット上の
情報を検索．その中から答えを探し出し，順序を付けて最
善の回答をするというフローを数秒以内に実行する機能
で，多くのユーザが同時接続しても順調に作動するように
しました．これを約半年で実用化しましたが，質問応答技
術の実用化としてはここまで大規模なものはあまりありま
せんでしたから研究業界でも注目されました．ちなみに私
は仕上げの段階を直接担当しましたが，その礎には10年
以上に及ぶ基礎研究がありました．基礎研究がないと成し
得なかったと思います．

AIでは国立情報学研究所が主導する「ロボットは東大に
入れるか」プロジェクトに携わりました（図 2 ， 3 ）．こ
れは，大学入学試験の問題をAIに解答させるプロジェクト
ですが，私は共同研究機関とともに英語科目を担当しまし
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た．当時，東ロボくん（プロジェクトテーマであるAIの名
称）が苦手とした英語の強化を目的に言語処理の技術を応
用しました．センター試験を受けるために勉強をさせたの
ですが，自分で勉強するよりも大変だったと思います．特
に，何が大変かが明らかでないことが問題でした．センター

試験は発音問題，穴埋め問題，長文読解，リスニングと多
種多様な出題がなされます．辞書やビッグデータを活用
し，偏差値50.5までは到達できましたが，東大合格には
まだ至っていません．現在，各研究者が次のステップのた
めに追究している段階です．センター試験を解くことで，

ステップ 2：100種類以上に分類
（単語回答型の場合）

富士山，北岳，
モンブラン，エベレスト，
Ｋ2，カンチェンジュンガ
ローツェ，キリマンジャロ

詳細な回答タイプ
に応じた回答抽出
（固有表現抽出）

ステップ 1：単語・文章回答型分類
単語回答型，定義，理由，連想，評判など
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図 1 　しゃべってコンシェルにおける質問応答のロジック
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図 2 　模試とベンチマーク（研究所で作成したテストデータ）に対する現状の問題別の得点率
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言語処理技術の改善を図り，自然な対話システムにも結び
付けたいと思っています．

また，大阪大学の石黒浩教授と共同で研究しているのは
対話ができるアンドロイドです．石黒教授はヒューマノイ
ドロボット研究の第一人者で，人間そっくりなロボットの
どこに違和感があるかを通じて，人間とは何かを追究して
いらっしゃいます．一方，私は対話の本質とは何かを探る
ことで人間の本質に迫りたいと思っています．こうした共
通項もあり，マツコ ・ デラックスさんそっくりの「マツコ
ロイド」を2015年につくるなど，共同研究を進めてい
ます．

また，ライトノベル「俺の妹がこんなに可愛いわけがな
い」に登場するキャラクター，「あやせ」のAIを育成する
企画，「あやせAI」を株式会社ドワンゴとの共同実験とし
て始めました（図 ₄ ）．このプロジェクトはユーザの力で

個性を持ったAIを育成していくものです．コンピュータに
人間のような個性を持たせる（持つように見せる）には一
定量のデータが必要なのですが，人となりを表すような
データは世の中にあまり存在せず，プライバシーの観点か
らも個人のデータを入手することも難しいのが現状です．
ないのであれば皆でつくろうという着想から「あやせAI」
はスタートしています．ユーザに「あやせ」になりきって
Web上で会話をしてもらうことで基礎データを収集し，
それを基に「あやせ」の個性を育成していきます．データ
が増えていくに従い，対話システムが個性的になり，本当
に誰かと話しているように感じられてくるため，だんだん
と対話の核心に迫っているように思います． 
●研究の意義は．

研究の意義は人間の本質に迫ることにあると思います．
私たち自身も人間とは何かが分かっていない部分がありま

（a）　文法・語彙・語法（平叙文完成）（短文問題）

（b）　不要文除去（複数文問題）

（c）　読解（生活資料）（長文問題）

図 ₃ 　問題の例
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す．人間は1人では生きられない社会的な生き物で，その
ためにコミュニケーションスキルが発達してきました．そ
のコミュニケーションを科学的根拠に基づいて明らかにで
きれば，人間どうしが理解し合うことに近づけるのではな
いかと思います．相互理解が進めば協調作業がスムーズに
なりますし，より幸福を感じられるようになるなど，QoL

（Quality of Life）を高めることにつながるのではないか
と思います．社会をより調和あるものにし，より仲良く生
きるための共有財産としての対話システムを追究すること
ができればと思います．

文系から理系へ．時間と労力を費やして
逆境を乗り越えた

●研究者の道に入られたきっかけは． 
実は私は文系出身です．大学では法律を学びたいと思っ

ていましたが，紆余曲折あって政策に関する大学 ・ 学部を
選びました．そこではコンピュータ教育がさかんで，当時
は珍しかった電子メールを使って講義に関してやり取り
し，プログラミングを学んでいました．この環境が気に入っ

てプログラミングを追究，大学院のときは，インターンと
してIBMで1年半の学生研究員生活を送りました．ここで
自然言語処理に出会い，研究者の道をめざすことに決めて
NTT研究所へ入りました． 

一方で，外国語への興味も強く，英国へも留学したこと
もあり，NTT入社のときは翻訳研究を専門にしたいと申
し出ました．ところが当時，翻訳は現在のような統計処理
ではなく，文法等の規則に従うルールベースであり，また，
私がやりたかった翻訳研究は商用ベースに移行していて基
礎研究所では取り組んでいないということで，対話システ
ムの部署に配属されました．そこから初めて対話研究に取
り組むことになりました．しかし，これがとても難しくて，
システムに話しながら会議室を予約するという一見シンプ
ルなことでさえもなかなか実現できず，なぜ人は対話がで
きるのかという興味を一層掻き立て，対話の研究にのめり
込むようになりました．2001年ごろ， AIはまだ冬の時代
で，対話システムは当時ほとんど注目されていないマニ
アックな分野でした．しかし，そのころからこれに取り組
んでいるからでしょうか，17年間継続し，注目され始め
た昨今はさまざまな発表の機会に恵まれています． 

図 4 　なりきり質問応答掲示板のスクリーンショット
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●研究活動の原動力は何でしょうか．
研究を推し進める原動力は「興味」です．私は，やって

みたら何でも面白いとの思いから，来るものは拒まずの姿
勢で臨んでいます．そして，何事も一足飛びにできること
はないので，たくさん実験をして1つずつ何かを見つけて
いければ良いと思っています．とにかく時間も手間もかけ
ることを大切にしています．その意味で，私は自分をモノ
づくり屋だと思っています．研究は時間がかかるうえ，そ
れが必ずしも成果に結びつくものでもないので，100回
のうちから1，2回の成功が得られたら十分だと思ってい
ます．

NTT入社当時，文系出身である私は，理系出身の社員
の中に混じって分からないことだらけでした．これを打破
するために人よりもじっくり問題に取り組み，できる限り
の試行錯誤をしました．この試行錯誤の経験が今につなが
り，自信が生まれたと思います．
●研究活動の中で特に思い出に残ることはありますか． 
「SXSW（サウス ・ バイ ・ サウスウエスト）」という，

米国の音楽祭 ・ 映画祭 ・ インタラクティブフェスティバル
などを組み合わせた大規模イベントに2016年，2017年
と2年連続で参加しました（図 ₅ ）．2016年は石黒教授
のデモンストレーションで，英語で会話するアンドロイド
の対話システムを披露し，とても好評でした．2017年は

フィーチャード ・ スピーカーとしてお招きいただき，石黒
教授とともに登壇しました．これは大変名誉なことで，日
本人では私たち含めてもごくわずかしか招待されていませ
ん．この年は，前年よりもさらに高度な技術を披露しよう
と，人間とロボットが議論する設定にしました．特にロボッ
トマジョリティの世界をつくろうと，人間よりもロボット
の数のほうが多いシチュエーションにしました．人間より
も賢いロボットがたくさんいたときに，人間とは一体何か
を考えるような仕掛けにしたのです．

実はこのデモンストレーション，2016年，2017年と
もに大きなドラマがありました．2016年はデモ用のシス
テムが出来上がったのが前日でした．結構複雑なプログラ
ムで，行きの飛行機の中はもちろん，到着してからもプロ
グラムを書き続けていました．対話システムの相手役の方
と対面してやっとプログラムが動くという状況でした．こ
のときのことは今や語り草となっていますが，動いたのは
本当に奇跡的でした．

2017年は登壇して，これからというときにシステムが
動きませんでした．30分くらい何とか話でつなぎ，その
間にいろいろと調整してやっと動き出しました．動いたと
きは拍手喝采．1000人を超える観客の前でしたからあせ
りはしましたが，どこかで動くだろうという楽観的な思い
がありました．対話システムは複雑なものでそんなに簡単

図 ₅ 　SXSW2₀1₇における議論対話システムのデモンストレーション（大阪大学石黒研究室との共同研究）
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には動かないという自覚がありますから，肝が据わってい
るのかもしれません．

興味のある場所，モノ，コトを見つけて
ドンドン動こう

●対話システム研究は今後どのように進んでいくのでしょ
うか．
この分野の日本の研究レベルは，比較的高く，最近，急

速に展開しています．外資系の研究開発に押されています
が，私が入社した当時から考えたら実現していることも多
く，この先へつながる「未来感」があります．ゴールとし
ては対話システムと話すことが日常になることをめざした
いと思っています．AI，コンピュータは万能ではないので，
コンピュータに任せる部分と人間が担うことを分けられる
ようになり，豊かな生活を送れる時代になれば良いと思い
ます．そのためにも，人間とコンピュータ（ロボット）の
良い関係性が築けるようにしたいのです． 

ロボットなら人間よりも長く働けますし，高度なシミュ
レーション計算などはロボットにしかできません．また，
人間でないほうが良いタスクもあります．プライバシー保
護の観点からするとカウンセリング等はロボットに任せた
ほうが良いときもあるでしょう．最近では，カウンセリン
グ分野で対話システムの応用も始まっています．高齢者施
設での導入や認知症予防などの取り組みに挑んでおり，有
望な領域だとされています． 

しかし，AIが未知の出来事に対応できるようになるか，
自我を持てるようになるかは大きな課題だと思います．現
在のAIに自我はありませんし，また，自我をAIに持たせて
良いのかという倫理や法律面の議論もあり，ガイドライン
の作成もすでに始まっていますが，業界内のコンセンサス
はまだ得られていません．一方で，自我が存在しないもの
とは本当の意味での対話はできないと思っています．今後
はAIに自我を持たせるための研究も行い，「人間とは何か」
に迫っていきたいと思います．
●若い研究者の皆様へ一言お願いいたします．

私は共同研究者や指導者にとても恵まれました．今でこ
そブームになっているので，対話システムを手掛けている
人はそれなりに多くなりましたが，私が始めた当時は研究
者もあまり多くありませんでした．幸いNTTには対話グ
ループがあり，多くのメンバーが対話研究に取り組んでい
ました．ここしばらくは，対話システムの価値を周知し，
仲間を増やすために学会活動にも専念してきました．「対

話システムシンポジウム」というイベントを主体となって
運営していますが，200人規模のイベントにまで発展し
ました．一部の企画は米国でもイベントを開いて国際化も
果たしました．このような企画を通じて，さまざまな分野
の研究者や立場の違う人たちと共通の価値観を持てたこと
は大きな意味がありました．

これから研究者をめざす学部4年生，修士課程や新入社
員の若い方にとっては対話システムを研究してみたいと
思っても，同じ分野の仲間や手掛かりがないと研究を始め
ることすら難しいのが現状です．そういう人たちに向けて
取っ掛かりとなるデータを公開したり，イベントを企画し
たりすることが，この分野の後進を育てることにもつな
がっているはずでいろいろと試みてきました．こうした営
みを通じ，引き続き，研究仲間をさらに増やしていきたい
と思っています．

新しい発想，アイデアを分かち合って，真理にともに近
づけたら良いと思っています．今は，AI系の研究者にとっ
ては良い時代です．待遇も良くなっているし，インターネッ
トのないころに比べたらデータも豊富で，ツールもそろっ
ている．自分の発想さえあれば突き進めるし，実力のある
人にとってはどんなこともできる時代です．ボーダーレス
になっていますから，世界を見据えて超一流をめざしてく
ださい．実力とはアウトプットです．論文を通す，プログ
ラムをつくる，システムを実装する，方法はいろいろあり
ますが，アウトプット，結果を残せば仲間だと認めてもら
えます．そのために試行錯誤は大切です．スタイルはさま
ざまですが，良いアウトプットにつなげるために興味のあ
ることを見つけましょう．
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