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Language generation is a task to generate sentences corresponding to a given intention. Existing researches of
neural language generation models gave the intention to encoder; however, there was no strong constraint to contain
the intention in generation results. In this research, we propose a learning method for the language generation
system to ensure the generated sentence contains the given intention. We evaluated the effect of the proposed
method in both automatic and human subjective evaluation.

1. はじめに

対話システムは自然言語をインターフェイスとして，人間

と情報をやり取りするシステムである．対話システムと利用者

の間で対話が成立するためには，対話システムは利用者の発話

意図を理解し，自身の意図を決定した上で適切な応答文を生成

しなければならない．観光情報案内などのタスクを実現する対

話システムでは，システムが利用者に対して情報を提供するた

めに，利用者の意図に応じて適切な情報を含んだ応答生成を実

現する必要がある．ニューラルネットワークを用いた応答生成

において，条件に応じた応答文を生成する研究は多く行われて

いる．これらの研究では，応答文が提供する情報についてアノ

テーション済みのコーパスを利用し，生成モデルは正解となる

応答文とモデルの生成文の出現単語を比較する目的関数を元に

学習する．一方，生成文が適切に情報を含んでいるかという観

点に基づいた目的関数は利用されておらず，モデルが与えられ

た情報を適切に反映することについて保証するような学習法で

はない．

本研究では，生成文に対して言語理解を適用することによっ

て，コーパスにアノテーションされている情報を再構築するこ

とができるかという観点に着目した目的関数を導入し，従来の

目的関数と組み合わせて条件付き応答生成モデルを学習する手

法を提案する．提案手法について一般的な条件付き応答生成モ

デルとの比較実験を行い，その効果について検討する．

2. 関連研究

ニューラルネットワークを用いた条件付き応答生成に関する

研究は幅広く行われている．Ericら [Eric 17]は Seq2Seqモデ
ルのエンコーダに対して，それまでの対話履歴と共にこのターン

で生成すべきスロットについての情報を与えることで，条件付き

応答生成の品質を改善する手法を提案している．また，Madotto
ら [Madotto 18]ではMemory Network [Sukhbaatar 15]を
系列予測可能なモデルとすることで，条件付き応答生成の流暢

性と情報反映の双方について改善した結果を報告している．

言語生成モデルを改善するアプローチとして，入力となる文

や情報から出力となる文や情報を予測する変換問題と，その逆
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変換を組み合わせる学習手法は機械翻訳や条件付き言語生成を

中心に提案されている．機械翻訳では，原言語文から目標言語

文への翻訳と目標言語文から原言語文への逆翻訳を組み合わせ

ることで，目標言語文における流暢性を向上させる研究が行わ

れている [Cheng 16]．条件付き言語生成では，意味表現から
の自然文の生成と自然文からの意味理解を組み合わせること

で，生成文の情報反映について改善を図る取り組みがなされて

いる [Su 19, Qader 19]．

3. 条件付き応答生成モデル

本研究で取り扱う条件付き応答生成はクエリ文 𝒒 =
(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑁)と応答文が提供する情報のSlot-Value形式によ
る表現ℛ = {(𝑘1, 𝑣1), (𝑘2, 𝑣2), … , (𝑘|ℛ|, 𝑣|ℛ|)}からこの二つの
情報双方に対して適切な応答文 𝒓 = (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑀)を生成す
るタスクである．

本研究では Recurrent Neural Network(RNN)によるエン
コーダ―デコーダモデル [Vinyals 15] によって条件付き応答
生成を実現する．RNNのユニットは Long Short-Term Mem-
ory(LSTM)を用いる．クエリ文のエンコードには双方向RNN
を利用し，各ステップの計算は式 (1)及び式 (2)となる．

ℎ⃗𝑒𝑛𝑐
𝑡 = LSTM(ℎ⃗𝑒𝑛𝑐

𝑡−1, 𝑞𝑡) (1)

ℎ⃖𝑒𝑛𝑐
𝑡 = LSTM(ℎ⃖𝑒𝑛𝑐

𝑡+1, 𝑞𝑡) (2)

条件のエンコードは単方向 RNNを利用し，初期状態としてク
エリ文をエンコードしたベクトル [ℎ⃗𝑒𝑛𝑐

𝑁 ; ℎ⃖𝑒𝑛𝑐
0 ]を利用すること

でクエリ文と条件の両方を表現したベクトルを計算する．各ス

テップの計算は式 (3)となる．条件は Slot-Value形式で与え
られるが，Slot名 𝑘𝑖 のみを応答生成の条件として利用する．

ℎ𝑒𝑛𝑐
𝑁+𝑡 = LSTM(ℎ𝑒𝑛𝑐

𝑁+𝑡−1, 𝑘𝑡) (3)

エンコーダの各ステップに対応する隠れ状態は式 (4)によって
表される．

ℎ𝑒𝑛𝑐
𝑖 = {

[ℎ⃗𝑒𝑛𝑐
𝑖 ; ℎ⃖𝑒𝑛𝑐

𝑖 ] if 𝑖 ≤ 𝑁
ℎ𝑒𝑛𝑐

𝑖 otherwise
(4)

デコーダではLuongらによって提案された注意機構 [Luong 15]
によってクエリ文の隠れ状態と条件の隠れ状態にまたがって注
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図 1: 提案手法の概要図

意スコアを計算し，注意スコアによって計算されるコンテキス

ト 𝑐𝑡 も用いて生成単語を予測する．式中の 𝑊∗ は学習可能な

パラメータである．

ℎ𝑑𝑒𝑐
𝑡 = LSTM(ℎ𝑑𝑒𝑐

𝑡−1, ̃𝑟𝑡−1) (5)

𝑐𝑡 =
𝑁+|ℛ|

∑
𝑖=1

𝛼𝑖ℎ𝑒𝑛𝑐
𝑖 (6)

𝛼𝑖 = score(ℎ𝑑𝑒𝑐
𝑡 , ℎ𝑒𝑛𝑐

𝑖 )
∑𝑗 score(ℎ𝑑𝑒𝑐

𝑡 , ℎ𝑒𝑛𝑐
𝑗 )

(7)

score(ℎ𝑑𝑒𝑐
𝑡 , ℎ𝑒𝑛𝑐

𝑖 ) = 𝑊𝑠[ℎ𝑑𝑒𝑐
𝑡 ; ℎ𝑒𝑛𝑐

𝑖 ] (8)

ℎ̃𝑑𝑒𝑐
𝑡 = tanh (𝑊𝑐[𝑐𝑡; ℎ𝑑𝑒𝑐

𝑡 ]) (9)

𝑃( ̃𝑟𝑡 ∣ ̃𝒓<𝑡, 𝒒, ℛ) = softmax(𝑊𝑜ℎ̃𝑑𝑒𝑐) (10)

4. 提案手法

本研究の提案手法の概要を図 1 に示す．提案手法では，条
件付き応答生成モデルの生成結果から生成文が含む情報を予測

するモデルを導入し，条件付き応答生成モデルの学習時に同時

に最適化することで生成文に対する制約とする．

4.1 再構築モデル

再構築モデルは生成文のベクトル表現 𝑠 を初期状態として
利用し，文の意味表現を系列であるとみなして LSTMを用い
た RNNによって予測する．各ステップの計算は式 (11)とな
る．エンコード時と同様に生成文が含む情報の Slot名を予測
する．

ℎ𝑟𝑒𝑐
𝑡 = LSTM(ℎ𝑟𝑒𝑐

𝑡−1, �̃�𝑡−1) (11)

𝑃𝑟𝑒𝑐(𝑘𝑡 ∣ ℛ̃<𝑡, 𝑠) = softmax(𝑊 ℛ
𝑜 ℎ𝑟𝑒𝑐

𝑡 ) (12)

生成文のベクトル表現を計算する手法として本研究では二

つの手法を利用した．一つはデコーダの最終状態におけるベク

トル表現 ℎ𝑑𝑒𝑐
𝑀 を 𝑠として利用する手法 (手法 1)，もう一つは

生成文に対する新たなエンコーダを導入しそれによって 𝑠 を
計算する手法 (手法 2)である．
手法 2では，条件付き応答生成モデルと同様に双方向 RNN

によるエンコーダで 𝑠を計算する．エンコーダに対する入力は
生成文の各単語となるが，条件付き応答生成モデルが argmax
を用いて単語生成を行う場合，𝑠 についての損失が言語生成
部に伝播されない問題が生じる．この問題を回避するために，

学習時にデコーダから各単語を生成するにあたって Gumbel
Softmax[Jang 17]による微分可能なサンプリングを利用する．
Gumbel Softmaxにおけるサンプリングではデコーダが各ス
テップで生成する単語 ̃𝑟𝑡 は式 (14)で計算される．式 (14)内
の 𝜏は温度パラメータと呼ばれ，Gumbel Softmaxによって

表 1: 実験で利用する各コーパスの概要
Metrics DSTC2 MultiWOZ

# of Dialogues 3,235 10,438
Total Dialogue Turns 25,501 71,524

# of Slots 8 25
# of Values 221 4,510

計算される分布の形状を変化させるパラメータである．

𝜋 = 𝑃( ̃𝑟𝑡 ∣ 𝒒, ℛ) (13)

̃𝑟𝑡 = softmax ((log(𝜋) + 𝑔)/𝜏) (14)

𝑔𝑖 = − log (− log(𝑢𝑖)) (15)

𝑢𝑖 ∼ Uniform(0, 1) (16)

4.2 目的関数

提案手法における学習時の目的関数は条件付き応答生成モ

デルについて計算される損失 ℒ𝑔𝑒𝑛 と，再構築モデルについて

計算される損失 ℒ𝑟𝑒𝑐 の重み付き線形和とする．訓練データの

集合を 𝒟とすると目的関数は式 (19)となる．

ℒ𝑔𝑒𝑛 = −
|𝒟|

∑
𝑖=1

log 𝑃(𝒓(𝑖) ∣ 𝒒(𝑖), ℛ(𝑖)) (17)

ℒ𝑟𝑒𝑐 = −
|𝒟|

∑
𝑖=1

|ℛ(𝑖)|

∑
𝑗=1

log 𝑃𝑟𝑒𝑐(𝑘𝑗 ∣ ℛ<𝑗, 𝑠) (18)

ℒ = ℒ𝑔𝑒𝑛 + 𝛼ℒ𝑟𝑒𝑐 (19)

5. 評価実験

提案手法による影響を確認するために，応答文の発話内容が

Slot-Value 形式でアノテートされているコーパスを利用して
文生成を行い，生成結果に対して自動評価尺度及び主観評価に

よる評価を実施した．実験では条件付き応答生成モデルのみの

モデルをベースラインとして，提案手法との間で評価尺度に基

づく生成結果の比較を行った．

5.1 実験コーパスと前処理

実験では，応答文の発話内容がSlot-Value形式でアノテート
されているコーパスとして DSTC2 コーパス [Henderson 14]
とMultiWOZコーパス [Eric 19]を利用した．表 1に各コー
パスの情報を示す．

DSTC2コーパスはレストランガイドシステムとの音声対話
を書き起こした対話を収録したコーパスであり，システムと

ユーザーの発話文に対して Slot-Value形式で発話内容がアノ
テートされている．MultiWOZコーパスはWizard-of-Ozフ
レームワークによって収集されたガイドシステムと利用者の対

話を収録したコーパスである．このコーパスではクラウドワー

カーがシステム側と利用者側それぞれに割り当てられ，決めら

れたタスクを達成するように対話を行っている．DSTC2コー
パスと異なり，このコーパスは複数のドメインにまたがった対

話を収録しており，より複雑な文生成が求められる．

実験にあたっては各コーパスをそれぞれ配布時の設定に従っ

て訓練/開発/テストセットへと分割して利用した．また，nltk∗1

を利用して各発話文を正規化した上でモデルの学習に利用した．

∗1 http://www.nltk.org
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表 2: 自動評価尺度による結果

method DSTC2 MultiWOZ
BLEU Ent.F1 Accuracy BLEU Ent.F1 Accuracy

baseline 55.42 69.15 - 15.98 3.60 -
method1 50.85 69.85 99.78 16.40 3.72 97.86
method2 53.72 68.83 97.46 16.83 3.74 78.39

表 3: 条件付き生成として見た場合の主観評価結果

method DSTC2 MultiWOZ
Informativeness Naturalness Informativeness Naturalness

baseline 3.902 3.122 4.386 4.318
method1 3.962 3.272 4.370 4.318
method2 3.960 3.136 4.378 4.274

5.2 訓練設定

それぞれの手法によるモデルの学習では 4.2節に示した目的
関数を利用した．ベースライン手法では目的関数を ℒ𝑔𝑒𝑛 のみ

とし，提案手法では重みパラメータ 𝛼は 1.0固定とした．手法
2における Gumbel Softmaxの温度パラメータ 𝜏は 0.1とし
た．学習法は Adam[Kingma 15]を利用し，モデルのパラメー
タは，語彙サイズを DSTC2では 739，MultiWOZでは 3,976
に，LSTMの隠れ層サイズを 256，エンコーダの双方向 RNN
における層数を 2とした．また，学習時の勾配爆発を抑制する
ために Gradient Clippingを 5に設定して学習した．

5.3 評価尺度

提案手法による生成文への効果を確認するために，自動評

価尺度を用いた評価と主観評価によって各手法による生成文

の評価を実施した．自動評価尺度は，BLEU[Papineni 02] と
Entity.F1[Eric 17]を利用した．

BLEU は 𝑛-gram 一致度に基づく機械翻訳の評価尺度であ
り，応答生成システムの研究においても広く利用されている．

これによって，モデルがコーパスにおける応答生成のパターン

を正しく学習しているかどうかを評価することができる．本研

究では mteval∗2 を用いて BLEUの計算を行った．Entity.F1
はいくつかの先行研究 [Eric 17, Madotto 18]で用いられてい
る条件付き応答生成の評価尺度であり，生成文中に条件として

指定された情報の値が含まれているかについてテストセット全

体で micro-average F1を計算するという尺度である．これに
よって，生成文が情報を反映することが出来ているかを評価す

ることができる．提案手法では，生成時に与えられた情報につ

いて予測を行うため，この予測精度についても計算した．

また，提案手法によって生成文の品質が改善されているかを

確認するためにクラウドソーシングを用いて主観評価を実施

した．評価基準として，条件付き言語生成として見た場合の情

報反映について及び文の自然性，また応答生成として見た場合

の文の自然性の三つの基準を設定し，それぞれについて評価を

実施した．主観評価では，各事例に対して 3 名の評価者を割
り当て，評価基準について 5段階で評価を行うように教示し，
各事例のスコアは 3 名の評価者によって与えられたスコアの
中央値を採用した．

∗2 https://github.com/odashi/mteval

表 4: 応答生成として見た場合の主観評価結果
method DSTC2 MultiWOZ

baseline 3.360 3.824
method1 3.410 3.926
method2 3.442 3.790

6. 実験結果

はじめに，表 2 に自動評価尺度における評価結果を示す．
DSTC2における結果からは，BLEUがベースラインに比べて
低下し，Entity.F1に関しても手法によってはベースラインよ
りも低下するということが読み取れる．一方で，MultiWOZ
の結果からは BLEUと Entity.F1ともにベースラインに比べ
て提案手法が若干上回る結果となり，コーパスによって傾向が

異なる結果となった．この結果から，自動評価では提案手法が

目的を満たすような手法であると結論付けることはできない．

次に主観評価における結果を表 3 及び表 4 に示す．まず，
表 3に示す条件付き言語生成としての評価結果からは，DSTC2
において二つの提案手法のスコアがベースラインをやや上回

るという結果となった．また，提案手法間で比較を行うと，手

法 1 が手法 2 に比べて条件付き言語生成としては高いスコア
を得ていることがわかる．一方，MultiWOZを用いた結果で
は提案手法はベースラインに比べてやや悪いか同等という結果

となった．表 4 に示す応答生成としてみた場合の評価結果か
らは，どちらのコーパスを用いた場合でも手法 1 はベースラ
インに比べて高いスコアを得た一方で，手法 2 は DSTC2 で
はベースラインをやや上回るがMultiWOZではベースライン
をやや下回るという結果になった．

二つの結果からは，目的としていた生成文に対する情報反映

の改善という点において，提案手法の優位性は確認できなかっ

た．また，主観評価の結果からは，手法 1において応答生成と
しての品質が改善されていることが示唆されているが，ベース

ラインからの差は非常に小さく，生成結果に対する制約として

効果的かは不明確である．

7. 考察

実験結果から，ベースラインと提案手法では主観評価のスコ

アにおいてやや差が見られた．この差異が生成品質が改善した

ことを示すものであるかを確認するために，それぞれのコーパ
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表 5: DSTC2コーパスを用いた生成結果で主観評価においてベースラインが各提案手法を上回った例
query the river bar steakhouse and grill serves modern european food

condition (slot,phone)

baseline phone
method1 phone number
method2 phone number

表 6: MultiWOZコーパスを用いた生成結果で主観評価において各提案手法がベースラインを上回った例
query i would like to arrive by 20:45 and leave on a monday . it will also be for only myself .

condition (train-Day,monday),(train-Arrive,19:58)

baseline i have a train on monday that arrives at 19:58 .
method1 i have a train on monday that arrives at 19:58 and will arrive by <train-Arrive>. would you like me to book that for you ?
method2 i have a train that arrives at 19:58 on monday .

スを用いた生成結果の中で提案手法のスコアがベースライン

を上回ったものについて，その生成結果を検討した．表 5 に
DSTC2 コーパスを用いた実験における生成結果を，表 6 に
MultiWOZ コーパスを用いた実験における生成結果を示す．
表 5 の生成結果からは，ベースラインにおける生成結果に比
べて提案手法による生成結果は欠けている情報が補完されてお

り，やや情報反映という点でよくなっていると見ることができ

る．一方で，表 6の生成結果からは，ベースラインと提案手法
の間で生成結果が含む情報は大きく変わらず，手法 1 による
生成結果は不要な情報を生成している点が見て取れる．

8. まとめ

本研究では条件付き応答生成モデルにおける情報反映につ

いての品質改善を目的として，生成結果から与えられた情報を

予測する再構築モデルとそれによって計算される損失の値を

用いた学習手法について提案した．提案手法による効果を確認

するために，特徴の異なる二つのコーパスを利用した生成を行

い，生成結果について自動評価尺度と主観評価に基づく評価を

実施した．

二つの評価結果から，提案手法による生成結果はベースライ

ンによる生成結果と同等であり，目的であった情報反映の観点

で見た際に改善が見られるということは明確に言えなかった．

自動評価尺度を用いた評価から，提案手法は期待通りに動作し

ていることを示唆する結果が得られているが，これは生成結果

に対する改善につながっていない．また，主観評価による結果

からは，ベースラインをやや上回る評価を得ている事例もある

が，ほぼ同等であり，スコアの差が誤差に過ぎないことが示唆

された．実際に，ベースラインと提案手法においてスコアの差

が大きくなった生成例を確認しても，改善されたという結果は

得られなかった．
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