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1. AI Messenger (AIM)

AI Messengerは
チャットボットによる自動応答と
チャットセンターでの有人対応を切替可能な
ハイブリッド型の対話接客プラットフォームである。

企業への問い合わせを部分的にbotで自動化する一方、
複雑な対応は専門知識を持ったオペレーターが対応
することで対応品質を保っている。

AIMの質問応答機能は、予め用意したFAQデータに基づく
用例ベース対話システムとして実現されている(表1).

現行システムでは、チャットボットによる応答選択精度の
改善がAIMのサービス品質向上の鍵となる。

2. システム概要

AIMの質問応答機能は、カスタマーの入力 𝑞 に対して
FAQデータ内の質問・応答対 〈𝑞’, 𝑟〉 の中から最も適切な
用例を選ぶタスクを基礎とする。

用例選択の信頼度が高ければ応答を直に返すが、
そうでない場合は応答候補に対応する質問候補を複数
提示することでカスタマーに質問を選択させている。

応答がカスタマーの意図したものであったかどうかは
フィードバックボタンを設けることで確認しており、
その結果はシステム内の各所で利用されている。

3. 応答選択ロジック
カスタマーの入力文 𝑞 に最もマッチする質問・応答対
〈𝑞’, 𝑟〉 の選択方式は、主に以下のいずれかによる：

(i) 類似度スコア: 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑞, 𝑞’)
(ii)関連度スコア: 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑞, 𝑟)
現行のシステムは (i) の類似度スコアを、以下の特徴量と
GBDT回帰によって計算している[1]：
(a)意味的特徴: 文ベクトル*のcos類似度, (𝑞, 𝑞’)の最大未知語率

*文ベクトル:要素毎にavg/min/max/最大絶対値をとった4ベクトルの結合
文ベクトルの要素は応答 r に紐付く質問 𝑞 を文書とみなした idf で重み付け

(b)表層的特徴: 単語1-gram, 文字𝑛-gram (𝑛 = 2,3) のJaccard係数,

質問文長: 𝑙𝑒𝑛(𝑞), 文長比: 𝑙𝑒𝑛(𝑞)/𝑙𝑒𝑛(𝑞’)
さらに、未知語対応の一環として各未知語に対してランダムな
ベクトルを生成し保持して区別している。
未知語率が高いと表層的特徴(文字2-gram)の寄与率が高く
なることから、表層的特徴は未知語情報を捉えるのに役立つ[1] 

4. 改善の余地
現行のスコア計算では次の改善点があると考えられる:

(1)文ベクトルを学習せずに畳み込み演算で算出
(2)質問と応答の関連度スコアの情報を用いていない

既存のQA選択の研究では関連度スコアに基づく手法が
主に研究されている。
タスクに有効な文ベクトル計算や、質問応答の関連度の
特徴量設計を人手で行うことは容易ではないため、
深層学習によりタスクに特化した特徴抽出を行うことが
有効だと考えられる。

本発表ではこれらをモデルに組み入れるための調査および
評価実験を行った結果について述べる。

表1. FAQ応答の用例DBの例 ([1]より引用)
回答文 𝑟 ごとに想定質問 𝑞 が複数用意されている。



5. 関連研究
深層学習で質問応答の回答文選択タスクを解く手法は
CNNベースまたはRNNベースのモデルに大別される。

RNN(LSTM・GRU)とCNNの特徴抽出性能を比較した研究
[2][3]では、回答文選択タスクではCNNがRNNに勝ると
報告されており、その理由として回答文選択は句の情報が効く
タスクであるからだと分析されている[3]。
一方、[2]ではCNNとRNNは異なる特徴を捉えることができる
と報告されており、これらを組み合わせたモデルを用いることで
精度がより向上することも示されている*。

本調査では、CNNおよびRNNの文スコアリングモデルに関して
AIMのFAQデータを用いて学習および評価を行い、
各モデルの特性を分析する。

* アテンション機構を組み合わせることでさらに精度が向上していることも[2][4][6]で示されているが、

本調査では実験を行っていない。RNN+CNNとアテンション機構の各々が抽出する特徴間の比較は

今後の調査課題とする。

6. 文スコアリングモデル
質問と応答の関連度計算を学習する単純な深層学習モデルとして、
CNNベースのモデル[4]とRNN（LSTM）ベースのモデル[5]を使用。

[4]のCNNモデルでは最終層以外の特徴も用いているが、
本調査では比較のために、最終層のavg-poolingベクトルだけを
文ベクトルとみなして、RNNモデルと同様なスコア計算を行う
（二次形式の学習+sigmoid変換）。

7. 実験設定・結果
実験設定. 
AIMのFAQデータでは回答文𝑟に対する想定質問文候補𝑞’が用意されている。
そこで正例 𝑞, 𝑟 に対する負例は 𝑟と対応しない 𝑞𝑛𝑒𝑔 を選び (𝑞𝑛𝑒𝑔, 𝑟) とする。
𝑟に対し、10個の 𝑞, 𝑟 から正解を1つ選ぶタスク設定とし、 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙@𝑘 で評価。
ベースラインとしてtfidfによる回答選択モデルを用いる。
なおword2vecなどによる単語ベクトルの事前学習は行っていない。

結果. 
表5に各モデルの性能を示す。AIMでは用例検索結果上位5件程度を利用して
回答候補を提示するため、𝑘 = 1以外の性能も重視している。
深層学習モデルの𝑘 = 1の性能が低いのは、top-1スコアの多くが高い値に
偏って分布しているためである (スコア中央値はRNN:0.9977, CNN:0.9998)
特にこの点が問題であるため各種の正則化を試すなどして改善を行いたい。

表7では回答文選択ではRNNは文が長いと誤りやすい傾向を示している。
つまりRNNが文全体を考慮することでかえって識別性能を悪化させている。
回答文選択では文全体を見るのではなく、重要な部分だけに注意することが
効果的であると考えられる点でこれは自然な結果である。
この傾向はアテンション機構を導入することで緩和できると考えられる。
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図2. RNNベースのモデル ([5]より引用)

実験ではRNNセルにLSTMを用いた

図1. CNNベースのモデル
([4]より引用)

k=1 k=2 k=5
tfidf 0.571 0.676 0.798
RNN 0.526 0.704 0.938
CNN 0.531 0.695 0.912

train dev test
正例(𝑞, 𝑟)の数 9765 544 544

RNN正答 RNN誤答
CNN
正答 197 92
CNN
誤答 89 166

d0 d l w lr bs e
RNN 256 256 40 - 0.0001 32 50
CNN 256 128 40 4 0.001 32 100

表4. RNN, CNNのパラメータ
d0:単語ベクトル次元, d:文ベクトル次元, l: 最大文長, w: フィルタ窓幅, 

lr: 学習率, bs:バッチサイズ, e:エポック数

表3. データセットのサイズ

表5. 評価結果(𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙@𝑘) 表6. top-1正解の分割表

誤選択文長平均 正解文長平均 𝑝値
RNN誤答 26.0 20.6 0.00294
CNN誤答 25.0 22.3 0.404

表7. RNN/CNNいずれかのみが正答できる場合の文長。
RNN誤答の場合は片側t検定でα=0.01で誤選択の文長平均が有意に大きく

CNN誤答の場合はα=0.05でも文長平均に有意差があるとは言えない。


