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概要
雑談対話システムがユーザに「また対話したい」
と思わせるための方法として，特定のキャラクタら
しさをシステム応答に付与する方法が考えられる．
本研究は，強化学習を用いてニューラル対話生成モ
デルを ﬁne-tuning することで，特定のキャラクタら
しい雑談応答を生成できる対話生成モデルを提案
する．Fine-tuning の際に，特定のキャラクタらしさ
を持つ単一の発話データのみを必要とし，対話形式
のデータを必要としない点で既存研究と大きく異
なる．提案手法に基づく対話システムを評価した結
果，対話システムのユーザに特定のキャラクタらし
さの印象を与え，「また対話したい」と思わせる効
果を確認した．

1

はじめに

雑談対話システムの研究において「ユーザにまた
対話したいと思わせられるか」という観点は大きな
課題となっている．ユーザに「また対話したい」と
思わせられる対話システムを開発することを目的と
したコンペティションも開催されている [1, 2]．
また，近年，人と極めて自然な雑談対話を行うこ
とが出来る大規模なニューラル対話生成モデルが登
場した [3, 4]．これらの対話生成モデルに基づく対
話システムが，よりユーザに「また対話したい」と
思わせるための方法として，システム応答に特定の
キャラクタらしさを付与する方法が考えられる．
対話生成モデルに特定のキャラクタらしさを付与
する研究として，[5] が挙げられる．[5] は，特定の
キャラクタらしさを持つ対話データを収集すること
で，特定のキャラクタらしい発話を生成する対話シ
ステムを提案した．しかし，特定のキャラクタらし
さを持つ対話形式のデータを収集するには大きなコ
ストを要する．

本研究の目的は，ある特定のキャラクタらしさを
持つ応答を生成する手法を提案することである．特
に，対象のキャラクタらしさを持つ対話形式のデー
タではなく，対象のキャラクタらしさを持つ単一の
発話データのみを使用して，発話にキャラクタらし
さを付与する手法を提案する．具体的には，強化
学習を用いて対話生成モデルを ﬁne-tuning すること
で，システム応答に特定のキャラクタらしさを付与
する．また，本研究が提案する手法によって，対話
システムのユーザに「このシステムとまた対話した
い」と思わせることができるかについても併せて検
証する．

提案手法

2

提案手法は以下の 3 つの段階で構成される．
1. 対話生成モデルを学習するために，Twitter 疑似
対話データセットとキャラクタツイートデータ
セットの 2 種類のデータセットを構築する．
2. Twitter 疑似対話データセットを用いて大規模言
語モデルを学習することで対話生成モデルを構
築する．
3. 強化学習を用いて，構築した対話生成モデル
を ﬁne-tuning する．まず，キャラクターツイー
トデータセットを用いて，「対象のキャラクタ
らしさ」を算出する報酬モデルを構築する．次
に，報酬モデルが算出する報酬を用いて対話生
成モデルに強化学習を行う．

2.1

2.1.1

データセットの構築
Twitter 疑似対話データセット

Twitter のツイートとそのツイートに対するリプラ
イの連鎖を疑似的な対話とみなし，Twitter 疑似対話
データセットを構築した．収集したツイート・リプ
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ライ連鎖に対して URL， ハッシュタグ等の削除や，
文字の正規化などの前処理を行った．ツイート・リ
プライ連鎖の取得は 2020 年 3 月から 2021 年 12 月
にかけて行い，最終的に約 292 万件のデータセット
を構築した．
キャラクタツイートデータセット
特定のキャラクタらしさを持つツイートを収集
し，キャラクタツイートデータセットを構築した．
本研究では対象のキャラクタとして，アニメ「けも
2）を採用し
のフレンズ」1）に登場する「アライグマ」
た．アライグマを取り上げた理由は以下の 2 点で
ある．

AdamW[9] を使用し，4 エポック学習を行った．

2.3

強化学習による ﬁne-tuning

2.2 節で構築した DialoGPT が，対象のキャラクタ
らしさを持つ応答を生成できるように強化学習に
よって ﬁne-tuning を行った．

2.1.2

• Twitter 上にアライグマを模したアカウントが多
く存在し，データを集めやすかった．
• 発言内容にキャラクタらしさが表れやすいキャ
ラクタであるため，提案手法の有効性を確認し
やすかった．
ツイートを収集した基準を以下に示す．
• 有志がまとめた，Twitter 上に存在するアライグ
マに模したアカウントの一覧3）に含まれている
こと．
• アカウント名に「さん」が含まれ，アカウント
のプロフィールに「のだ」が含まれていること．
収 集 し た ツ イ ー ト に 対 し て， 2.1.1 節 で 述 べ た
Twitter 疑似対話データセットと同様の前処理を施
した．さらに，感情分析タスク用に ﬁne-tuning した
BERT[6]4）を用いてツイートフィルタリングするこ
とで，ポジティブな内容のツイートのみを残した．
最終的に約 3.5 万件のデータセットを構築した．

2.2

2.3.2

Proximal Policy Optimization (PPO)

本研究では，強化学習アルゴリズムの一つであ
る Proximal Policy Optimization (PPO)[11] を 用 い る．
PPO を言語生成タスクに適用する際には，損失関数
は以下のように定義される．
𝑟 (𝜃) =
[
𝑙𝑜𝑠𝑠 = −𝔼𝑌ˆ ∼ 𝜋𝑜𝑙𝑑 min

対話生成モデルの構築

本研究では，対話を生成するモデルとして GPT2[7] を使用した．事前学習済み GPT-2 として rinna
社 が 公開 して いる モ デ ル5）を 使 用し た．GPT-2 を
2.1.1 節で構築した Twitter 疑似対話データセットを
用いて学習することで，日本語版 DialoGPT[8] を構築
した．ミニバッチサイズを 16，gradient accumulation
steps を 2，学 習 率 を 2.5 × 10−5 ，optimizer と し て
1） https://kemono-friends.jp/
2） https://kemono-friends.jp/zoo/common-raccoon/
3） https://twitter.com/i/lists/1115496728734527488
4） https://huggingface.co/daigo/
bert-base-japanese-sentiment
5） https://huggingface.co/rinna/japanese-gpt2-medium

報酬モデル
まず，強化学習における報酬である「対象のキャ
ラクタらしさ」を算出するための報酬モデルを構築
した．報酬モデルとして RoBERTa[10] を使用した．
事前学習済み RoBERTa として rinna 社が公開して
いるモデル6）を使用した．RoBERTa を 2.1.2 節で述
べたキャラクターツイートデータセットを用いて
ﬁne-tuning した．「対象のキャラクタらしさを持つツ
イートか否か」の 2 値分類タスクを学習すること
で，学習したモデルからの出力を「対象のキャラク
タらしさ」とみなすことができる．
ミ ニ バ ッ チ サ イ ズ を 256，学 習 率 を 3.0 × 10−5 ，
optimizer として AdamW[9] を使用し，1 エポック学
習を行った．
2.3.1

(

𝜋 𝜃 (𝑦 𝑡 | 𝑠𝑡 )
𝜋old (𝑦 𝑡 | 𝑠𝑡 )
𝑇
∑

𝑟 (𝜃) 𝐴 (𝑠𝑡 , 𝑦) ,

𝑡=1

)]

clip (𝑟 (𝜃), 1 − 𝜖, 1 + 𝜖) 𝐴 (𝑠𝑡 , 𝑦)

(1)

式 (1) における 𝐴 (𝑠𝑡 , 𝑦) は強化学習の報酬を表す．
𝜋old は数ステップ過去のモデルを表す．現在のモデ
ルからの出力と過去モデルからの出力の比 𝑟 (𝜃) と，
報酬の値 𝐴 (𝑠𝑡 , 𝑦) の積が最大化されるように学習す
る．このようにすることで，報酬の値が正の時は現
在の出力の確率を上げ，反対に報酬の値が負の時は
現在の出力の確率を下げるように学習される．ただ
し，現在のモデルからの出力と過去モデルからの出
力の比が大きすぎるものに対してはクリッピングを
6） https://huggingface.co/rinna/japanese-roberta-base
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図1

PPO 学習時の報酬の増減

する．これはモデルの急激な変化を防ぎ，学習を安
定させる働きがある．
また，さらに学習を安定させるために報酬 𝐴 (𝑠𝑡 , 𝑦)
を次のように設定する．
𝐴(𝑥, 𝑦) = 𝑟 (𝑥, 𝑦) − 𝛽 log

𝜋(𝑦 | 𝑥)
𝜌(𝑦 | 𝑥)

(2)

式 (2) における 𝜌 は初期状態のモデルを表す．現
在のモデルの状態が初期のモデルの状態から離れ過
ぎないように，報酬の値 𝑟 (𝑥, 𝑦) に対してペナルティ
を与えることで，学習の安定化を図る．
2.3.3

表 1 PPO によって学習した DialoGPT との対話例
User こんにちはー
System こんにちはなのだ!今日もよろしくお願いしま
すのだ!
User こちらこそよろしくねー！
System よろしくお願いしますのだ!
User 今日寒いけど、アライグマさんは寒くない？
System 寒いのだー!暖かくして過ごすのだ!
User アライさんはもふもふしていて暖かそう
System もふもふなのだー!
User 私はアイスが好きで、今日もアイス食べ
ちゃった。
System アイス美味しいのだー!アライさんも食べるの
だー!
表2
評価項目名
自然さ
キャラクタらしさ
対話継続欲求

評価項目

アンケート質問文
この対話システムの対話は自然で
あった。
この対話システムは「アライさん」
だと思う。
この対話システムと今後も対話をし
たい。

2. 提案システムのユーザが「このシステムと今後
も対話をしたい」と思わせる効果があるかを検
証する．

PPO による ﬁne-tuning

3.2 実験設定
2.2 節で構築した DialoGPT に対して，PPO を用い
て ﬁne-tuning を行った．報酬として 2.3.1 節で構築
実 験 で は 2.2 節 で 構 築 し た ﬁne-tuning を 行 う 前
した報酬モデルが算出する「対象のキャラクタらし
の DialoGPT（ベースラインシステム）と，2.3 節で
さ」を利用する．「対象のキャラクタらしさ」を最
ﬁne-tuning を行った後の DialoGPT（提案システム）
大化するように学習することで，DialoGPT が生成
を比較した．
する応答に対象のキャラクタらしさを付与する．
評価項目を表 2 に示す．被験者はクラウドソー
ミ ニ バ ッ チ サ イ ズ を 8，学 習 率 を 1.41 × 10−5 ， シングを利用して 50 名募集した．キャラクタらし
optimizer として Adam[12] を使用し，200 ステップ
さを判断できるように，被験者はアニメ「けもの
学習した．その他のパラメータは [13] に準拠した．
フレンズ」の視聴経験がある者に限定した．被験
学習時の報酬の増減を図 1 に示す．学習終了後，報
者は LINE 上で 8 回対話システムと対話を行い，そ
酬が安定した 60 ステップ目のモデルの重みを保存
れぞれの対話に対して，表 2 の評価項目について 1
した．
（まったくそう思わない）から 5（とてもそう思う）
また，学習したモデルが生成した実際の対話例を
の 5 段階で評価した．なお，被験者はベースライン
表 1 に示す．
システムと提案システムのどちらと対話をしている
か知らされなかった．

評価実験

3

3.1

3.3

実験目的

以下の 2 点を目的に評価実験を行った．
1. 提案システムによる発話が，発話の受け手に対
してある特定のキャラクタらしさを感じさせる
かを検証する．

実験結果

評価実験の結果を図 2 に示す．キャラクタらしさ
の評価項目に対してはウィルコクソンの符号順位検
定を行い，他の 2 つの評価項目に対しては対応のあ
る 𝑡 検定を行った．検定の結果，キャラクタらしさ
の項目（𝑊 = 15.5, 𝑝 < .001）と対話継続欲求の項目

― 1772 ―

This work is licensed by the author(s) under CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



1DWXUDOQHVV

&KDUDFWHUOLNHQHVV

5HVSHDN

よって，対話システムのユーザに「このシステ
ムと今後も対話したい」と思わせる効果がある
ことを確認した．
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図 2 評価実験の結果（左から順に自然さ，キャラクタら
しさ，対話継続欲求を表す．）
表3

各評価項目の組み合わせごとの無相関検定

評価項目 1

評価項目 2

自然さ
自然さ
キャラクタらしさ

キャラクタらしさ
対話継続欲求
対話継続欲求
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