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概要
話者のプロフィールを集めたテキストであるペル

ソナを考慮した対話システムでは，ペルソナの変化
を捉え適切に更新する必要がある．先行研究では，
ペルソナを対話履歴から抽出した上で，既存のペル
ソナと抽出したペルソナを比較し最新のペルソナの
みを残す．しかし，過去のペルソナを削除すること
で情報の欠落を引き起こす．そこで本稿では，既存
のペルソナと抽出したペルソナの両方を考慮したペ
ルソナを，大規模汎用言語モデルを用いて生成的に
更新する手法を提案する．その結果，正解のペルソ
ナとの一致度と応答生成性能の向上を確認した．

1 はじめに
ペルソナは好みや性格，行動といった話者の情報

を集めたテキストであり，ペルソナを考慮すること
で，より親和的な応答生成が可能になる [1]．本稿で
はペルソナを構成する情報の単位（多くの場合，文
に相当）をペルソナ要素と呼ぶ．ペルソナを使った
対話データセットの 1つに Persona-Chat [2]がある
が，ペルソナが変化することは考慮されていない．
しかし，ペルソナは常に同一ではなく，時間の経過
で変化・増加する．Xuら [3]は，対話履歴から新し
いペルソナを抽出する機構を提案し，時間経過を考
慮したMulti-Session Chatデータセット (以降，MSC)
を用いてペルソナ要素を追加することの有効性を示
した．しかし，ペルソナ要素を追加するだけでは，
含意や言い換えとなるペルソナ要素が溜まっていく
だけでなく，ペルソナ要素の変化に対応できない．
そこで Baeら [4]は既存のペルソナと抽出したペル
ソナを比較し，最新のペルソナのみを残す手法を提
案した．しかし，最新のペルソナのみを残し，過去
のペルソナを削除することは情報の欠落を引き起こ
す．本稿では，既存のペルソナと抽出したペルソナ
の両方を考慮し，大規模汎用言語モデルを用いてペ
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表 1 (!! , " " ) に対するペルソナの更新の種類とその例. !! !既存のペルソナ, " " !抽出したペルソナ, #は !! と " " ではないペルソナ, !"
! , """ は !! , " " を書き換えたペルソナを示す.

Outputs #! $ " → Outputs

APPEND #! , $ " I want to be a doctor. I have a pet fish. I want to be a doctor. I have a pet fish.
PASS #! Cheeseburgers are my favorite food. I like cheeseburgers. Cheeseburgers are my favorite food.
REPLACE $ " I’m now looking for a new job. I got a job. I got a job.
DELETE # Having a cold and taking medicine. Cold is all better now. #
FUSION % I live in Toronto. I live in Canada. I live in Toronto, Canada.
REWRITE #"

! , $"" I have pink and blue hair. I have purple hair. I had pink and blue hair. I have purple hair.

O!d:I am 33 years o!d.
New:I am 34 years o!d.→ I am 34 years o!d.
===
O!d:I am signing up the gym !ater today.
New:I finished signing up.→ I signed up for the gym.
===
O!d:< >
New:< >→
図 1 一般的な形式のプロンプトを用いてペルソナの更新を行うプロンプトの一部.

1. 事前に設定されたペルソナを考慮して, 1セッ
ション目の対話を行う.

2. 直前のセッションで行われた対話履歴からペル
ソナを抽出する.

3. 抽出したペルソナと既存のペルソナを利用し
て,保持するペルソナを決定する.

4. 保持したペルソナを考慮して,次のセッション
の対話を行う.

5. 最終セッションの対話が行われるまで 2に戻る.

上記のタスクを細分化すると, 1と 4のペルソナを考
慮した応答生成タスク, 2のペルソナを抽出するタ
スク, 3のペルソナを更新するタスクの 3つがある.
本稿では, 3のタスクに着目する. ペルソナを更新す
るタスクとは, 既存のペルソナを $ = {!1, ...,!& },抽出したペルソナを % = {"1, ..., "' } とすると, 任意
の (!! , " " ) ペアの比較を行い, 最終的に保持する
ペルソナ $ " を得るタスクである. (!! , " " ) から得られる更新されたペルソナの組み合わせとして
は 6 種類挙げられ, その組み合わせを表 1 に示す.
APPEND, PASS, REPLACE は, !! と " " のどちらも,
または,どちらかが更新されたペルソナとして選ば
れ, DELETEは更新されたペルソナがない組み合わ
せである. FUSIONと REWRITEは, !! と " " 以外のペルソナを使用し, FUSIONは !! と " " をまとめた #

を, REWRITEは !! と " " のどちらも,または,どちら
かを書き換えた !"

! と """ を更新されたペルソナとし

Q:You know that he said, "I am 33 years o!d." Then you
hear that the new information about him is that "I am
34 years o!d." As a resu!t, how shou!d you store his
information?

A:Let!s think step by step. Considering "I am 33 years
o!d." and "I am 34 years o!d.", the two pieces of
information are about his age, and the information
suggests that he has aged one year, from 33 to 34. So,
we don!t need information about his previous age.
Thus, by keeping on!y new information, the answer is
"I am 34 years o!d."

===
Q:You know that he said, "I am signing up the gym !ater

today." Then you hear that the new information about
him is that "I finished signing up." As a resu!t, how
shou!d you store his information?

A:Let!s think step by step. Considering "I am signing up
the gym !ater today." and "I finished signing up.",
the two pieces of information are about signing up. As
of the previous information, he was going to sign up
for the gym, but he finished signing up for the gym as
of the new information. So, by describing the !atest
information, the answer is "I signed up for the gym."

===
Q:You know that he said, < > Then you hear that the new

information about him is that < > As a resu!t, how
shou!d you store his information?

A:Let!s think step by step.

図 2 Chain of Thoughtを用いてペルソナの更新を行うプロンプトの一部.

て保持する. Xuら [4]は, APPEND, PASS, REPLACE,
DELETEの 4クラス分類タスクとしてペルソナを更
新した. しかし,表 1の FUTIONと REWRITEの例に
示すように,冗長性を回避するために FUSION,情報
の欠落を回避するために REWRITEを行う必要があ
る. よって,本稿では,ペルソナを更新するタスクを
自動生成で解く手法を提案する. 自動生成するため
には大規模汎用言語モデルを利用したが,ペルソナ
を更新するためには,ペルソナの意味を理解しない
と解くことができない. 例えば, !! =”マンションに
住んでいる.”, " " =”一軒家に住んでいる.”だと,マン
ションから一軒家に引っ越したと考えられるので,
解答は”以前マンションに住んでいた. 一軒家に住ん
でいる.”となる. しかし, " " =”福岡に住んでいる.”の
場合は, " " が 1 単語変化しただけだが, マンション
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図 1 一般的な形式のプロンプト（抜粋）

ルソナを生成的に更新する手法を提案する．
大規模汎用言語モデルは，GPT-3 [5] に代表され
る，大量のコーパスで自己教師あり学習された言語
モデルであり，ショットと呼ばれる少数のサンプル
を記述したプロンプトを与えることで，さまざまな
言語タスクを解けることが知られている．最近のプ
ロンプトの記述方法の 1つとして，Chain of Thought
(以降，CoT) がある [6]．一般的なプロンプトでは
ショットとして問題と解答のペアを記述し，言語モ
デルは与えられた問題の解答を生成する．CoTは，
解答を得るための推論過程も記述し，言語モデルは
推論過程と解答の両方を生成する手法であり，推論
を伴う複数の言語処理タスクで一般的なプロンプト
を上回る性能が確認されている [7, 8]．
ペルソナの更新は，ペルソナ要素の意味・関係性
を考慮した推論を必要とする．そこで，大規模汎用
言語モデルのプロンプトに CoTを利用する手法を提
案する．加えて，含意・中立・矛盾に分類する自然
言語推論 (以後，NLI)の結果に応じてプロンプトを
使い分けることで性能の向上を図る．その結果，情
報の欠落を緩和し，自動評価において正解のペルソ
ナとの一致度と応答生成性能の向上を確認した．

2 提案手法
複数セッションからなる，ペルソナを考慮した対
話は，以下のフローで行われる [9]．

1. 事前設定のペルソナで 1セッション対話する．
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表 1 (𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 )に対するペルソナ要素の更新の種類とその例．𝑚𝑖 ∈既存のペルソナ，𝑠 𝑗 ∈抽出したペルソナ，𝑧は 𝑚𝑖 と 𝑠 𝑗
ではないペルソナ要素，𝑚′

𝑖 , 𝑠
′
𝑗 は 𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 の少なくともどちらかを書き換えたペルソナ要素を表す．

Outputs 𝑚𝑖 𝑠 𝑗 → Outputs

APPEND 𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 I want to be a doctor. I have a pet fish. I want to be a doctor. & I have a pet fish.
PASS 𝑚𝑖 Cheeseburgers are my favorite food. I like cheeseburgers. Cheeseburgers are my favorite food.
REPLACE 𝑠 𝑗 I will go to Italy next month. I went to Italy. I went to Italy.
DELETE ∅ Having a cold and taking medicine. Cold is all better now. ∅

FUSION 𝑧 I live in Toronto. I live in Canada. I live in Toronto, Canada.
REWRITE 𝑚′

𝑖 , 𝑠
′
𝑗 I have pink and blue hair. I have purple hair. I had pink and blue hair. & I have purple hair.
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O!d:I am 33 years o!d.
New:I am 34 years o!d.→ I am 34 years o!d.
===
O!d:I am signing up the gym !ater today.
New:I finished signing up.→ I signed up for the gym.
===
O!d:< >
New:< >→
図 1 一般的な形式のプロンプトを用いてペルソナの更新を行うプロンプトの一部.

1. 事前に設定されたペルソナを考慮して, 1セッ
ション目の対話を行う.

2. 直前のセッションで行われた対話履歴からペル
ソナを抽出する.

3. 抽出したペルソナと既存のペルソナを利用し
て,保持するペルソナを決定する.

4. 保持したペルソナを考慮して,次のセッション
の対話を行う.

5. 最終セッションの対話が行われるまで 2に戻る.

上記のタスクを細分化すると, 1と 4のペルソナを考
慮した応答生成タスク, 2のペルソナを抽出するタ
スク, 3のペルソナを更新するタスクの 3つがある.
本稿では, 3のタスクに着目する. ペルソナを更新す
るタスクとは, 既存のペルソナを $ = {!1, ...,!& },抽出したペルソナを % = {"1, ..., "' } とすると, 任意
の (!! , " " ) ペアの比較を行い, 最終的に保持する
ペルソナ $ " を得るタスクである. (!! , " " ) から得られる更新されたペルソナの組み合わせとして
は 6 種類挙げられ, その組み合わせを表 1 に示す.
APPEND, PASS, REPLACE は, !! と " " のどちらも,
または,どちらかが更新されたペルソナとして選ば
れ, DELETEは更新されたペルソナがない組み合わ
せである. FUSIONと REWRITEは, !! と " " 以外のペルソナを使用し, FUSIONは !! と " " をまとめた #

を, REWRITEは !! と " " のどちらも,または,どちら
かを書き換えた !"

! と """ を更新されたペルソナとし

Q:You know that he said, "I am 33 years o!d." Then you
hear that the new information about him is that "I am
34 years o!d." As a resu!t, how shou!d you store his
information?

A:Let!s think step by step. Considering "I am 33 years
o!d." and "I am 34 years o!d.", the two pieces of
information are about his age, and the information
suggests that he has aged one year, from 33 to 34. So,
we don!t need information about his previous age.
Thus, by keeping on!y new information, the answer is
"I am 34 years o!d."

===
Q:You know that he said, "I am signing up the gym !ater

today." Then you hear that the new information about
him is that "I finished signing up." As a resu!t, how
shou!d you store his information?

A:Let!s think step by step. Considering "I am signing up
the gym !ater today." and "I finished signing up.",
the two pieces of information are about signing up. As
of the previous information, he was going to sign up
for the gym, but he finished signing up for the gym as
of the new information. So, by describing the !atest
information, the answer is "I signed up for the gym."

===
Q:You know that he said, < > Then you hear that the new

information about him is that < > As a resu!t, how
shou!d you store his information?

A:Let!s think step by step.

図 2 Chain of Thoughtを用いてペルソナの更新を行うプロンプトの一部.

て保持する. Xuら [4]は, APPEND, PASS, REPLACE,
DELETEの 4クラス分類タスクとしてペルソナを更
新した. しかし,表 1の FUTIONと REWRITEの例に
示すように,冗長性を回避するために FUSION,情報
の欠落を回避するために REWRITEを行う必要があ
る. よって,本稿では,ペルソナを更新するタスクを
自動生成で解く手法を提案する. 自動生成するため
には大規模汎用言語モデルを利用したが,ペルソナ
を更新するためには,ペルソナの意味を理解しない
と解くことができない. 例えば, !! =”マンションに
住んでいる.”, " " =”一軒家に住んでいる.”だと,マン
ションから一軒家に引っ越したと考えられるので,
解答は”以前マンションに住んでいた. 一軒家に住ん
でいる.”となる. しかし, " " =”福岡に住んでいる.”の
場合は, " " が 1 単語変化しただけだが, マンション

!!
!!

!!
!!

図 2 Chain of Thoughtを用いたプロンプト（抜粋）

2. 直前の対話履歴からペルソナを抽出する．
3. 抽出したペルソナと既存のペルソナから，保持
するペルソナを決定する．

4. 保持したペルソナで次のセッションを行う．
5. 最終セッションの対話でないなら 2に戻る．
上のフローにおけるタスクは，ペルソナを考慮した
応答生成（1, 4），ペルソナの抽出（2），ペルソナの更
新（3）の 3つに分けられ，本稿はペルソナ更新タス
クに着目する．既存のペルソナを 𝑀 = {𝑚1, ..., 𝑚𝑇 }，
抽出したペルソナを 𝑆 = {𝑠1, ..., 𝑠𝐾 }とする．本稿で
は，後述するペルソナ更新アルゴリズムに従いなが
ら，ペルソナ要素の組 (𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 ) を生成的に更新する
ことで，新たなペルソナ要素の集合 𝑀 ′ を得る．
ペルソナ要素の更新 Bae ら [4] は，ペルソナ

要素の更新操作として，APPEND, PASS, REPLACE,
DELETEの 4種類を定義した．この 4種類は，𝑚𝑖 と
𝑠 𝑗 をそれぞれ残すか残さないかの二値の組み合わせ

に対応する．しかしこの方法では，過去のペルソナ
が削除されてしまい情報の欠落を引き起こす可能性
がある．そこで本稿では，既存のペルソナと抽出し
たペルソナの両方を考慮した 𝑚𝑖 と 𝑠 𝑗 以外の新し
いペルソナ要素を得る操作を新たに 2つ導入する．
1 つ目は，Bae らも言及していたものの未導入で
あった，𝑚𝑖 と 𝑠 𝑗 をまとめた 𝑧を保持する FUSION，
2 つ目は，𝑚𝑖 と 𝑠 𝑗 の少なくともどちらかを書き
換えた 𝑚′

𝑖 と 𝑠′𝑗 を保持する REWRITEである．6種
類の操作の例を表 1に示す．Baeらの 4分法では，
FUSIONの事例が PASSまたは APPENDに分類され
るため情報が欠落した，または冗長な状態で保持さ
れる．REWRITE の事例は REPLACEに分類される
ため情報の欠落が発生する場合がある．FUSIONと
REWRITEはそれらの課題を解消している．本稿は，
FUSIONと REWRITEを初めてペルソナ要素の更新
に導入し，新しいペルソナ要素を大規模汎用言語モ
デルを用いて生成する手法を提案する．

Chain of Thoughtプロンプト ペルソナ要素を適
切に更新するためにはペルソナ要素の意味を理解す
る必要がある．例えば，𝑚𝑖 = “マンションに住んで
いる．”，𝑠 𝑗 = “一軒家に住んでいる．”の場合，マン
ションから一軒家に引っ越したと考えられるので，
更新したペルソナ要素は 𝑚′

𝑖 = “以前マンションに住
んでいた．” と 𝑠′𝑗 = “一軒家に住んでいる．” とな
る．𝑠 𝑗 = “福岡に住んでいる．”の場合は，マンショ
ンが福岡にあると考えられるので，更新したペルソ
ナ要素は 𝑧 = “福岡でマンションに住んでいる．”と
なる．このようにペルソナ要素の更新には推論を必
要とするため，図 1の形式で記述する一般的なプロ
ンプトではなく，段階的に推論を行い解答を得るこ
とで性能の向上が確認されている CoTを利用し，図
2の形式でプロンプトを記述する．

NLIを利用したプロンプトの使い分け ペルソナ
要素ペア (𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 ) は含意・中立・矛盾のいずれかの
論理関係を持ちうるが，論理関係の違いによって，
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同じ種類のペルソナ要素の更新を行う場合であって
も CoTの推論過程が異なる．異なる推論過程を記述
したプロンプトを使用することは生成時のノイズに
なると考えられるので，(𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 ) と同じ論理関係の
ペルソナ要素ペアを利用したショットのみで構成す
るプロンプトを使用する．(𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 ) とショットに記
述されたペルソナ要素ペアの性質や関係が類似して
いることで性能の向上が期待される．具体的には，
図 2の形式で記述した各ショットを，ペルソナ要素
ペアの NLI [10]の結果に応じて分け 3種類のプロン
プトを用意する．更新を行うときは，(𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 )の NLI
結果に応じてプロンプトを使い分け生成を行う．
ペルソナ更新アルゴリズム 最終的に保持するペ

ルソナ 𝑀 ′ を得る処理は，ペルソナ更新アルゴリズ
ムによって行う．更新アルゴリズムの詳細は付録
Aに示す．Baeらの更新アルゴリズムでは，要素ペ
ア (𝑚𝑖 , 𝑠 𝑗 ) に対して分類器を適用し，その分類結果
に基づいてペルソナの更新処理を行う．これに対し
我々の更新アルゴリズムでは，元の要素ペアと生成
されたペルソナ要素を照合することで，どの更新操
作が生成モデルで選択されたのかを特定し，それに
基づいて実際のペルソナ更新処理を行う．

3 実験
3.1 実験設定
ペルソナを考慮した応答生成は，MSC で

fine-tuning した Transformer [11] ベースのモデル
BST2.7B [3]を利用した．ペルソナの抽出には MSC
で fine-tuningした BART [12]を利用した．ペルソナ
要素を更新するための大規模汎用言語モデルは，主
に英語で事前学習された 660億個のパラメータを持
つ公開済みの OPT [13]，日本語と英語で事前学習さ
れた 390億個のパラメータを持つ HyperCLOVA [14]
の 2種類で比較を行う．プロンプトには，図 2と同
様の形式で 5-ショットを記述した．NLI 分類器に
は，Dialogue NLI [10]で fine-tuningしたDeBERTa [15]
を利用した．Dialogue NLIのテストデータでの正解
率は 91.3%であった．実装は ParlAI [16] を利用し，
特に記載のない設定は ParlAIのデフォルトに従う．
応答生成モデルに入力するペルソナ要素の順序は，
結果に影響を与える可能性があるため，付録 Bに示
す実験を行った結果，最も Perplexityが低いランダ
ム順で統一する．
ペルソナの更新を評価するために，MSCのテス

トデータで以下の 2つの実験を行う．
1. MSCの正解のペルソナと手法ごとのペルソナ
の一致度を ROUGE-1, 2 (F1) [17]で評価．

2. 応答生成の性能を評価するため，手法ごとのペ
ルソナを使い，応答生成モデルの Perplexityを
セッションごとに評価．

数値差の評価の補助とするため，Paired Bootstrap
Resampling [18]による有意差検定を行う．多重比較
補正は行わない．

3.2 比較手法
以下の手法の間で比較を行う．
Accumulation 抽出したペルソナを既存のペル
ソナに単に追加する手法．

Classification ペルソナ要素ペアを分類してペ
ルソナを更新する手法．Bae らの手法 [4] を再現
することを目的としている．データセットがない
ため 4 クラス分類器を新たに訓練する NLI transfer
(fine-tune)ではなく，既存の NLIモデルを用いて含
意を PASS，中立を APPEND，矛盾を REPLACEに対
応づける 3クラス分類手法 (NLI zero-shot)を再現す
る．ペルソナ要素ペアが DELETE に分類されるこ
とはないが，Baeらによれば DELETEの割合は 5%
程度であり，最大で 95%の精度を持ち得ると考えら
れるため，十分比較手法となりうる．

O Generation OPTを用いた提案手法．
H Generation HyperCLOVAを用いた提案手法．
提案手法の切除実験として，図 1の形式のプロン
プトを使った w/o CoTと，NLIを行わず 1種類のプ
ロンプトを使用する w/o NLIの実験を行う．また，
応答生成については，性能の上限を確かめるため，
正解のペルソナを利用した Gold Persona とも比較
する．

3.3 実験結果
正解のペルソナとの一致度を測った実験結果を
表 2 に示す．H Generation は，Accumulation よりも
ROUGE-1, 2ともに高く正解のペルソナとの一致度
が向上した．それ以外の手法は，Accumulationと比
較して，ROUGE-1, 2の少なくともどちらかが低い
値となり，一致度の向上は確認できなかった．平
均ペルソナ要素数に関しては，更新を行う手法は
Accumulationと比較して全て減少しており，含意や
言い換えとなるペルソナ要素をまとめたり削除して
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A: Let's think step by step. Considering "I'm now looking for a new job." and "I got a job.", the two pieces of

information are about his current job. As of the previous information, he was looking for a new job, but he got a job

as of the new information. So, by describing the latest information, the answer is "I got a job."

A: Let's think step by step. Considering "I am an artist." and "I am a vet.", the two pieces of information are about

occupation. As of the previous information, he was an artist, but he is a vet now. It is assumed that he changed his

occupation. Therefore, by rewriting the previous information in the past tense and combining it with the new

information, the answer is "I was an artist, but now I am a vet."

図 3 提案手法によりペルソナ要素の更新を行ったペルソナの生成例．”Let’s think step by step.”以降を生成している．

表 2 正解のペルソナとの一致度を測った実験結果と平均
ペルソナ要素数．†は Accumulationと比較して検定で有意
（𝑝 < 0.05）であることを示す．

ROUGE-1 ROUGE-2 ペルソナ要素数
Accumulation 61.58 38.99 34.91
Classification 55.38 34.08 15.43

O Generation 62.79† 38.65 21.44
w/o CoT 62.06 37.74 18.93
w/o NLI 61.92 37.21 20.43

H Generation 63.52† 39.81† 28.37
w/o CoT 61.90 37.92 25.64
w/o NLI 61.60 37.59 26.41

Gold Persona - - 19.26

表 3 各手法のペルソナを使った応答生成の実験結果．各
セッションごとの Perplexityで評価．

Session 2 3 4 5

Accumulation 8.830 9.010 9.123 9.202
Classification 8.952 9.148 9.257 9.321

O Generation 8.914 9.058 9.145 9.191†

w/o CoT 8.917 9.054 9.149 9.214
w/o NLI 9.075 9.151 9.248 9.317

H Generation 8.947 8.990† 9.088† 9.153†
w/o CoT 8.956 9.009 9.101 9.161
w/o NLI 8.998 9.065 9.120 9.186

Gold Persona 8.837 8.967 9.058 9.141

いると考えられる．しかし，Classificationは，Gold
Personaよりもペルソナ要素数が少なく，過去のペ
ルソナを削除した影響でペルソナ要素が減りすぎて
いる可能性がある．
次に，応答生成の実験結果を表 3に示す．全ての

セッションにおいて，Classification は Accumulation
より高い Perplexityとなり，ペルソナ要素ペアを分
類して更新する手法の効果は確認できなかった．提
案手法では H Generation が最も低い Perplexity であ
り，Accumulationと比較すると，セッション 2以外
では H Generation のほうが低かった．Gold Persona
ともセッション 5 での Perplexity の差が 0.012 であ
り，対話が長期なら提案手法が有効であることを確

認した．OPTを使った手法は，HyperCLOVAを使っ
た手法と比較して性能が低下した．モデルサイズ
は HyperCLOVAより OPTのほうが大きく，OPTは
英語に特化しているが，事前学習に使われたデータ
の質や量，ハイパーパラメータ等が性能に影響を与
えていると考えられる．切除実験の結果，提案手法
は w/o CoT，w/o NLIよりも優れた結果となり，CoT
と，NLIでプロンプトを使い分ける手法の効果を確
認した．

3.4 ペルソナ要素の更新例
H Generationでペルソナ要素の更新を行った生成
例を図 3に示す．違和感のない推論過程が生成でき
ており，入力に与えたペルソナ要素をそのまま出力
するだけではなく，FUSIONのようにペルソナ要素
をまとめ，過去のペルソナ要素の情報も保持してい
る例も確認した．しかし，”I am an artist.”と”I am a
vet.”を比較した場合に，言語モデルの出力ではアー
ティストから獣医に転職したと推論しているが，
アーティストと獣医を兼ねている可能性もあり，ペ
ルソナ要素ペアだけではどのように更新するべきか
判断することが難しい例もあった．

4 おわりに
本稿では，ペルソナを考慮した対話システムにお
いて，FUSIONと REWRITEの 2つの更新手法を新
たに導入し，過去の情報も考慮したペルソナ要素を
生成してペルソナを更新する手法を提案した．情報
の欠落の緩和を目的とした提案手法により先行研究
と比較して正解のペルソナとの一致度，応答生成の
性能の両方を向上することを確認した．情報の欠落
が防がれていることは事例分析からも確認された．
今後人手評価を行い，応答生成がどのような観点で
改善されているか確かめたい．また，ペルソナの更
新性能は，ペルソナの抽出や応答生成といった他の
機構の性能に依存するため，これらの機構も含めて
総合的に向上させていきたいと考えている．
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A ペルソナの更新アルゴリズム
提案手法のペルソナの更新アルゴリズムを図 4に

示す．
Input:

𝑀 = {𝑚1, 𝑚2, ...，𝑚𝑇 }
𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, ...，𝑠𝐾 }
𝑁𝐿𝐼 (𝑚, 𝑠) → {”含意”，”中立”，”矛盾”}
𝑝→ {𝑝𝑒𝑛𝑡，𝑝𝑛𝑒𝑢，𝑝𝑐𝑜𝑛 }

Output: 𝑀 ′ = {𝑚′
1, 𝑚

′
2, ...，𝑚′

|𝑀′ | }
1: function update persona(𝑋,𝑌 )
2: if 𝑌 = ∅ then
3: return 𝑋
4: end if
5: for all 𝑦 𝑗 ∈ 𝑌 do
6: 𝑋′← ∅
7: 𝑈← ∅
8: 𝑓𝑑𝑒𝑙← false
9: for all 𝑥𝑖 ∈ 𝑋 do

10: if 𝑁𝐿𝐼 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 ) = ”含意” then
11: 𝑝← 𝑝𝑒𝑛𝑡
12: else if 𝑁𝐿𝐼 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 ) = ”中立” then
13: 𝑝← 𝑝𝑛𝑒𝑢
14: else if 𝑁𝐿𝐼 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 ) = ”矛盾” then
15: 𝑝← 𝑝𝑐𝑜𝑛
16: end if
17: if 𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝) = ∅ then
18: 𝑓𝑑𝑒𝑙← true
19: else if 𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝) = 𝑥𝑖 then
20: 𝑓𝑑𝑒𝑙← true
21: 𝑈←𝑈 ∪ 𝑥𝑖
22: else if the number of 𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝) is 1 &

𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝) ≠ 𝑦 𝑗 then
23: 𝑓𝑑𝑒𝑙← true
24: 𝑈←𝑈 ∪𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝)
25: else
26: 𝑋′← 𝑋′ ∪𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝)
27: end if
28: end for
29: if 𝑓𝑑𝑒𝑙 = true then
30: 𝑋′← 𝑋′ − 𝑦 𝑗
31: 𝑋′← update persona (𝑋′，𝑈)
32: end if
33: 𝑋← 𝑋′

34: end for
35: return 𝑋′

36: end function
37: 𝑀 ′← update persona (𝑀, 𝑆)
38: return 𝑀 ′

図 4 提案手法のペルソナの更新アルゴリズム．
𝐺 (𝑥𝑖 , 𝑦 𝑗 , 𝑝) は大規模言語モデルでプロンプト 𝑝を利用し，
𝑥𝑖 と 𝑦 𝑗 のペルソナ要素ペアでペルソナ要素の更新を行う
ことを表す．{𝑝𝑒𝑛𝑡 , 𝑝𝑛𝑒𝑢, 𝑝𝑐𝑜𝑛}はそれぞれ含意・中立・矛
盾に対応したプロンプトである．

B ペルソナ要素の順序による影響
調査
ペルソナを考慮した対話の実験を行うにあたっ

て，応答生成モデルに与えるペルソナ要素の順序が
対話性能に影響があるのか不明であるため調査を
行う．ペルソナ要素の順序は古い順 (Old)，新しい

表 4 応答生成モデルに与えるペルソナ要素の順序を変
化させた実験結果．† は Sort Old と比較して検定で有意
(𝑝 < 0.05)であることを示す．
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Sort Old 8.927
Sort New 8.914
Sort Related 8.916
Sort Random 8.904†

順 (New)，直近の発話との関連度順 (Related)，ラン
ダム (Random)の 4種類で比較する．直近の発話と
の関連度順とは，ユーザの直前の発話とペルソナ要
素の各埋め込み表現のコサイン類似度が高い順とし
た．埋め込み表現を得るためには SimCSE [19]1）を
使い，[𝐶𝐿𝑆] トークンの埋め込み表現を利用した．
それ以外の実験設定は，3.1節の設定に従い，応答
生成性能をセッション 2からセッション 5の平均の
Perplexityで評価する．
結果を表 4に示す．ペルソナ要素の順序により，

Perplexity が変化することから，ペルソナ要素を入
力に与える順序は応答生成に影響を与えることが判
明した．その上で，ペルソナ要素をランダムに並べ
た Sort Random の Perplexity が最も低いことを確認
した．

1） https://huggingface.co/princeton-nlp/

sup-simcse-roberta-large
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