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Abstract: Recently, the use of various chatterbots has been proposed to simulate conversation
with human users. Several chatterbots can talk with users very well without a high-level contex-
tual understanding. However, it may be difficult for chatterbots to reply to specific and interesting
sentences because chatterbots lack intelligence. To solve this problem, we propose a novel chatter-
bot that can directly use Bulletin Board System (BBS) information in order to estimate user ’s
interests.

1 はじめに

自然言語処理，人工知能といった技術がこれほど進
歩した今も，汎用的な自然言語による対話が可能な人
工知能の実現は極めて困難であると考えられている．
一方，人工知能に対して，人工無脳 [1] と呼ばれる

システムが人気を集めている．これは，脳の仕組みを
追求するのではなく，ユーザとシステムとの間に興味
深い会話が成立することを主な目的としている．人工
無脳は敢えて会話における表層的な部分のみを考慮す
ることによって，かえってユーザに好まれるといった
特徴を持つ．
そこで本研究では，人工無脳の基本的な立場を維持

しつつ，ある分野において深い知識を持つユーザでも
満足可能な，Web からの情報収集機能と興味推定機能
を有する人工無脳システムを提案する [2]．

2 本研究における人工無脳の構成

本研究では，以下の各項目にしたがって人工無脳を
構築する．

解釈 プログラムが文章を取得し，処理に適すよう整形
することを解釈と呼ぶ．解釈時の第一段階の処理
として，形態素解析をする．今回は，日本語形態
素解析ライブラリ Sen を使用した．
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応答 ユーザに適切と思われる表現を返す応答について
は，記憶機構，ログ，ネットワーク，品詞解析が
ある．

学習 エージェントが新しい発言を覚えたり，記憶を修
正する機能を学習と呼ぶ．

3 Web 情報を用いた人工無脳

3.1 基本方針

Web から人工無脳の会話に必要な情報源を得る単純
な手法として，Wikipedia や検索エンジン等を利用し，
Web ページから直接文を抜き出す手法が考えられる．
今回はより狭い範囲の深い話題にも対応可能なように，
あらかじめ分野ごとにカテゴリ分けされた掲示板から
応答用の文を抽出する手法を提案する．
情報を収集する掲示板として 2 ちゃんねるを用いた．

2 ちゃんねるは非常に幅広い分野についての板があり，
日常的な話題や一般的な趣味のほとんどをカバーでき
ると考えられる．今回は，板ごとに特徴的な単語が存
在し，かつ，概念が近い板間では，共通の単語が使わ
れる傾向があるという仮定のもと，単語と興味分野の
関連付けについて考察した．有効な関連付けを得るこ
とができれば，会話内の頻出単語からユーザが興味を
持っている分野を推測するなどの応用が考えられる．今
回は前述の仮定の有効性を確認するために，板内の全
スレッドにおける単語の出現頻度を用いて板間の距離
を定義し，板間の距離と板間の意味的な類似性につい
て考察した．



3.2 板間の距離

2 ちゃんねるにおける板間の距離を以下のように定
義する．なお，距離が近いほど類似している板である
ことを示している．
全掲示板において出現した単語の集合をWとし，i

番目の単語を wiで表す．|W | = M とする．このとき
板 x, yの特徴ベクトル x̂, ŷ を以下のように定義する．
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このとき，板 x, yの距離 D(x, y)を以下で定義する．

D (x, y) =

√√√√ M∑
i=1

(x̂i − ŷi)
2 (3)

各板とそこに現れる頻出語句の間に相関があること
がわかっている．[2]

3.3 掲示板内の文の利用

1. Web 上から取得した板 i の内容を一文単位で集
合 Si に保存する．

2. 1. で保存した板数を n として，掲示板内の文の
全体集合を S =

∪n
i=1 Si( ̸= ϕ) と定義する．

3. 正例集合を使用する確率 p を設定する．

4. 入力文章中の最初に出現した名詞を k として，正
例集合 Strue = {x|x ∈ S, x は文中に k を含む }
を求める．また負例集合を Sfalse = S \ Strue と
する．

5. 確率 p で Strue から，確率 1 − p で Sfalse か
ら一文を一様乱数で選択し出力文とする．なお
Strue = ϕ または Sfalse = ϕ の場合は，S から選
ぶものとする．

表 1: 板情報利用前後の興味推定結果
板情報なし 板情報あり

ユーザ 1(数学) 1/5 5/5
ユーザ 2(美容) 2/5 4/5

ユーザ 3(TV ゲーム) 2/5 4/5

4 アンケート

板情報の利用がユーザの興味を満たすことに貢献す
るかどうかの調査のため，3 人のユーザに対し，アン
ケートをした．調査方法を以下に示す．

1. ユーザは人工無脳（板情報利用なし）と 10 回入
力分会話する．

2. ユーザは人工無脳（板情報利用あり）と 10 回入
力分会話する．

3. 1.，2. を 5 回繰り返し，人工無脳の出力がユー
ザの興味を満たした回数を数える．

表 1 に結果を示す．表 1 より，全てのユーザに対し
て板情報を利用した方がより興味を満たすことがわか
るため，今回の興味の設定が有効に働いたといえる．
また，興味推定の予備実験として，ユーザに人工無

脳（板情報利用あり）と自由に会話してもらい，会話
ログの頻出単語を人工無脳が分析することで，ユーザ
が何に興味があるかを推定した．ユーザ 1，2，3 とも
異なる興味を持っているという前提で会話してもらい，
正しい推定結果が得られることがわかっている．

5 まとめと今後の課題

本研究では 人工無脳システムにおける Web 情報を
用いた興味推定について考察した．より機微に富んだ
会話を可能とするシステムの開発が今後の課題である．
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