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With the development of the Internet, chat-style psychological counseling that is easily accessible to clients
has become popular, as well as face-to-face counseling. However, the response rate, which is the percentage of
counseling received, becomes less than 50% due to an increase in the number of clients and the lack of counselors.
Therefore, to increase the response rate to 100%, this research aims to develop a system that assists counselors by
using natural language processing. Specifically, the counseling is based on a chatbot that seamlessly switches to
the counselor according to the level of risk of the client. In this paper, a risk estimator for the client is created as a
part of the system based on the prior information answered by the client. The performance was low and insufficient
and the necessity to enrich the prior information was suggested.

1. 序論
現代の日本では，死因に占める自殺の割合である自殺率が

高く，世界の中でも高い水準であるため，自殺率を低減する
のは喫緊の課題である [厚生労働省 社会・援護局 総務課]．近
年は，学校での自殺予防教育 [川島 19] や金銭的な困窮に対
する施策 [竹島 17] など，多岐にわたる試みが行われている
[松本 13, 澤原 15]．しかしながら，依然として自殺率は高く，
改善は十分とは言えない．
自然言語処理を利用した取り組みでは，自殺を実行に移そ

うと自殺企図に至った人を，SNSの投稿から検知して対策し
ようとする試みが行われている [O’Dea 15, Mbarek 19]．これ
らの取り組みでは，自殺を試みる時点まで発展して，明確に身
体的な危険がある人を対象としており，検出された人の水際対
策となりえるが，深刻な精神状態にあるために，回復までには
長い時間が必要となる．
自殺企図を持つ以前に，自殺を望む気持ちである自殺念慮

を持たないように対策を講じるための取り組みとして，心理カ
ウンセリングがある．心理カウンセリングは，カウンセラーと
相談者が対話して相談者の心理的な苦しみを除去する施術で，
相談者の表情や声色の情報も重視されるため，対面形式での
カウンセリングが一般的である．しかしながら，対面形式のカ
ウンセリングは，自ら病院に通院する必要があり，心理的に消
耗した相談者にとって受診までのハードルが高いという問題が
ある．
近年では，インターネットの普及により，より気軽にカウン

セリングが受けられるような取り組みとして，オンラインの
チャット形式の心理カウンセリングが普及しつつある．チャッ
ト形式では，SNSのチャットサービスのような既存の枠組みを
利用することで，相談者が気軽にアクセスして相談することが
できる．一方で，自殺につながるような深刻な相談から，日常
的な相談まで多岐にわたる相談が寄せられ，相談者数も多いた
め，カウンセラーが足りておらず，実際に相談を受けられる相
談者は全体の半分以下であるという現状がある．
そこで本研究では，チャット形式の心理カウンセリングの受
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図 1: 心理カウンセリング補助システムで目指す姿

け皿を増やすため，図 1 のような形式でカウンセリングが行
えるような心理カウンセリング補助システムの実現を目指す．
本システムでは，カウンセリング業務の一部を自然言語処理技
術で代替することで，カウンセラーの負担を削減し，カウンセ
リングの応答率を向上させて，カウンセリングを受けられる相
談者数を増加させることを目的とする．具体的には，相談の対
話内容から相談者のリスクを判定し，チャットボットによる自
動対話とカウンセラーによる人手の対話の橋渡しをすること
で，カウンセラーが実際にカウンセリングに対応できる時間を
増加させる．本論文では，目標とするシステムの概観と，現在
取り組んでいる相談者のリスク判定の開発について論じる．
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図 2: 東京メンタルヘルス・スクエアのチャット形式心理カウ
ンセリングの業務フローと効率化の対象

2. 関連研究
自然言語処理を自殺予防に利用する取り組みとして，自殺

企図に至った人を Twitter などの SNS での投稿から検知す
る研究が行われている．その重要性から，実際に自殺や自殺
企図に至った人の投稿を検知するタスクのワークショップが
行われた [MacAvaney 21]．また，他にも投稿から自殺傾向
を検出するためのコーパスを構築する研究が行われているが
[O’Dea 15, Mbarek 19]，根本的に自殺念慮を予防するための
研究は行われていない．

3. チャット形式心理カウンセリング
本研究では，NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア ∗1に

よるこころのほっとチャットを対象としてシステムを開発する．
こころのほっとチャットでは，LINE などの既存の SNS や専
用のウェブアプリケーションで相談を受け付けており，相談者
は任意の媒体から相談できる．相談可能な時間は毎日正午から
12時間程度で，相談者からの相談リクエストをカウンセラー
が受け付けた時点から最大で 50分間行われる．
東京メンタルヘルス・スクエアのカウンセリング業務は図 2

のように，監督者がカウンセラーに振り分けた相談者を順番に
カウンセリングする形式で行われる．相談者は自由なタイミン
グで相談を持ち掛けることが可能で，相談のメッセージを送っ
た時点で相談の待機列に登録される．その後，自動で事前質問
が行われ，性別や職業，相談内容などのカウンセリングに必要
な情報が収集される．この時，事前質問は回答を強制するもの
ではなく，回答したくない場合は回答しなくてもよい．監督者
は事前情報を加味して，自殺や自傷などのリスクが高い相談者
（ハイリスク者）を優先的に，待機しているカウンセラーに割
り当てる．カウンセラーは割り当てられた相談者の相談を順次
的に受ける．カウンセラーはまず，受け付けた相談者の事前情
報から状況把握ができない部分について聞き取りを行い，その

∗1 https://www.npo-tms.or.jp/

後に相談者に合った提案，問題への向き合い方や医療機関受診
の推薦などを行う．
相談者数がカウンセラーの処理能力を超えているチャット形

式の心理カウンセリングでは，この業務フローの各機能は団体
に依らず必須であり，これらを効率化できればカウンセリング
業務の負担を減らすことができるといえる．まず相談者をカウ
ンセラーに割り当てる操作は，相談者数と相談内容がカウンセ
ラーの処理能力を超えている場合には，どの相談者を優先的
にカウンセリングするかを優先度付けする必要がある．また，
事前質問や状況の聞き取りは適切なカウンセリングを行うため
には必須である．

4. 心理カウンセリング補助システム
本研究では，カウンセラーによるカウンセリング業務の一部

を自然言語処理技術によって代替して自動化し，カウンセラー
の負担を削減することでカウンセリングの受け皿を増やすこと
を目指す．図 1 に示した目指す心理カウンセリングでは，図
2中の効率化の対象をシステムで代替する．まず相談を受け付
けたら事前質問を行い，チャットボットによる対話で状況を聞
き取る．その後，チャットボットによるカウンセリングを開始
する．この時，発話ごとに相談者のリスクを計算し，チャット
ボットでは対応しきれない，ハイリスクな相談者であると判定
された場合には，カウンセラーとシームレスに交代する．この
システムによってカウンセラーが，チャットボットでは対応し
きれない相談者のみを対応するようにし，受け付けられる相談
を増やすことで，応答率を向上することを目標とする．
相談者のリスクは，チャットボットからカウンセラーに橋渡

しするタイミングを定めるために，事前質問の内容とチャット
ボットによる対話の内容から判定する．実際の開発は，事前質
問のみから判定する場合と，チャットボットの対話を利用して
逐次的にリスクを算出する場合の二段階に分けて開発を行う．
チャットボットは，心理カウンセリングという対話内容が繊

細である点から，段階的に開発する．まずチャットボットの発
話を，カウンセラーへの発話推薦機能として利用し，利用可
能性が確認されてからチャットボットとして実装する．また，
チャットボットの発話は相談者に大きな影響を及ぼすため，ま
ず発話の質が担保されている過去の相談事例中のカウンセラー
の発話から，適した発話を選択する事例ベースによる推薦シ
ステムを作成する．その後，カウンセラーによって利用されや
すい事例をもとに，新たな発話を生成する生成ベースで開発
する．

5. 相談者のリスク判定の評価
システムの実現に向けて，事前質問の内容からリスクが算

出可能か検討するために，サポートベクターマシン（Support

Vector Machine; SVM）とランダムフォレスト（Random For-

est; RF）で分類を試みる．本論文で対象とするのは，事前質
問の内容のみからリスクを判定する場合のみを対象として評価
する．

5.1 対話データ
評価には 2018 年から 2021 年までに東京メンタルヘルス・

スクエアで蓄積された対話を利用した．それぞれの対話には，
相談者とカウンセラーが一対一のチャット形式で 50分間発話
交換した際の発話内容と事前質問の内容が含まれる．対話の前
にはカウンセリングに必要な情報を得るための事前の質問が行
われ，性別・年代・職業・相談者の相談内容が尋ねられる．自
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表 1: 相談者のリスク判定性能
適合率 [%] 再現率 [%] F値 [%]

SVM 16.7 4.3 6.9

RF 0.0 0.0 0.0

殺しそうな可能性が高い人や公的機関への通報に至ったなど，
ハイリスクな相談者（ハイリスク者）はカウンセラーによって
ラベル付けされている．
気軽に相談できるというチャット形式の特徴から，深刻な悩

みの相談の割合は少なく，17,095件の対話に 124件のハイリ
スク者が含まれる．データは，訓練と評価それぞれを 13,676

件と 3,419件ずつに分割し，ハイリスク者は 101件と 23件ず
つ含まれるデータセットでリスク判定を行った．

5.2 評価設定
対話データ中のハイリスク者を事前相談の回答を利用して

分類した時の分類性能で，相談者のリスク判定が可能かどうか
検討する．分類性能は，適合率・再現率・F値で評価する．
評価には scikit-learn [Pedregosa 11] で実装した SVM と

RFを利用した．特徴ベクトルは，事前質問に含まれる性別・
年代・職業のそれぞれの one-hotベクトルと，事前の相談内容の
Term Frequency-Inversed Document Frequency（TF-IDF）
を結合したベクトルを利用した．TF-IDFは事前の相談内容を
Mecabと NEologd [Toshinori 15]によって分かち書きして得
られた単語をもとに作成した．モデルのハイパーパラメタは
グリッドサーチによるチューニングで決定し，SVMは正則化
パラメタ C，カーネルの種類，カーネルに対するパラメタを，
RFでは木の数，情報利得の関数，木の深さをチューニング対
象とした．

5.3 評価結果
表 1に示したリスク判定性能から，ほとんどリスク判定が

できていないことが確認できる．RFではどのハイリスク者も
分類できていないと確認でき，RFはリスク判定に利用するの
は困難であると確認できた．一方で SVMに注目すると，一部
は分類できていることが確認できるが，依然として抽出性能は
低い．以上から，現状の問題設定でリスク判定を高い水準で行
うのは困難であるといえる．

5.4 考察
分類が困難であった要因として，まず事前に尋ねた相談内容

の粒度が異なることが挙げられる．相談内容は「相談したいで
す」などの内容ではない一言であったケースや，1,000単語以
上の長文で記述されるケースなど多岐にわたり，相談内容が記
述されていないケースも 25%以上あった．相談内容がわから
ないケースのリスクは不可能で，現状の問題設定では，リスク
判定を改善するのは困難であるといえる．
また，ハイリスク者の数が全体の 1%未満と極端に少なく，

機械学習モデルで学習するのが困難であったことも原因であ
る．現状のハイリスク者の定義は，自殺や自殺企図，公的機関
への通報に至った人となっており，極めて危険な人のみを対象
としている．しかしながら，カウンセリングでは自殺念慮に至
る前の段階の人を救うことも重要であるため，ハイリスク者の
ラベルの間口を広げる必要がある．

6. 結論
本研究では，チャット形式の心理カウンセリングにおいて，

カウンセラーが足りていない現状を打破するために，補助シス

テムを作成することで受け皿を増やすことを目指す．現在はそ
のうちの相談者のリスク判定の開発を試みており，現状の問題
設定でリスク判定を SVMによる分類で行ったところ，一部の
みしか分類することができなかった．これは現状の問題設定で
は適切な事前情報が得られないことが原因である．
そこで今後は，リスク判定の改善のために，事前質問を改善

して，データセットを構築し，リスク判定器を作成する．事前
質問は質問方法や回答方法を標準化し，相談内容を含む事前情
報が適切な量・形式で得られるようにする．その後，現状のハ
イリスク者が極端な定義でラベル付けされているのを改善し
て，リスクを段階的なラベルとしてデータセットを構築する．
最後に，事前情報が拡充され，ハイリスク者のラベルが適切に
付与されたデータセットから，リスクの判定を試みる．
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