
1

特殊研究1報告

奥乃研究室 福林 雄一朗

2006年6月26日

2

質疑応答システムの作成
•質疑応答システムとは
•自然言語による質問文を入力として受けとり、それに対する

答えを出力として返す。
例例例例：「今年のワールドカップはどこでやってる？」「ドイツです」

•システムの知識ソースは文書で、答えは文中にある。
⇔ データベース検索(データベース内を検索)
⇔ 文書検索(答えは文書自体)

•質問のタイプ[1]
•4W型質問(Why, How以外)
•Why型質問(理由を尋ねる)
•How型質問(手順や手法を尋ねるもの)
•Symptom型質問(定義・説明・記述を尋ねるもの)

今回取り組む
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固有表現とは？
•固有表現(Named Entity)
•人名や地名、組織名などの固有名詞

•数量や割合、金額など

•固有表現抽出は有用
•文書の検索、分類

•データマイニング

•コンピュータによる高度な推論
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アプローチ
1. 何について質問されているか判断する
• IREX(情報検索と情報抽出のワークショップ)で定義され

た固有表現8種類の質問タイプのどれを聞いているか？
• 組織、人名(固有物)、地名、日付、時間、金額、割合、人数

• 質問パターン決定ルール[2]を参考に質問タイプを判断

2. 質問文に含まれる名詞・形容詞・副詞をキーワ
ードにしてgoogle検索

3. 検索結果(の要約文)に含まれる固有表現から
答えを探す
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システムの概念図

システム本体

KNP NE

google質問文 クエリ

検索結果

検索結果の
解析結果

質問文の
解析結果

答えのタイプ 検索結果中
のNE

ユーザ

今年のワールド
カップはどこで
やってるの？

場所
今年
ワールドカップ

1 1998年のFIFA…
2 ワールドカップか…
3 小学生のときは、…
4 また、2月にはボ…

……
[LOCATION]
ドイツ=5 日本=2 ブ
ラジル=2 ……

場所(LOCATION)

ドイツです。

1

1

2

2

34
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1：質問パターンとタイプ[2]

時間、日付、金額、割合.*何(年|月|週|日|時|分|秒|円|ドル|$|%|パーセント|割|倍).*

人名、組織、固有物.*何.*

組織、場所、固有物.*は何と.*

組織、場所、固有物.*何という.*

場所.*どこ.*

組織、場所.*どこの.*

時間、日付.*いつ.*

人名、組織、固有物.*名前.*

人名.*誰.*

質問タイプ質問方法のパターン(正規表現)

※一部変更、赤は独自に追加
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2：クエリの作成
•質問文を構文解析
質問文質問文質問文質問文：「今年の | ワールドカップは | どこで | やってるの？」

•各文節から名詞・形容詞・副詞をとりだしクエリを
作成
•質問パターンを決める文節(疑問詞)はクエリにしない

•ただし、対応したキーワードを用意する場合がある
•「どこ」→「場所」

クエリクエリクエリクエリ：「場所 今年 ワールドカップ」
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2：追加するキーワード

人名、組織、固有物

時間、日付、金額、割合

組織、場所、固有物

組織、場所、固有物

場所

組織、場所

時間、日付

人名、組織、固有物

人名

質問タイプ

何□→□

どこ→場所

名前→名前

誰→名前

追加するキーワード

.*何(年|月|週|日|時|分|秒|円|ドル

|$|%|パーセント|割|倍).*

.*何.*

.*は何と.*

.*何という.*

.*どこ.*

.*どこの.*

.*いつ.*

.*名前.*

.*誰.*

質問方法のパターン(正規表現)

※赤は独自に追加、変更
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3：検索結果から答えを探す
•Googleの検索結果(の要約文)に含まれるNEの数をその
NEのスコアとする
•最もスコアが高いNE=最も多く現れるNE
•ただし、検索に利用したキーワード自体は除く

例例例例
「今年のワールドカップはどこでやってるの？」
•答えるのは場所(LOCATION)
•クエリは「場所 今年 ワールドカップ」

【場所】
ドイツ 5
日本 2
ブラジル 2
オーストラリア 2
東京 1
………

答えは「ドイツ」
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3：係り受け関係の利用
•検索キーワードと関わりが強いNEが選ばれやすく
したい
•要約文中で、キーワードと直接係り受け関係にあるNEは、係

り受けがあった回数だけスコアを増やす

今年の | ドイツ | ワールドカップは、…

今年の | ワールドカップは | ドイツ。
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3：答えのタイプの選択
•答えとなる固有表現のタイプが複数ある場合は？
•例えば、「.*名前.*」は、人名か組織
•「京都大学の総長の名前は？」

•検索結果には、人名も組織も現れる

•答えではない固有表現では、さまざまな単語がバラバラに
現れるのでは？

【人名】
尾池 4
尾池和夫 4
和夫 3
井村裕夫 2
謙二 1
………

【組織】
阪大工 2
東北大学 2
京都大学知的財産企画室 2
阪大 2
京都帝国大学 2
………

分散が高い方の固有表現を選ぶ

V = 0.9475 V = 0.1275
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動作例
•うまくいく例 (google上位100件)

「「「「京都大学京都大学京都大学京都大学のののの総長総長総長総長はははは誰誰誰誰？」？」？」？」 (名前、京都大学、総長)
• 尾池和夫

「「「「紫式部紫式部紫式部紫式部のののの書書書書いたいたいたいた物語物語物語物語のののの名前名前名前名前はははは？」？」？」？」 (名前、紫式部、物語)
• 源氏物語

「「「「サッカーサッカーサッカーサッカーのののの日本代表日本代表日本代表日本代表のののの監督監督監督監督のののの名前名前名前名前はははは？」？」？」？」 (名前、サッカー、日本代表、監督)
• ジーコ

「「「「愛知万博愛知万博愛知万博愛知万博がががが開催開催開催開催されたのはいつですかされたのはいつですかされたのはいつですかされたのはいつですか」」」」 (愛知万博、開催)
• ２００５年

「「「「プレイステーションプレイステーションプレイステーションプレイステーションはどこのはどこのはどこのはどこの会社会社会社会社のののの製品製品製品製品ですかですかですかですか？」？」？」？」 (プレイステーション、会社、製品)
• ソニー・コンピュータエンタテインメント

「「「「ピザピザピザピザはどこのはどこのはどこのはどこの国国国国のののの料理料理料理料理ですかですかですかですか？」？」？」？」 (ピザ、国、料理)
• イタリア

「「「「今年今年今年今年ののののワールドカップワールドカップワールドカップワールドカップはどこでやってるのはどこでやってるのはどこでやってるのはどこでやってるの」」」」 (場所、今年、ワールドカップ)
• ドイツ

「「「「餃子餃子餃子餃子のののの消費量消費量消費量消費量でででで日本一日本一日本一日本一なのはどこなのはどこなのはどこなのはどこ？」？」？」？」 (場所、餃子、消費量、日本一)
• 宇都宮

「「「「東京東京東京東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピックはははは何年何年何年何年にににに開開開開かれたかれたかれたかれた？」？」？」？」 (年、東京オリンピック)
• 1964年
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動作例
•うまくいかない例1
「「「「液晶液晶液晶液晶テレビテレビテレビテレビののののシェアシェアシェアシェアがががが一番高一番高一番高一番高いのはいのはいのはいのは何何何何とととと言言言言うううう会社会社会社会社」」」」 (液晶テレビ、

シェア、一番、高い、会社)
•正しくは「組織」が選ばれるべき(場所の分散が高かった)

•キーワードが正しく選ばれていない可能性もある

(1)中国 (2)日本 (3)米(1)中国 (2)日本 (3)米100

(1)中国 (2)日本 (3)日(1)中国 (2)日本 (3)台湾75

(1)中国 (2)日本 (3)北米(1)中国 (2)日本 (3)台湾50

(1)中国 (2)北米 (3)松下(1)中国 (2)台湾 (3)北米25

係り受けスコアあり係り受けスコアなしgoogle件数
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動作例
•うまくいかない例2
「「「「江戸幕府江戸幕府江戸幕府江戸幕府のののの5555代将軍代将軍代将軍代将軍はははは誰誰誰誰？」？」？」？」 (名前、江戸幕府、5代将軍)
•確かに「徳川」だが不完全な答え

•ただし係り受けスコアはうまく機能している？

(1)徳川 (2)綱吉 (3)徳川綱吉(1)徳川 (2)綱吉 (3)秀忠100

(1)徳川 (2)綱吉 (3)徳川慶喜(1)徳川 (2)家康 (3)秀忠75

(1)徳川 (2)綱吉 (3)徳川綱吉(1)徳川 (2)家康 (3)徳川家康50

(1)徳川 (2)家康 (3)綱吉(1)徳川 (2)家康 (3)徳川家康25

係り受けスコアあり係り受けスコアなしgoogle件数
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動作例
•うまくいかない例3
「「「「クリスマスクリスマスクリスマスクリスマスはははは何月何日何月何日何月何日何月何日？」？」？」？」 (日、クリスマス)
•係り受けスコアが悪影響
•「年」が上位に来たのは、「xxxx年x月x日」が含まれ、キーワードと直接係る文節

すべてに対して、「年」のスコアを増やしたため
•「夜」が上位に来たのは、「クリスマスの夜に…」などの文により

(1)年 (2)25日 (3)24日(1)12月25日 (2)24日 (3)25日100

(1)24日 (2)年 (3)25日(1)12月25日 (2)24日 (3)12月24日75

(1)夜 (2)午後 (3)16時(1)12月25日 (2)12月24日 (3)25日50

(1)24日 (2)17日 (3) 25日(1)12月25日 (2)7月24日通り (3)25日25

係り受けスコアあり係り受けスコアなしgoogle件数
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考察
•質問パターンの決め方が単純
•「会社」→「組織を答える」という判断が必要

•質問文をたくさん集めて統計的に決めるなどの必要性

•検索結果にはクラスタリングが必要
•「綱吉」や「徳川綱吉」と「徳川」の関係を表現する手法が必

要

•包含関係にある答えをまとめる方法が必要

•係り受けスコアの利用にはより詳細な検討が必要
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まとめと課題
•まとめ
•質疑応答システムを作成した
•質問タイプを決定するパターン
•質問文からクエリを作りGoogle検索
•検索結果に含まれる固有表現から答えを探す
•答えのタイプの候補が複数あるときは分散で決める
•キーワードとの係り受けによりスコアを定義

•課題
•質問パターンの決定
•答えのクラスタリング
•係り受けスコアの利用方法
•クエリとなるキーワードの選び方
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