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情報検索の効率化

インターネット上には大量の文書が

作成され続けています．その情報は膨

大であり，とても一人の人間が読みこ

なせる量ではありません．そのため大

量の文書から，必要な情報を探し出す

技術が重要です．

そのような技術の代表例が，イン

ターネットの検索エンジンです．検索

エンジンはユーザの入力したキーワー

ドについて関連文書を提示し，我々の

情報検索を助けてくれます．しかし検

索エンジンは，関連文書を表示するだ

けなので，ユーザは提示された文書

を読み，知りたいことが書かれている

個所を自分で探し出さなくてはなりま

せん．

今後，我々が扱う情報量はさらに増

えていくでしょう．検索エンジンが提

示した膨大な文書をいちいち読むこと

も難しくなるかもしれません．そこで，

ユーザの情報検索をさらに効率化する

技術が必要になります．

本稿では，そのような技術として近

年注目されている，質問応答技術につ

いて，NTTにおけるこれまでの研究と

最新の取り組みを交えて解説します．

質問応答技術

質問応答技術とは，ユーザの質問に

対して，その答えをピンポイントで回

答する技術です．この技術を用いたシ

ステムを質問応答システムと呼びます．

ユーザは質問応答システムに質問をす

るだけで，文書を読むことなく，答え

をたちどころに得ることができます．

質問応答システムは，さまざまな質

問を回答の対象としますが，大きく分

類すると，単語や短いフレーズで回答

ができるような質問に答える「ファク

トイド型」と，文章での回答に応じる

「ノンファクトイド型」に分かれます．

前者は「世界で一番高い山は？」

という質問に「エベレスト」と答えた

り，「アメリカの初代大統領は誰？」

という質問に「ジョージ・ワシントン」

と答えたりするシステムです．後者は，

「光ファイバって何？」のような定義を

尋ねる質問，「なぜ空は青いのか？」

のような理由を尋ねる質問，そして

「おいしい餃子のつくり方は？」といっ

た方法を尋ねる質問などに文章で答え

るシステムです．

ユーザがどのような質問をするかが

事前に分かっていれば，その答えを事

前に準備しておくことで，質問に答え

ることができます．しかし，実際には

ユーザの質問は多様であり，あらかじ

め予測することは困難です．そこで，

質問応答システムは，人間が質問に答

える過程を真似ることで，ユーザの多

様な質問に対応します．具体的には，

質問を解釈し，文書を検索し，そして

答えを探すという一連の処理を，人間

と同じように行います．

質問応答システムの構成

図１は質問応答システムの一般的な

構成です．質問解析，文書検索，回

答抽出，回答評価の４つのモジュール

から構成されます（1）．ここでは，ファ

クトイド型の場合について説明します

が，ノンファクトイド型についても同

様です．

質問解析では，ユーザの質問を解析

し，回答タイプを判定します．回答タ

イプとは，何が答えとして求められて

いるかを表すもので，「人名」「地名」

「数値表現」などが回答タイプとなり

ます．「アメリカの初代大統領は誰？」

であれば，人の名前を聞いているため，

回答タイプは「人名」です．回答タイ

プの粒度を細かくすればするほど，答

えとして求められている内容を，より

ピンポイントに把握することが可能で
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す．しかし，細かくしすぎると，今度

は高精度に自動で判定することが難し

くなるという問題があります．

文書検索では，質問に含まれる単語

を検索キーワードとし，文書検索エン

ジンを用いて関連文書を獲得します．

システムは，この関連文書の中からの

み回答を探すことになるため，文書検

索は非常に重要です．

回答抽出では，関連文書の中から，

回答タイプに合致する回答候補をすべ

て抽出します．回答タイプが「人名」

の場合は，人の名前をすべて抽出しま

す．この抽出には，「固有表現抽出技

術」と呼ばれる技術を用います（2）．

回答評価では，抽出された回答候

補のそれぞれについて，その文脈に基

づき，質問の回答としてふさわしいか，

という観点で点数付けを行います．そ

して上位の点数のものが最終的な回答

としてユーザに提示されます．

NTTにおけるこれまでの質問応答

への取り組み

質問応答システムの研究が始まった

のは19 9 9年ごろです．このころ，

TREC（Text REtrieval Conference）

と呼ばれる会議で，質問応答の評価

型ワークショップが開始され，世界中

の研究者が質問応答システムを作成

し，競い始めました．NTTでもほぼ同

時期に質問応答システムの研究を開始

し，いくつものシステムを開発してき

ました．

NTTにおける最初の質問応答シス

テムは，2001年に作成されたSAIQA

（サイカ）というシステムです（3）．

SAIQAは，ファクトイド型のシステム

で，回答タイプの判定や固有表現抽出

に，機械学習の手法をいち早く導入す

ることで，高精度な質問応答を実現し

ました．機械学習とは，大量の事例か

ら統計的に物事の判断基準を得る手法

のことです．SAIQAは当時国内で行

われた評価型ワークショップである

QAC（Question Answering Chal-

lenge）においてトップの性能を達成

しました．なおSAIQAは文書検索の

対象として，インターネットではなく，

新聞記事のデータベースを用いていま

した．

2004年にはWeb Answersが発表

されました（4）．このシステムは，その

名のとおりインターネット検索を文書

検索に用いており，インターネット上

で誰もが使うことのできるサービスとし

て公開されました．ファクトイド型の

質問だけでなく，定義や評判（○○っ

てどう？）といったノンファクトイド型

にも一部対応し，ユーザの幅広い質問

に答えることができるシステムとして好

評を得ました．

2007年には，ノンファクトイド型の

質問応答システムとして，特に理由を

尋ねる質問に答えるシステムNAZEQA

（ナゼカ）が作成されました（5）．理由

を尋ねる質問については，「ため」や

図１　質問応答システムの一般的な構成 
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「ので」といった手掛かり語を含む文を

回答候補として抽出する手法が当時よ

く用いられていましたが，これらの手

掛かり語に頼るだけでは多くの正解を

取りこぼすことが分かっていました．そ

こで大量の文書から，理由を示し得る

表現を大量に収集し，理由を示してい

る文を高精度に検知できるようにする

ことで，高精度な理由の回答を実現し

ました．

そして2012年，我々は最新のシス

テムとしてSpeedQAを作成しました．

図２はSpeedQAのスクリーンショッ

トです．このシステムは，これまでのシ

ステムの知見の上に成り立っています．

例えば，モジュールのほぼすべてで機

械学習を利用しています．また，文書

検索にはインターネット検索を用い，

ファクトイド型とノンファクトイド型の

両方の質問に対応しています．ノンファ

クトイド型は，定義，評判に加え，理

由にも対応しています．このシステム

は，一部の機能を除き，NTTドコモ

がサービスする「しゃべってコンシェ

ル」＊のQ&A機能にも利用されていま

す（6）．

最近の取り組み

次に最近の取り組みとして，

SpeedQAにおける回答タイプ判定と

リアルタイム判定を説明します．

■回答タイプ判定

SpeedQAでは，ユーザの質問にピ

ンポイントに答えるために，回答タイ

プ判 定 に力 を入 れています．

SpeedQAの質問解析では，まず，ファ

クトイド型かノンファクトイド型かを判

定します．そしてファクトイド型であ

れば，さらに100種類以上の回答タ

イプ分類の中から回答タイプを判定し

ます．

判定には機械学習によって得られた

判定器を用いますが，質問に含まれて

いる単語だけでは情報が少なく，100

種類以上の回答タイプともなると，高

精度な判定ができません．そこで，

我々は，日本語の大規模なシソーラ

ス（7）から得られる単語の意味情報や，

従来あまり着目されてこなかった名詞

の接尾辞や助数詞の情報を，機械学

習に積極的に用いることで高精度な回

答タイプ判定を実現しました．

■リアルタイム判定

ユーザの質問にピンポイントに回答

するためには，回答タイプを正確に判

定する以外にも，「ユーザが本当に知

りたいのは何か」という意図を理解す

ることが重要です．例えば，「オリン

ピックで金メダルを取ったのは誰？」

という質問があるとします．この質問

は一見，歴代の金メダリストの名前を

回答すれば良さそうですが，この質問

がなされた時期がオリンピック期間中

であればどうでしょうか．その場合は，

このオリンピック期間中の金メダリス

トを答えることが妥当でしょう．この

ように，ユーザが質問した時期で答え

が変わる場合があり，このような質問

にも対応しなくては，ピンポイントな

図２　SpeedQAのスクリーンショット

＊しゃべってコンシェルは株式会社NTTドコモの
登録商標です．
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回答は実現できません．

そのため，我々はリアルタイム判定

という機構を導入しました．この機構

は，質問文が「旬」なことを聞いてい

るか否かを判定し，もし旬な質問であ

れば，文書検索をそういった情報に強

いリアルタイム検索（Twitter検索）

に切り替えます．リアルタイム判定の

流れを図３に示します．

判定のロジックですが，質問中に

「今日」や「今」といった明らかに旬

を表す単語（カレントワード）が含ま

れていれば，旬か否かの判定は容易で

す．また，インターネット上で急に書

き込みが増えた単語（バーストワード）

が含まれている場合も，旬と判断して

良いでしょう．問題は，それらの単語

が入っていない場合です．旬と判定す

べき質問を収集し，分析してみたとこ

ろ，「ゲスト」や「先発」といった，指

す対象が日々変わる単語が頻繁に使わ

れていることが分かりました．我々は

このような単語をデイリーワード（日

替わり単語）と名付け，これらを自動

で獲得する手法を開発しました．本

手法を用いることで，「ゲスト」「先発」

「試合」「気温」といった単語が数多く

得られ，これらが含まれている質問を，

適切に旬な質問と判定することができ

るようになりました．

今後の展開

本稿では質問応答技術について，

NTTにおけるこれまでの研究と最近の

取り組みを交えて解説しました．最新

のシステムであるSpeedQAですが，ま

だまだ改善の余地があると感じていま

す．よりピンポイントな応答を目指し

て，アルゴリズムの改良に取り組んで

いきたいと思います．

■参考文献
（1） 磯崎・東中・永田・加藤・奥村（監修）：
“質問応答システム，”コロナ社，2009．

（2） 貞光・東中・平野・泉：“知的な応答を実現
するためのテキストからの知識獲得技術,”
NTT技術ジャーナル，Vol.25，No.3，pp.21-24，
2013．

（3） 前田・磯崎・佐々木：“質問応答システム：
SAIQA―何でも答える物知り博士，”NTT
R&D，Vol.52，No.2，pp.122-133，2003．

（4） 永田・齋藤・松尾：“日本語自然文検索シス
テムWeb Answers，”言語処理学会第12回年
次大会発表論文集，pp.320-323，2006．

（5） 磯崎・東中：“パターンマイニングを用いて
「なぜ」に答えるシステム，”言語処理学会第
14回年次大会発表論文集，pp.1025-1028，
2008．

（6） 東中・貞光・内田・吉村：“しゃべってコン
シェルにおける質問応答技術，”NTT技術
ジャーナル，Vol.25，No.2，pp.56-59，2013．

（7） 池原・宮崎・白井・横尾・中岩・小倉・大
山・林：“日本語語彙大系，”岩波書店，
1997．

（左から）東中 竜一郎/ 貞光 九月/

小林 のぞみ/ 齋藤 邦子

スマートフォンの普及につれ，音声インタ
フェースが日常的に使われるようになってきま
した．我々はそのようなインタフェースをより
知的にするために，これからも言語処理の面
から支えていきます．
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図３　リアルタイム判定の流れ 

Web従来 

提案手法 

文書検索 

SpeedQA

リアルタイム 
判定 

Twitter

○○番組のゲスト 
は誰？ 

××さん 
（過去のゲスト） 

△△さん 
（今日のゲスト） 

ユーザ 

下記の単語の有無を利用して判定 
●カレントワード（今日，明日など） 
●バーストワード（オリンピックなど） 
●デイリーワード（ゲスト，気温など） 


