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(57)【要約】
【課題】クエリに対する応答として適切な関連情報を提
示できる。
【解決手段】クエリ入力部２１０が、クラスが＜実体、
属性、値＞と定められた３つの要素の組み合わせからな
るクエリを受け付け、テキスト検索部２３０が、受け付
けたクエリに含まれる要素に関連するテキストを検索し
、テキスト解析部が検索されたテキストを解析し、パラ
メタ適応部２３４が、クエリと、３つの要素の各々のク
ラスに関する特徴、及びその他の単語各々の特徴に対す
るパラメタとに基づいて、置き換えた適応後パラメタを
得て、テキスト要約部２３６が、テキスト解析部２３２
で解析されたテキストと、パラメタ適応部２３４で得ら
れた適応後パラメタデータベース２４２とに基づいて、
テキストについての要約文を生成し、文末表現変換部２
３８で要約文に含まれる文末表現を、応答を表現するた
めの文末表現に変換して、応答出力部２５０が変換され
た要約文を応答として出力する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザから与えられたクエリに対する応答を生成する質問応答装置における質問応答方
法であって、
　クエリ入力部が、クラスが定められた複数の要素の組み合わせからなるクエリを受け付
けるステップと、
　テキスト検索部が、予め用意されたテキストデータベースから、前記クエリ入力部で受
け付けた前記クエリに含まれる要素に関連するテキストを検索するステップと、
　テキスト解析部が、前記テキスト検索部で検索されたテキストの構文を解析するステッ
プと、
　テキスト要約部が、前記テキスト解析部で解析されたテキストと、前記クエリの前記複
数の要素の組み合わせとに基づいて、前記テキストについての要約文を生成するステップ
と、
　応答出力部が、前記テキスト要約部で生成された前記要約文を応答として出力するステ
ップと、
　を含む質問応答方法。
【請求項２】
　パラメタ適応部が、前記クエリ入力部で受け付けた前記クエリと、予め学習された、前
記複数の要素の各々のクラスに関する特徴を含む複数の特徴に対するパラメタとに基づい
て、前記複数の要素の各々のクラスに関する特徴に対するパラメタを、前記クエリの前記
複数の要素の各々に関する特徴に対するパラメタに置き換えた適応後パラメタを得るステ
ップを更に含み、
　前記テキスト要約部が、前記テキストについての要約文を生成するステップは、前記テ
キスト解析部で解析されたテキストと、前記パラメタ適応部で得られた適応後パラメタと
に基づいて、前記テキストについての要約文を生成する請求項１に記載の質問応答方法。
【請求項３】
　文末表現変換部が、前記テキスト要約部で生成された要約文について、前記要約文に含
まれる文末表現を、前記応答を表現するための文末表現に変換するステップを更に含み、
　応答出力部が、要約文を応答として出力するステップは、前記文末表現変換部で変換さ
れた前記要約文を応答として出力する請求項１又は請求項２に質問応答方法。
【請求項４】
　ユーザから与えられたクエリに対する応答を生成する質問応答装置であって、
　クラスが定められた複数の要素の組み合わせからなるクエリを受け付けるクエリ入力部
と、
　予め用意されたテキストデータベースから、前記クエリ入力部で受け付けた前記クエリ
に含まれる要素に関連するテキストを検索するテキスト検索部と、
　前記テキスト検索部で検索されたテキストの構文を解析するテキスト解析部と、
　前記テキスト解析部で解析されたテキストと、前記クエリの前記複数の要素の組み合わ
せとに基づいて、前記テキストについての要約文を生成するテキスト要約部と、
　前記テキスト要約部で生成された前記要約文を応答として出力する応答出力部と、
　を含む質問応答装置。
【請求項５】
　前記クエリ入力部で受け付けた前記クエリと、予め学習された、前記複数の要素の各々
のクラスに関する特徴を含む複数の特徴に対するパラメタとに基づいて、前記複数の要素
の各々のクラスに関する特徴に対するパラメタを、前記クエリの前記複数の要素の各々に
関する特徴に対するパラメタに置き換えた適応後パラメタを得るパラメタ適応部を更に含
み、
　前記テキスト要約部は、前記テキスト解析部で解析されたテキストと、前記パラメタ適
応部で得られた適応後パラメタとに基づいて、前記テキストについての要約文を生成する
請求項４に記載の質問応答装置。
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【請求項６】
　前記テキスト要約部で生成された要約文について、前記要約文に含まれる文末表現を、
前記応答を表現するための文末表現に変換する文末表現変換部を更に含み、
　応答出力部は、前記文末表現変換部で変換された前記要約文を応答として出力する請求
項４又は請求項５に質問応答装置。
【請求項７】
　コンピュータに、請求項１～請求項３に記載の質問応答方法を構成する各ステップを実
行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は質問応答方法、装置、及びプログラムに係り、特に、質問に対する応答を生成
するための質問応答方法、装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット上には機械が再利用しやすい形でデータが蓄積されつつあり、それらの
データを用いることで人間に対して知的な応答を行う試みがなされている。これらの情報
は様々な形で格納されているが、典型的には＜実体、属性、値＞の３つ組の形で保存され
ていることが多い。例えば、「鶴岡八幡宮の創建はいつですか？」というような情報は、
＜鶴岡八幡宮、創建、康平6年（1063年）＞というような３つ組として表現することがで
きる。このような情報として、既存のデータベースを用いることもできるし、事前に何ら
かの情報抽出などを行って得ることもできる。これら３つ組の情報が格納されたデータベ
ースを利用する質問応答を、以降、データベース型質問応答と呼ぶ。
【０００３】
　これらのデータベースを用いることによって、例えば「鶴岡八幡宮の創建はいつですか
？」というような質問から、＜鶴岡八幡宮、創建、？＞というような検索クエリを生成し
、実体が「鶴岡八幡宮」、属性が「創建」のレコード＜鶴岡八幡宮、創建、康平6年（106
3年）＞をデータベースから探してくることによって、「康平6年（1063年）」というよう
な回答を生成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２５０９２６号公報
【特許文献２】特開２０１３－０９７７２３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】徳永健伸、情報検索と言語処理、東京大学出版会、1999.
【非特許文献２】Takeshi Fuchi and Shinichiro Takagi,“Japanese Morphological Ana
lyzer using Word Co-occurrence - JTAG”, In Proceedings of the 36th Annual Meeti
ng of the Association for Computational Linguistics and 17th International Confe
rence on Computational Linguistics (Volume 1), pp. 409-413, 1998.
【非特許文献３】Kenji Imamura, Genichiro Kikuiand Norihito Yasuda,“Japanese Dep
endency Parsing Using Sequential Labeling for Semi-spoken Language”, In Proceed
ings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
 Companion Volume Proceedings of the Demo and Poster Sessions, pp. 225-228, 2007
.
【非特許文献４】Hitoshi Nishikawa, Kazuho Arita, Katsumi Tanaka, Tsutomu Hirao, 
Toshiro Makino and Yoshihiro Matsuo,“Learning to Generate Coherent Summary with
 Discriminative Hidden Semi-Markov Model”, In Proceedings of the 25th Internati
onal Conference on Computational Linguistics: Technical Papers, pp.1648-1659, 20
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14.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　データベース型質問応答の方法は、ある特定の山の具体的な標高や、人名などの、典型
的には固有名詞や数量表現などの、情報抽出の対象となる固有表現を回答することができ
る。その一方、例えば、どのような経緯で鶴岡八幡宮が創建されたかというような、付加
的な情報を質問応答システムが回答することを考えると、そのような情報が格納されてい
るデータベースが必要になる。しかし、一般に既存のデータベースに格納されている情報
は上述のように固有名詞や数量表現などであり、例えば「康平6年（1063年）8月に河内国
（大阪府羽曳野市）を本拠地とする河内源氏2代目の源頼義が、前九年の役での戦勝を祈
願した京都の石清水八幡宮護国寺（あるいは河内源氏氏神の壺井八幡宮）を鎌倉の由比郷
鶴岡（現材木座1丁目）に鶴岡若宮として勧請したのが始まりである。」（非特許文献５
：日本語版 Wikipedia 「鶴岡八幡宮」，[2014年10月24日検索]，インターネット＜ＵＲ
Ｌ：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E5%B2%A1%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE 
＞）というような自然文での値はデータベースには用意されていないことが多く、そのま
までは適切な回答を生成することはできない。
【０００７】
　本発明は、上記問題点を解決するために成されたものであり、クエリに対する応答とし
て適切な関連情報を提示できる質問応答装置、方法、及びプログラムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、第１の発明に係る質問応答方法は、ユーザから与えられた
クエリに対する応答を生成する質問応答装置における質問応答方法であって、クエリ入力
部が、クラスが定められた複数の要素の組み合わせからなるクエリを受け付けるステップ
と、テキスト検索部が、予め用意されたテキストデータベースから、前記クエリ入力部で
受け付けた前記クエリに含まれる要素に関連するテキストを検索するステップと、テキス
ト解析部が、前記テキスト検索部で検索されたテキストの構文を解析するステップと、テ
キスト要約部が、前記テキスト解析部で解析されたテキストと、前記クエリの前記複数の
要素の組み合わせとに基づいて、前記テキストについての要約文を生成するステップと、
応答出力部が、前記テキスト要約部で生成された前記要約文を応答として出力するステッ
プと、を含んで実行することを特徴とする。
【０００９】
　また、第１の発明に係る質問応答方法において、パラメタ適応部が、前記クエリ入力部
で受け付けた前記クエリと、予め学習された、前記複数の要素の各々のクラスに関する特
徴を含む複数の特徴に対するパラメタとに基づいて、前記複数の要素の各々のクラスに関
する特徴に対するパラメタを、前記クエリの前記複数の要素の各々に関する特徴に対する
パラメタに置き換えた適応後パラメタを得るステップを更に含み、前記テキスト要約部が
、前記テキストについての要約文を生成するステップは、前記テキスト解析部で解析され
たテキストと、前記パラメタ適応部で得られた適応後パラメタとに基づいて、前記テキス
トについての要約文を生成するようにしてもよい。
【００１０】
　また、第１の発明に係る質問応答方法において、文末表現変換部が、前記テキスト要約
部で生成された要約文について、前記要約文に含まれる文末表現を、前記応答を表現する
ための文末表現に変換するステップを更に含み、応答出力部が、要約文を応答として出力
するステップは、前記文末表現変換部で変換された前記要約文を応答として出力するよう
にしてもよい。
【００１１】
　第１の発明に係る質問応答装置は、ユーザから与えられたクエリに対する応答を生成す
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る質問応答装置であって、クラスが定められた複数の要素の組み合わせからなるクエリを
受け付けるクエリ入力部と、予め用意されたテキストデータベースから、前記クエリ入力
部で受け付けた前記クエリに含まれる要素に関連するテキストを検索するテキスト検索部
と、前記テキスト検索部で検索されたテキストの構文を解析するテキスト解析部と、前記
テキスト解析部で解析されたテキストと、前記クエリの前記複数の要素の組み合わせとに
基づいて、前記テキストについての要約文を生成するテキスト要約部と、前記テキスト要
約部で生成された前記要約文を応答として出力する応答出力部と、を含んで構成されてい
る。
【００１２】
　また、第１の発明に係る質問応答装置において、前記クエリ入力部で受け付けた前記ク
エリと、予め学習された、前記複数の要素の各々のクラスに関する特徴を含む複数の特徴
に対するパラメタとに基づいて、前記複数の要素の各々のクラスに関する特徴に対するパ
ラメタを、前記クエリの前記複数の要素の各々に関する特徴に対するパラメタに置き換え
た適応後パラメタを得るパラメタ適応部を更に含み、前記テキスト要約部は、前記テキス
ト解析部で解析されたテキストと、前記パラメタ適応部で得られた適応後パラメタとに基
づいて、前記テキストについての要約文を生成してもよい。
【００１３】
　また、第１の発明に係る質問応答装置において、前記テキスト要約部で生成された要約
文について、前記要約文に含まれる文末表現を、前記応答を表現するための文末表現に変
換する文末表現変換部を更に含み、応答出力部は、前記文末表現変換部で変換された前記
要約文を応答として出力してもよい。
【００１４】
　第１の発明に係るプログラムは、コンピュータに、上記の質問応答方法を構成する各ス
テップを実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の質問応答方法、装置、及びプログラムによれば、クラスが定められた複数の要
素の組み合わせからなるクエリを受け付け、予め用意されたテキストデータベースから、
クエリに含まれる要素に関連するテキストを検索し、検索されたテキストの構文を解析し
、解析されたテキストと、クエリの複数の要素の組み合わせとに基づいて、テキストにつ
いての要約文を生成して応答として出力することにより、クエリに対する応答として適切
な関連情報を提示できる、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置の機能的な構成例を示すブロック
図である。
【図２】訓練事例データベース８の一例を示す図である。
【図３】ある訓練事例の一例を示す図である。
【図４】特徴ベクトルの一例を示す図である。
【図５】適応前パラメタデータベース４０の一例を示す図である。
【図６】本実施の形態に係る質問応答装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図７】検索されたテキストの一例を示す図である。
【図８】解析されたテキストの一例を示す図である。
【図９】適応後パラメタデータベース４０の一例を示す図である。
【図１０】文末表現抽出装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図１１】文末表現変換部の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図１２】本実施の形態における質問応答パラメタ学習処理ルーチンを示すフローチャー
トである。
【図１３】本実施の形態における質問応答処理ルーチンを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１８】
＜本発明の実施の形態に係る概要＞
【００１９】
　まず、本発明の実施の形態における概要を説明する。
【００２０】
　本発明の実施の形態では、データベース型質問応答において、クラスが定められた複数
の要素の組み合わせとして、３つ組＜実体、属性、値＞が与えられた際に、それに付随す
る応答を生成する方法を提案する。これによって、例えば「鶴岡八幡宮の創建はいつです
か？」という質問がなされ、それに対して３つ組のクラスの各々に関する要素の組み合わ
せ＜鶴岡八幡宮、創建、康平6年（1063年）＞が回答として得られたときに、「康平6年（
1063年）8月に河内国（大阪府羽曳野市）を本拠地とする河内源氏2代目の源頼義が、前九
年の役での戦勝を祈願した京都の石清水八幡宮護国寺（あるいは河内源氏氏神の壺井八幡
宮）を鎌倉の由比郷鶴岡（現材木座1丁目）に鶴岡若宮として勧請したのが始まりである
。」（上記非特許文献５参照）という関連情報を生成することができるようになる。また
、これによって、質問応答システムの利用者に対して、単なる端的な回答だけでなくて、
関連する情報も合わせて提示することができるようになる。なお、本実施の形態では、ク
ラスが定められた３つの要素の組み合わせを用いた場合を例に説明するが、これに限定さ
れるものではなく、クラスが定められているものであれば３つ以上の要素の組み合わせを
用いて、応答を生成するようにしてもよい。
【００２１】
＜本発明の実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置の構成＞
【００２２】
　次に、本発明の実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置の構成について説明する。
図１に示すように、本発明の実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置１００は、ＣＰ
Ｕと、ＲＡＭと、後述する質問応答パラメタ学習処理ルーチンを実行するためのプログラ
ムや各種データを記憶したＲＯＭと、を含むコンピュータで構成することが出来る。この
質問応答パラメタ学習装置１００は、機能的には図１に示すように入力部１０と、演算部
２０とを備えている。
【００２３】
　入力部１０は、訓練事例データベース８の入力を受け付ける。訓練事例データベース８
は３つの要素の組み合わせからなるクエリと、テキストと、当該テキストを要約して作成
された、クエリに付随する説明の３つを組とした１つ以上のレコードからなるデータベー
スである。図２に訓練事例データベース８の一例を示す。図２の事例番号１は、３つの要
素の組み合わせからなるクエリ「＜建長寺、創建、建長5年（1253年）＞」、「建長寺」
に関するテキスト、及び、クエリに付随する説明の３つからなる。
【００２４】
　演算部２０は、パラメタ推定部３０と、適応前パラメタデータベース４０とを含んで構
成されている。
【００２５】
　パラメタ推定部３０は、入力部１０で受け付けた訓練事例データベース８に基づいて、
パラメタを学習し、適応前パラメタデータベース４０として記憶する。パラメタの学習に
は、一例として上記特許文献２記載のテキスト要約方法を用いることができる。
【００２６】
　パラメタ推定部３０は、具体的には、まず、入力された訓練事例データベース８の訓練
事例の各々、すなわち３つの要素の組み合わせからなるクエリ（以下、ｑとする）、テキ
スト（以下、ｘとする）、及び説明（以下、ｙとする）に対してそれぞれ形態素解析およ
び係り受け解析を行う。なお、形態素解析に非特許文献2記載の方法を、係り受け解析に
非特許文献３記載の方法を利用することができる。
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【００２７】
　次に、パラメタ推定部３０は、訓練事例の各々の解析の結果から、クエリに含まれる３
つの要素の各々のクラスに関する特徴を要素として含む特徴ベクトルを構築する。特徴ベ
クトル＾f（ｘ；ｙ,ｑ）は、一例として、テキストｘ及びクエリｑに含まれている単語の
各々に対する、当該単語が、説明ｙに含まれている場合に１、そうでない場合に０となる
要素から構成される。なお、ベクトルを表す記号には、記号の前に「＾」を付して表現す
る。
【００２８】
　ここで、パラメタ推定部３０では、特徴ベクトル＾f（ｘ；ｙ,ｑ）を構築する際に、ク
エリの＜実体、属性、値＞を構成する単語については、単に単語として扱うのではなく、
クエリの＜実体、属性、値＞といったクラスとして扱う。例を図３及び図４に示す。図３
に示す訓練事例では、テキストｘに含まれる「京都」という単語は説明ｙに含まれないた
め、図４に示す特徴ベクトルでは、対応する特徴ベクトルの要素は０となっている。一方
、単語「落慶」はいずれにも含まれるため、対応する特徴ベクトルの要素は１となってい
る。また、クエリに含まれる＜実体、属性、値＞を構成する単語については、それぞれ一
例として「単語-＜実体＞」、「単語-＜属性＞」、「単語-＜値＞」という要素を用意し
、これを説明ｙが含むか否かに基づいて、ベクトルの値を決定する。例えば、クエリの実
体である単語「建長寺」は説明ｙに含まれるため、対応する「単語-＜実体＞」のベクト
ルの要素は１となる。同様に、「単語-＜属性＞」である「創建」、「単語-＜値＞」であ
る「建長5年（1253年）」も説明ｙに含まれるため、対応するベクトルの要素はそれぞれ
１となる。なお、ここで、例えば「建長5年（1253年）」などの複数の単語から構成され
る表現がクエリの実体や属性、値であった場合は、表現が完全一致している場合だけでな
く、この例では「建長」などのクエリの実体や属性、値を構成する単語が、部分的に説明
ｙに含まれている場合でも、ベクトルの要素を１としてもよい。
【００２９】
　次に、パラメタ推定部３０は、訓練事例の各々について構築された特徴ベクトルを用い
て、クエリに含まれる３つの要素（単語）の各々のクラスに関する特徴（「単語-＜実体
＞」、「単語-＜属性＞」、「単語-＜値＞」が説明ｙに含まれている否か）、及びその他
の単語の特徴（単語が説明ｙに含まれている否か）の各々に対するパラメタの学習を行う
。パラメタの学習についても、上記特許文献２記載の方法を用いて行うことができる。学
習の際に用いられる要約方法としては、上記非特許文献４記載の方法を用いることができ
る。そして、学習したパラメタを適応前パラメタデータベース４０として記憶する。
【００３０】
　適応前パラメタデータベース４０は、パラメタ推定部３０において訓練事例データベー
ス４を用いて機械学習を行った結果として得られるものである。図５に例を示す。図５で
は、一例として、クエリの「単語-＜実体＞」、「単語-＜属性＞」、「単語-＜値＞」の
各々に対する重み、及びその他の単語の各々に対する重みが、パラメタとして格納されて
いる。
【００３１】
＜本発明の実施の形態に係る質問応答装置の構成＞
【００３２】
　次に、本発明の実施の形態に係る質問応答装置の構成について説明する。図１に示すよ
うに、本発明の実施の形態に係る質問応答装置２００は、ＣＰＵと、ＲＡＭと、後述する
質問応答処理ルーチンを実行するためのプログラムや各種データを記憶したＲＯＭと、を
含むコンピュータで構成することが出来る。この質問応答装置２００は、機能的には図６
に示すようにクエリ入力部２１０と、演算部２２０と、応答出力部２５０とを備えている
。
【００３３】
　クエリ入力部２１０は、クラスが＜実体、属性、値＞と定められた３つの要素の組み合
わせからなるクエリを受け付ける。このクエリはデータベース型質問応答システムに対し
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て入力された何らかの質問に対して、データベース型質問応答システムが出力した応答で
ある。本実施の形態では、例えば、「鶴岡八幡宮の創建はいつ？」というような質問に対
して、データベース型質問応答システムが生成した３つの要素の組み合わせとして、＜鶴
岡八幡宮、創建、康平6年（1063年）＞からなるクエリを入力として受け付ける。なお、
データベース型質問応答システムとしては、例えば上記特許文献１記載の方法（対象抽出
と属性判定に基づく質問応答装置）を用いることができる。
【００３４】
　演算部２２０は、テキスト検索部２３０と、テキスト解析部２３２と、パラメタ適応部
２３４と、テキスト要約部２３６と、文末表現変換部２３８と、適応前パラメタデータベ
ース２４０と、適応後パラメタデータベース２４２とを含んで構成されている。
【００３５】
　適応前パラメタデータベース２４０には、適応前パラメタデータベース４０と同じもの
が記憶されている。
【００３６】
　テキスト検索部２３０は、予め用意されたテキストデータベースから、クエリ入力部２
１０で受け付けたクエリに含まれる特定の要素に関連するテキストを検索する。
【００３７】
　テキスト検索部２３０は、具体的には、クエリ入力部２１０で受け付けたクエリを用い
て、テキスト検索部２３０に予め用意された何らかのデータベースに格納されている１つ
以上のテキストを検索する。一例として、日本語版ウィキペディアの全ての記事が格納さ
れたデータベースを予め用意しておき、その中から、入力された３つの要素の組み合わせ
のうち、＜実体＞の要素と完全一致する見出しを持つテキストを検索することができる。
例えば、３つの要素の組み合わせとして、＜鶴岡八幡宮、創建、康平6年（1063年）＞と
いうクエリが入力された場合、データベースの中から「鶴岡八幡宮」の見出しを持つテキ
ストを検索する。検索には、一例として上記非特許文献１記載の、既知の検索方法を利用
することができる。図７に、テキスト検索部２３０で検索されたテキストの一例を示す。
【００３８】
　テキスト解析部２３２は、テキスト検索部２３０で検索されたテキストの構文を解析す
る。テキスト解析部２３２は、具体的には、テキスト検索部２３０で検索され出力された
テキストを受け取り、当該テキストに対して形態素解析および係り受け解析の処理を加え
る。それぞれ、形態素解析に非特許文献2記載の方法を、係り受け解析に上記非特許文献
３記載の方法を利用することができる。図８に、テキスト解析部で解析されたテキストの
一例を示す。図８では、テキスト検索部２３０で検索されたテキストに対して解析が行わ
れている。図８のｍから始まる行は形態素解析の結果として得られた、わかち書き及び形
態素の品詞情報、ｃから始まる行は、係り受け解析の結果として得られた文節及び分節の
係り受けの情報である。この例では、係り受け解析器は「康平6年（1063年）」という文
節が次の「8月に」という文節にかかり、また「8月に」という文節は「8月」という形態
素と「に」という形態素に分かれることが示されている。
【００３９】
　パラメタ適応部２３４は、クエリ入力部２１０で受け付けた３つの要素の組み合わせか
らなるクエリと、適応前パラメタデータベース２４０に記憶されている３つの要素の各々
のクラスに関する特徴、及びその他の単語各々の特徴に対するパラメタとに基づいて、３
つの要素の各々のクラスに関する特徴に対するパラメタを、クエリの３つの要素の各々に
関する特徴に対するパラメタに置き換えた適応後パラメタを得て、適応後パラメタデータ
ベース２４２として記憶する。
【００４０】
　パラメタ適応部２３４は、具体的には、適応前パラメタデータベース２４０に「単語-
＜実体＞」、「単語-＜属性＞」、「単語-＜値＞」と抽象化された形で記憶されている特
徴を、クエリ入力部２１０で受け付けたクエリに合わせて書き換える。例えば、３つの要
素の組み合わせからなるクエリが＜鶴岡八幡宮、創建、康平6年（1063年）＞であった場
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合、適応前パラメタデータベース２４０の「単語-＜実体＞」は「鶴岡八幡宮」に、「単
語-＜属性＞」は「創建」に、「単語-＜値＞」は「康平6年（1063年）」にそれぞれ置き
換えられる。このように置き換えることで、クエリ入力部２１０で受け付けたクエリの３
つの要素の組み合わせに合わせて、パラメタデータベースを適応させる。
【００４１】
　適応後パラメタデータベース２４２は、パラメタ適応部２３４から出力されたパラメタ
を格納するデータベースである。図９に示す例では、クエリの要素のクラス「実体」、「
属性」、「値」の重みが、クエリに適応するように書き換えられて記憶されている。例え
ば、「単語-＜実体＞」は「鶴岡八幡宮」に、「単語-＜属性＞」は「創建」に、「単語-
＜値＞」は「康平6年（1063年）」にそれぞれ置き換えられている。
【００４２】
　テキスト要約部２３６は、テキスト解析部２３２で解析されたテキストと、パラメタ適
応部２３４で得られた適応後パラメタデータベース２４２に記憶された適応後パラメタと
に基づいて、テキストについての要約文を生成する。要約文の生成方法は、一例として、
非特許文献４記載の方法を用いて、テキストから一文を選択し、選択した一文を要約文と
して生成すればよい。
【００４３】
　文末表現変換部２３８は、以下に説明するように、テキスト要約部２３６で生成された
要約文について、要約文に含まれる文末表現を、応答を表現するための文末表現に変換す
る。
【００４４】
　文末表現変換部２３８における文末表現の変換の一例としては、要約文の文末を敬体に
変換することである。例えば、「康平6年（1063年）8月に河内国（大阪府羽曳野市）を本
拠地とする河内源氏2代目の源頼義が、前九年の役での戦勝を祈願した京都の石清水八幡
宮護国寺（あるいは河内源氏氏神の壺井八幡宮）を鎌倉の由比郷鶴岡（現材木座1丁目）
に鶴岡若宮として勧請したのが始まりである。」という応答の文末は常体であり、口語的
ではないため、質問応答システムの応答としては、場合によっては不適当である。そのよ
うな場合は、「康平6年（1063年）8月に河内国（大阪府羽曳野市）を本拠地とする河内源
氏2代目の源頼義が、前九年の役での戦勝を祈願した京都の石清水八幡宮護国寺（あるい
は河内源氏氏神の壺井八幡宮）を鎌倉の由比郷鶴岡（現材木座1丁目）に鶴岡若宮として
勧請したのが始まりです。」のように文末を敬体に変換する。文末表現の変換には具体的
には、以下の方法を用いることができる。
【００４５】
　文末表現変換部２３８は、例えば、文末表現抽出装置において抽出した特徴的文末表現
リストデータベースに基づいて、テキスト要約部２３６で生成された要約文の文末表現を
、応答を表現する文末表現に変換することができる。
【００４６】
［文末表現抽出装置の処理］
【００４７】
　文末表現抽出装置１０００は、機能的には、図１０に示すように、リスト生成用入力部
１００１と、リスト生成用演算部１００２と、対話行為毎の特徴的文末表現リストデータ
ベース１００３とを含んだ構成で表すことができる。以下、各部について詳述する。
【００４８】
　リスト生成用入力部１００１は、発話の意図を表す対話行為の種類が各々付与された複
数の対話テキストを受け付ける。対話テキストは、１つ以上の文を含む文書である。また
、対話行為の種類（タグセット）は、（１）情報提供、（２）自己開示（事実、経験、欲
求等をサブタグとして持つ）、（３）質問（事実、経験、欲求、自問等をサブタグとして
持つ）、（４）共感・同意、非共感・非同意であるが、本実施の形態では、（１）情報提
供に係る特徴的文末表現リストのみを抽出する。なお、本実施の形態では、応答を表現す
る文末表現として、情報提供を表現する文末表現を用いる場合を例に説明する。



(10) JP 2016-133919 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

【００４９】
　リスト生成用演算部１００２は、対話行為の種類が情報提供である場合に関する特徴的
文末表現リストを生成する。リスト生成用演算部１００２は、対話行為付与済テキストデ
ータベース１０２０と、リスト生成部１０２２とを備えている。
【００５０】
　対話行為付与済テキストデータベース１０２０には、リスト生成用入力部１００１によ
り受け付けた複数の対話テキストが格納される。
【００５１】
　リスト生成部１０２２は、文末表現抽出部１０２４と、特徴的文末表現抽出部１０２６
と、文末表現拡張部１０２８と、不要文末表現フィルタ部１０３０とを備えている。
【００５２】
　文末表現抽出部１０２４は、対話行為付与済テキストデータベース１０２０に格納され
た複数の対話テキストの各々について、当該対話テキストから、文末表現を抽出し、文末
表現リストを生成する。また、文末表現抽出部１０２４は、対話行為付与済テキストデー
タベース１０２０に格納された複数の対話テキストに基づいて、各文末表現に対応する対
話行為の種類に関する対話行為リストを生成する。
【００５３】
　特徴的文末表現抽出部１０２６は、文末表現抽出部１０２４によって、複数の対話テキ
ストから抽出された文末表現から、当該情報提供に関する対話テキストにおける文末表現
の出現頻度と、対話行為付与済テキストデータベース１０２０に格納されている、当該情
報提供とは異なる対話行為の種類が付与された対話テキストにおける文末表現の出現頻度
とに基づいて、対話における情報提供を表現するための文末表現を抽出する。
【００５４】
　文末表現拡張部１０２８は、特徴的文末表現抽出部１０２６によって生成された特徴的
文末表現候補リストと、予め用意された動詞・形容詞の活用語尾リストとに基づいて、特
徴的文末表現抽出部１０２６によって抽出された対話における情報提供を表現するための
文末表現の各々に対して、文末表現の活用語尾を変化させて、対話における情報提供を表
現するための文末表現として、活用型が異なる複数の文末表現を生成する。
【００５５】
　不要文末表現フィルタ部１０３０は、文末表現拡張部１０２８によって生成された活用
型拡張文末表現リストに基づいて、対話における情報提供を表現するための文末表現から
、予め定められた言いさし表現、及び予め定められた文脈に依存する表現の少なくとも一
方を含む文末表現を削除して、情報提供に関する文末表現のリストを、特徴的文末表現リ
ストデータベース１００３に記憶する。
【００５６】
［文末表現変換部の処理］
【００５７】
　文末表現変換部２３８は、機能的には、図１１に示すように、入力部２００４と、対話
行為毎の特徴的文末表現リストデータベース２００５と、演算部２００６と、出力部２０
０７とを含んだ構成で表すことができる。以下、各部について詳述する。
【００５８】
　入力部２００４は、文末表現変換対象のテキストとして、要約文を受け付ける。　　　
　　　
【００５９】
　特徴的文末表現リストデータベース２００５には、文末表現抽出装置１０００の特徴的
文末表現リストデータベース１００３に格納されている特徴的文末表現リストと同じ情報
提供に関する特徴的文末表現リストが格納される。
【００６０】
　演算部２００６は、文末表現抽出部２０６０と、文末表現候補生成部２０６２と、文末
表現変換部２０６４とを備えている。
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【００６１】
　文末表現抽出部２０６０は、入力部２００４により受け付けた要約文から、文末表現及
び当該文末表現の直前に出現する形態素の品詞を抽出する。
【００６２】
　文末表現候補生成部２０６２は、特徴的文末表現リストデータベース２００５に格納さ
れた、情報提供に関する特徴的文末表現リストにおける、文末表現の直前に出現する形態
素の品詞と、文末表現抽出部２０６０によって抽出された文末表現の直前の形態素の品詞
とを照合する。そして、文末表現候補生成部２０６２は、情報提供に関する特徴的文末表
現リストから、文末表現抽出部２０６０によって抽出された文末表現の直前の形態素の品
詞に対応する、情報提供を表現するための文末表現を、文末表現の変換候補として抽出し
、抽出された文末表現からなる変換候補リストを生成する。
【００６３】
　文末表現変換部２０６４は、文末表現候補生成部２０６２によって生成された変換候補
リストを用いて、要約文に含まれる文末表現を、対話における情報提供を表現するための
文末表現に変換することにより、応答を表現するための文末表現に変換する。
【００６４】
【００６５】
　そして、応答出力部２５０は、文末表現変換部２３８で変換された要約文を応答として
出力する。
【００６６】
＜本発明の実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置の作用＞
【００６７】
　次に、本発明の実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置１００の作用について説明
する。入力部１０において、３つの要素の組み合わせからなるクエリと、テキストと、当
該テキストを要約して作成された、クエリに付随する説明の３つを組とした１つ以上のレ
コードを受け付けると、訓練事例データベース８に格納し、質問応答パラメタ学習装置１
００は、図１２に示す質問応答パラメタ学習処理ルーチンを実行する。
【００６８】
　まず、ステップＳ１００では、訓練事例データベース８から訓練事例として１つのレコ
ードを選択する。
【００６９】
　次に、ステップＳ１０２では、ステップＳ１００で選択した訓練事例について、クエリ
ｑ、テキストｘ、及び説明ｙに対してそれぞれ形態素解析および係り受け解析を行う。
【００７０】
　ステップＳ１０４では、ステップＳ１０２で解析したクエリｑ、テキストｘ、及び説明
ｙに基づいて、特徴ベクトル＾f（ｘ；ｙ,ｑ）を構築する。
【００７１】
　ステップＳ１０６では、全ての訓練事例について、ステップＳ１０２～ステップＳ１０
４の処理を終了したかを判定し、終了していなければステップＳ１００へ戻って処理を繰
り返し、終了していればステップＳ１０８へ移行する。
【００７２】
　ステップＳ１０８では、ステップＳ１０４で訓練事例の各々について構築された特徴ベ
クトルを用いて、クエリに含まれる３つの要素（単語）の各々のクラスに関する特徴、及
びその他の単語の特徴の各々に対するパラメタの学習し、適応前パラメタデータベース４
０として記憶し処理を終了する。
【００７３】
　以上説明したように、本実施の形態に係る質問応答パラメタ学習装置によれば、３つの
要素の組み合わせからなるクエリと、テキストと、当該テキストを要約して作成された、
クエリに付随する説明の３つを組とした１つ以上のレコードからなる訓練事例データベー
ス８に基づいて、パラメタを学習することにより、クエリに対する応答として適切な関連
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情報を提示するためのパラメタを学習できる、という効果が得られる。
【００７４】
＜本発明の実施の形態に係る質問応答装置の作用＞
【００７５】
　次に、本発明の実施の形態に係る質問応答装置２００の作用について説明する。クエリ
入力部２１０において３つの要素の組み合わせからなるクエリを受け付けると、質問応答
装置２００は、図１３に示す質問応答処理ルーチンを実行する。
【００７６】
　まず、ステップＳ２００では、クエリ入力部２１０において受け付けた３つの要素の組
み合わせからなるクエリを取得する。
【００７７】
　次に、ステップＳ２０２では、予め用意されたテキストデータベースから、ステップＳ
２００で取得したクエリに含まれる特定の要素に関連するテキストを検索する。
【００７８】
　ステップＳ２０４では、ステップＳ２０２で検索されたテキストの構文を解析する。
【００７９】
　ステップＳ２０６では、ステップＳ２００で取得したクエリと、適応前パラメタデータ
ベース２４０に記憶されているパラメタとに基づいて、３つの要素の各々のクラスに関す
る特徴に対するパラメタを、ステップＳ２００で取得したクエリの３つの要素の各々に関
する特徴に対するパラメタに置き換えた適応後パラメタを得る。
【００８０】
　ステップＳ２０８では、ステップＳ２０６で解析されたテキストと、ステップＳ２０８
で得られた適応後パラメタとに基づいて、テキストについての要約文を生成する。
【００８１】
　ステップＳ２１０では、ステップＳ２０８で生成された要約文について、要約文に含ま
れる文末表現を、応答を表現するための文末表現に変換する。
【００８２】
　そして、ステップＳ２１２では、ステップＳ２１０で文末表現が変換された要約文を応
答として出力して処理を終了する。
【００８３】
　以上説明したように、本実施の形態に係る質問応答装置によれば、クラスが＜実体、属
性、値＞と定められた３つの要素の組み合わせからなるクエリを受け付け、受け付けたク
エリの特定の要素に関連するテキストを検索し、検索されたテキストを解析し、クエリと
、３つの要素の各々のクラスに関する特徴、及びその他の単語各々の特徴に対するパラメ
タとに基づいて、置き換えた適応後パラメタを得て、テキスト解析部２３２で解析された
テキストと、適応後パラメタデータベース２４２とに基づいて、テキストについての要約
文を生成し、要約文に含まれる文末表現を、応答を表現するための文末表現に変換して、
応答として出力することにより、クエリに対する応答として適切な関連情報を提示できる
、という効果が得られる。
【００８４】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸
脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。
【００８５】
　例えば、上述した実施の形態では、要約部２３６において、テキストから一文を選択し
、選択した一文を要約文として生成したが、これに限定されるものではなく、選択した一
文が一定文字数以下となるように不要な文字列を除去する等して要約文を生成してもよい
。また、テキストから、一定文字数以下となるように、１つ以上の文を選択して要約文を
生成する等、いかなる方法で要約文を生成してもよい。
【符号の説明】
【００８６】
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８     訓練事例データベース
１０、２００４       入力部
２０、２２０、２００６      演算部
３０   パラメタ推定部
３６   テキスト要約部
３８   文末表現変換部
４０   適応前パラメタデータベース
４２   適応後パラメタデータベース
１００ 質問応答パラメタ学習装置
２００ 質問応答装置
２１０ クエリ入力部
２３０ テキスト検索部
２３２ テキスト解析部
２３４ パラメタ適応部
２３６ テキスト要約部
２３８ 文末表現変換部
２４０ 適応前パラメタデータベース
２４２ 適応後パラメタデータベース
２５０ 応答出力部
１０００      文末表現抽出装置
１００１      リスト生成用入力部
１００２      リスト生成用演算部
１００３、２００５   特徴的文末表現リストデータベース
１０２０      対話行為付与済テキストデータベース
１０２２      リスト生成部
１０２４、２０６０   文末表現抽出部
１０２６      特徴的文末表現抽出部
１０２８      文末表現拡張部
１０３０      不要文末表現フィルタ部
２００７      出力部
２０６２      文末表現候補生成部
２０６４      文末表現変換部
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