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あらまし 困った状況にあるユーザに対して、取るべき行動を回答するヘルプデスク指向の質問応答（QA）システ

ムがある。当該システムは、回答の根拠が提示されないため、回答として提示された行動が適切か分かりにくいとい

う問題があった。本研究では、原因や理由を回答するwhy型QAを応用し、取るべき行動と理由を合わせて提示する

QAを提案する。また、本システムの性能を高めるために、回答候補に対するスコア付け手法を修正する。評価によっ

て提案手法の有効性を確認した。

キーワード 質問応答, 情報検索, How型 QA, Why型 QA

A Helpdesk-oriented QA System Presenting Actions and Reasons

Satoru SASAKI† and Atsushi FUJII††

† Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba
Kasuga 1–2, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305–8550 Japan

†† Graduate School of Information Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
Oookayama 2–12–1, Meguro-ku, Tokyo, 152–8552 Japan

Abstract Helpdesk-oriented Question Answering (QA) is intended to answer actions for how-questions. However,

it is difficult for a user to judge each action as to whether or not it is appropriate. To resolve this problem, we

integrate how-QA and why-QA to answer both actions and reasons in the helpdesk-oriented QA. We also enhance

a method for scoring answer candidates. We show the effectiveness of our method experimentally.
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1. は じ め に

インターネットの普及に伴い、多種多様な情報がWebに発

信されるようになった。大量のWeb文書から有益な情報を抽

出する代表的な手法としてキーワード検索がある。しかし、「情

報要求によってはキーワードで表現しにくい」、「検索された文

書のどこに欲しい情報があるか分かりにくい」という問題があ

り、これらを解決する手段として質問応答（QA）がある。

QAは人工知能と自然言語処理の分野で研究されている。前

者はシステム固有の形式で組織化された情報を用いて回答を推

論する「推論型」である。後者は組織化されていない文書集合

から回答を抽出する「抽出型」である。推論型 QA [6, 7] は情

報の組織化が高価であり、拡張性が乏しく回答できる分野が限

定される。そのため、近年では抽出型QAに関する研究が活発

である [1, 8]。

抽出型QAは、対象とする質問の種類によって手法を分類す

ることができる。名称、日付、数値など客観的事実を問う質問

に回答する QAは「factoid 型」と呼ばれ、行動、原因、定義

などを問う質問に回答する QAは「non-factoid型」と呼ばれ

る。non-factoid 型は、質問の種類により、行動や手順を問う

質問に回答する「how型」、原因や根拠を問う質問に回答する

「why型」などに分かれる。単一の手法で non-factoid 型に属

する全種類の質問に回答する手法 [2] が提案されている。しか

し、この手法は大規模な FAQコーパスを必要とする。本研究

では、how型 QAに焦点を当てて探求する。

how型 QAの研究事例として、ヘルプデスク型 QA [5]があ

る。この QAは、述語項構造を用いて行動を問う質問に回答す

る。例えば、「蜂に刺されたらどうすればいい?」という質問に

は、「針を抜く」や「流水で洗う」などを出力する。本研究で

は、述語項構造で表現される how型 QAの回答候補を「行動

表現」と呼ぶ。しかし、「患部を洗う」という行動表現のみを回

答として提示しても、どのような手順を取ればいいか詳細な内

容がユーザには分からない。そこで、「患部を流水で洗い、毒を

洗い流してください。それでも、気分が悪ければ、病院に行っ

てください。」のような、その行動表現を含んだ文章を記述的

な回答として出力する。当 QAは、ユーザが抱えている問題に

対して解決策を提示するため、ヘルプデスクやコールセンター

の自動化を指向している。



しかし、ヘルプデスク型 QA には、提示された行動を取る

べき理由が示されないため、その適否をユーザが判断すること

が困難であるという問題がある。QAで出力された回答に対し

て理由を抽出する既存の手法 [4] は、factoid 型 QA が対象で

ある。

以上の背景を踏まえ、我々は取るべき行動を理由と共に答え

る QA システム [9] を提案した。しかし、本 QA システムは

回答の精度が低い問題がある。本研究では、その修正と評価を

行った。以降では、本 QAシステムの構成とシステムの修正点

とその評価について順に述べる。

2. 提案するQAシステムの構成

2. 1 概 要

具体的なシステムの構成を考える前に、人間同士の対話につ

いて考察した。以下は、「蜂に刺されたらどうすればいいです

か?」という how型質問文を質問者が発してから、取るべき行

動とその理由を回答者が発するまでの過程である。

質問者 : 蜂に刺されたらどうすればいいですか?

回答者 : 患部を水で洗います。

質問者 : なぜ蜂に刺されたら患部を水で洗うのですか?

回答者 : 蜂の毒は水溶性なので、毒を洗い流すことができ

ます。

前半の「蜂に刺されたらどうすればいいですか?」という質問

と「患部を水で洗います。」という回答は how型 QAである。

後半の「なぜ蜂に刺されたら患部を水で洗うのですか?」とい

う質問と「蜂の毒は水溶性なので、毒を洗い流すことができま

す。」という回答は why型 QAである。

以上より、how型 QAと why型 QAを組み合わせることで、

取るべき行動を理由と共に答える QA モデルを提案した。本

QAシステムの構成を図 1に示す。ユーザが行動を問う質問を

入力すると、すでに処理された質問であるか FAQデータベー

スに問い合わせる。もし処理済みであれば FAQデータベース

に登録されている回答を取得し、ユーザに出力する。未処理で

あればQAの処理を通じて回答を抽出する。実際に抽出された

行動表現と理由の具体例を以下に示す。

質問　　 : 蜂に刺されたらどうすればいい?

行動表現 : 水で洗う

理由　　 : 毒が水溶性なので水で洗う。

図 1に基づいてシステムの動作について説明する。ユーザは、

「蜂に刺されたらどうすればいい?」といった行動を問う質問文

を入力する。「how型 QA」は質問に対する回答として、「患部

を洗う」や「アウトドアに行く」といった行動表現を出力する。

ここで、前者は正解であり、後者は誤答である。さらに、行動

表現を含む文章を記述的な回答として出力する。「理由を問う

質問文の生成」は、how型 QAに入力された質問と出力された

回答を用いて、「なぜ蜂に刺されたら患部を洗うのか?」といっ

た理由を問う why型質問文を生成する。この質問を「why型

QA」の入力とし、「患部を洗う」という行動を取るべき理由を

回答する。「回答の統合」は how型 QAで得られた回答と why

型 QAの回答を組み合わせて一つの回答にする。回答のスコア

図 1 本研究で提案する質問応答システムの構成

を再計算し、理由が抽出されなかった行動表現は順位を下げる。

上記の例では、「患部を洗う」という行動表現は蜂に刺され

た時の対処法として正しいため、why型 QAで理由が抽出され

る可能性が高い。しかし、「アウトドアに行く」は、蜂に刺さ

れた時の対処法として不適切であるため、why型 QAで理由

が得られない。そこで、「患部を洗う」を「アウトドアに行く」

よりも上位にする。その結果、how 型 QA を単体で使うより

も why型 QAと組み合わせることでシステムの精度を高める

ことができる。

2. 2～2. 5節で、how型 QA、理由を問う質問文の生成、why

型 QA、回答の統合についてそれぞれ説明する。

2. 2 how型 QA

図 1の how型 QAには、ヘルプデスク型 QA [5]を拡張して

用いる。具体的には、以下の手順で回答抽出を行う。

（ 1） 入力された質問文をクエリとしてWebを検索する。

（ 2） 検索されたWeb文書から、「名詞+助詞+動詞」とい

う述語項構造を全て抽出し、行動表現の候補とする。

（ 3） 抽出した行動表現のスコアを計算し、順位を付ける。

（ 4） スコア付けされた行動表現に基づき、行動表現を含む

文章にスコアを付ける。

手順（ 1 ）において、初期検索には Yahoo! JAPAN（注1）を用

いる。Yahoo! JAPANは入力された質問文を解析し、その質

問文に含まれる単語やフレーズを含んでいるページを検索結果

として返す。Webには、Yahoo!知恵袋（注2）を始めとする様々な

Q&Aサイトがあり、QAシステムの情報源として有効である。

しかし、Q&Aサイト以外のサイトにも how型質問に対する回

答が含まれることはあるため、検索対象のサイトは制限しない。

手順（ 2 ）において、以下の条件を満たす係り受け表現は行

動表現として抽出しない。

• 一般的な表現である。

「気がする」のように、名詞「気」や動詞「ある」、「する」、

「なる」、「やる」を含む表現は誤答であることが多い。

（注1）：http://developer.yahoo.co.jp/webapi/search/

（注2）：http://chiebukuro.yahoo.co.jp/



• Webに頻出する表現である。

「トップページに戻る」などのWebに頻出する表現は、誤

答であるにも拘らず回答候補として抽出されやすい。そこで、

Webに頻出する表現のリストを人手で作り、リストに登録され

ている表現は抽出対象から削除する。

• 質問文に含まれる表現である。

「ニキビができたらどうすればいい?」という質問に対して、

「ニキビができる」という表現は回答として不適切である。こ

のように、質問文に含まれる係り受け表現は抽出しない。

手順（ 3 ）における行動表現のスコア付けでは、以下に示す

a～dの基準に合致する行動表現に高いスコアを与える。

a 名詞句 (名詞+助詞)と動詞の係り受け距離が近い。

係り受けの距離とは、名詞句と動詞の間にある形態素数であ

る。この距離が短いほど、その名詞句と動詞の関連は強いと考

える。また、距離が短いほど一般的に係り受け解析の誤りが少

ないため、係り受け関係にあることの確実性が高い。

b 推奨表現や禁止表現を伴う。

推奨表現（「～すること」や「～しましょう」など）は問題解

決に有効な対処法を述べる時に用いられる。禁止表現（「～し

てはいけない」など）は行ってはならない対処法を述べる時に

用いられ、推奨表現と同様に有用である。

c 抽出元ページの検索結果における順位が高い。

行動表現が抽出されたページの順位が高いほどスコアを上げ

る。具体的には式 (1)を用いる。

検索ページ数−抽出元ページの順位
検索ページ数

(1)

d 質問に含まれる行動表現との距離が近い。

距離とは、具体的には行動表現中の動詞と質問中の動詞の間

にある形態素数である。この距離が短いほど、その行動表現は

質問に対して強い関連性を持つと考える。

基準 a～dを式 (2)によって統合し、行動表現 xのスコア s(x)

を計算する。

s(x) =
∑

i

(
1

a(xi)
+ b(xi) + c(xi) +

1

d(xi)
) (2)

検索された複数のWeb文書において、同じ行動表現が繰り

返し出現することがあるため、i番目に出現する xのスコアを

それぞれ求め、それらの総和を xのスコアとする。a(xi)は係

り受けの距離である。b(xi)は xi が推奨 ·禁止表現を伴なえば
1 であり、伴わない場合は 0 である。c(xi) は式 (1) で計算す

る。d(xi)は質問との距離である。

手順（ 4 ）において、文章 pのスコア s(p)は、その文章に

含まれる行動表現のスコアを総和して求める。

s(p) =
∑

x∈p

s(x) (3)

2. 3 理由を問う質問文の生成

how型 QAで得られた行動表現に対し、その行動を取るべき

理由を問う why型質問文を生成する。生成は以下の手順に沿っ

て行う。

（ 1） 行動を問う質問文から「動詞句+たら」または「動詞

句+には」という記述を抽出する。例えば、「蜂に刺されたらど

うすればいい?」という質問文からは、「蜂に刺されたら」とい

う記述が抽出される。

（ 2） 手順（ 1 ）で抽出された記述と how型 QA で回答と

して得られた行動表現を連結する。例えば、「蜂に刺されたら」

と「患部を洗う」からは、「蜂に刺されたら患部を洗う」が得

られる。

（ 3） 手順（ 2 ）で得られた記述に「なぜ」と「のか?」を

付けて質問文とする。例えば、「蜂に刺されたら患部を洗う」と

いう記述からは、「なぜ蜂に刺されたら患部を洗うのか?」とい

う質問文が生成される。

2. 4 why型 QA

図 1の why型 QAには、渋沢ら [10]の手法を拡張して用い

る。渋沢らは、why型質問の内容を表す文を「質問相当文」と

呼び、理由を表す文の位置によって以下の 3パターンに分類し

た。以下の説明では「蜂に刺されたら患部を洗う」という内容

の質問相当文と「蜂の毒は水溶性だから」という理由を表す文

を例として使用する。例文中において、回答抽出の手掛かりと

なる表現には下線を引いた。

• 質問相当文と理由を表す文が同一の文である。

「蜂の毒は水溶性なので、患部を洗うとよい。」のように、質

問相当文が理由の記述に特有の語句を含んでいる特徴がある。

理由の記述に特有の語句を「理由語」と呼ぶ。この場合、質問

相当文を回答候補とみなす。

「なぜ蜂に刺されたら患部を洗うとよいかというと、蜂の毒

は水溶性だからである。」のように、質問相当文が理由語と合

わせて疑問詞を含む場合も、質問相当文を回答候補とみなす。

• 理由を表す文が質問相当文の前方にある。

「蜂の毒は水溶性である。これが、蜂に刺されたら患部を洗

うとよい理由である。」のように、質問相当文が理由語と合わ

せて前方の文を指す語句を含んでいる特徴がある。前方の文を

指す語句を「前方指示語」と呼ぶ。この場合、質問相当文の前

方にある理由語を含む文を、回答候補とみなす。

• 理由を表す文が質問相当文の後方にある。

「蜂に刺されたら 以下 の 理由 により患部を洗うとよい。

1. 蜂の毒は水溶性だから。2. 患部を冷やして腫れを抑えるこ

とができるから。」のように、質問相当文が理由語と合わせて

後方の文を指す語句を含んでいる特徴がある。後方の文を指す

語句を「後方指示語」と呼ぶ。この場合、質問相当文の後方に

ある理由語を含む文を、回答候補とみなす。

また、「なぜ蜂に刺されたら患部を洗うとよいのか。それは、

蜂の毒が水溶性だ から である。」のように、質問相当文が疑

問詞のみを含む場合や、「蜂に刺されたら患部を洗うとよい。

なぜなら、蜂の毒は水溶性だからだ。」のように、質問相当文

がどの手掛かり表現を含まない場合も、質問相当文の後方にあ

る理由語を含む文を、回答候補とみなす。

以上より、質問相当文における手掛かり表現の出現パターン

と回答候補の位置関係は表 1 のように要約することができる。

表 2は渋沢らが定義した手掛かり表現であり、本研究でも利用



した。why型 QAの具体的な手順を以下に示す。

（ 1） 入力された質問文をクエリとしてWebを検索する。

（ 2） 検索されたWeb 文書から、「理由を問う質問文の生

成」で用いられた行動表現が出現する文を探す。この文を「質

問相当文」とする。

（ 3） 質問相当文に出現する手掛かり表現の種類によって、

表 1のように回答候補の位置を特定する。回答候補が質問相当

文の前方または後方にある場合、質問相当文の前後各 L文まで

探索し、理由語を含む文を回答候補とする。

（ 4） 回答候補にスコアを付ける。

how型QAの手順（ 1 ）において検索されたWeb文書にも、

why型 QAの回答が含まれている可能性がある。しかし、how

型 QAにおけるWeb 検索は why型 QAの回答が含まれる文

書の収集を目的としていない。そこで、検索の手間よりも無関

係な文書を減らすことを重視し、how型 QAで検索された文書

は why型 QAの回答抽出に用いず、手順（ 1 ）において再度

Webを検索する。

手順（ 4 ）における回答候補のスコア付けでは、行動表現の

スコア付けに用いた基準 cと以下に示す e～hに合致する回答

候補に高いスコアを与える。

e 重みの大きい理由語を多く含む。

「なので」や「ゆえに」などの理由の記述に特有の表現を多

く含むほど、その文は理由の記述である可能性が高い。また、

「なぜかというと」などの明らかに理由の記述に出現する表現

は重みを大きくし、「故」や「理由」などの理由を表さない記

述にも出現する表現は重みを小さくする。

f 質問相当文との距離が近い。

抽出元ページにおいて i番目の文が質問相当文で j 番目の文

が回答候補である場合、回答候補と質問相当文の距離を式 (4)

によって計算する。この距離が短いほど、その回答候補はwhy

型 QAに入力された質問の内容と強い関連性を持つと考える。

|j − i| (4)

g 回答候補や前後に how型質問中の単語が出現する。

「理由を問う質問文の生成」で用いられた how型質問文に含

まれる単語が回答候補や前後の文に出現する場合、その回答候

補は how型質問の内容と関連性があると考える。

h 質問相当文に含まれる行動表現にガ格が係らない。

例えば、「蜂に刺されたらどうすればいい?」という how型質

問と「患部を洗う」という行動表現を基に、「血がにじみ出た

ため、蜂に刺された患部を血が洗ってくれた。」という質問相

当文が得られたとする。この質問相当文において、「患部を洗

う」という行動表現には「血が」というガ格の名詞句が係り、

「患部を洗う」という行動の動作主は質問者ではなく「血」と

分かる。ゆえに、この質問相当文からは、質問者が「患部を洗

う」という行動をすべき理由が得られない可能性が高い。

基準 cと e～hを式 (5)によって統合し、回答候補 y のスコ

ア s(y)を計算する。

s(y) = c(y) × e(y) × (L − f(y)) × g(y) × h(y) (5)

c(y) は式 (1) で計算する。e(y) は y に含まれる理由語が持

表 1 質問相当文における手掛かり表現の出現パターンと回答位置の

特定処理
(理 : 理由語、前 : 前方指示語、後 : 後方指示語、疑 : 疑問詞)

理 前 後 疑 回答候補の位置

○ － － ○ 質問相当文が回答候補である

○ × × ×

○ ○ × × 質問相当文の前方に回答候補がある

○ × ○ × 質問相当文の後方に回答候補がある

× － － ○

× × × ×

○:その手掛かり表現が出現する、×:その手掛かり表現が出現しない、

－:その手掛かり表現の有無は問わない

表 2 why 型 QA の回答抽出に使用した手掛かり表現

(括弧内の数字は、その理由語の重みを示す。)

手掛かり表現の種類 手掛かり表現の例

理由語 一説 (2), から (5), 原因 (5), ことから (5),

為 (3), ため (3), 何故かというと (8),

なぜかというと (8), 何故なら (8), なぜなら (8),

狙い (3), ねらい (3), ので (5), 目当て (3),

故 (1), ゆえ (1), 用途 (1), 由 (1), 理由 (1),

論拠 (1), 訳 (3), わけ (3)

前方指示語 以上が, 以上は, これが, これは, それが, それは

前方指示かつ理由語 このため (3), そのため (3)

後方指示語 次に, 以下

疑問詞 なぜ, 何故, どうして

つ重みの総和である。理由語の重みは表 2における括弧内の数

字である。f(y)は式 (4)で計算する。g(y)と h(y)は 0か 1の

値を取る。g(y)は質問相当文に含まれる行動表現にガ格が伴

えば 0、h(y)は y または y の前後文に how型 QAで入力され

た質問に含まれる単語が出現すれば 1である。e(y)と f(y)は

渋沢ら [10] が提案するスコア付けの基準に基づいており、cy、

g(y)、h(y)は我々が提案した基準 [9]である。

2. 5 回答の統合

how型QAで得られた行動表現と、各行動表現に対してwhy

型 QAで得られた理由を一つの回答として統合する。行動表現

に与えられたスコアと理由に与えられたスコアも統合する。そ

の結果、理由が伴わない不適切な行動表現は順位が下がる。

式 (6)を用いて行動表現と理由のスコアを統合する。s(x) は

行動表現 xのスコア、s(y)は行動表現 xに対して得られた複数

の理由において最も順位が高い理由 y のスコアである。

s(x, y) = s(x) · s(y) (6)

ここで、式 (6)を計算する前に、式 (7)を用いて xと y のス

コアを 0.5以上 1未満の範囲に正規化し、s′(x, y)を利用する。

s′(x, y) =
1

1 + e−1∗s(x,y)
(7)

3. how型QAの修正

how型 QAおよび why型 QA単体で高い精度が得られない

と 2つの QAを統合しても精度は高くならない。そこで、how



型 QAにおける行動表現と文書のスコア付けをそれぞれ修正し

た。行動表現のスコア付けでは、式 (2)で使用している a～dの

基準に加えて、情報検索の重み付け手法である IDFを用いる。

IDFは、「情報を集める」や「他人に聞く」など、多くの質問

に共通して出現しやすく特定の質問と関連しない行動表現に対

してスコアを下げる効果がある。しかし、how型 QAの回答と

して適切な行動表現が同一の文書に繰り返し出現することが少

ないため、TF は使用しない。式 (8) により、式 (2) において

得られた行動表現のスコアを IDFで補強する。IDFは、式 (9)

で計算する。式 (9)において、N はWebを検索した際、検索

対象となった文書数である。ただし、Web全体の文書数は分か

らないので、N として十分に大きな定数を与える。

s′(x) = s(x) · IDF (x) (8)

IDF (x) = log
N

DF (x)
+ 1 (9)

文章に対するスコア付け手法では、擬似フィードバック

(PRF) [3] を利用する。具体的には、単語の代わりに行動表

現を素性として用い、質問文と回答候補となる文章との類似度

をその文章のスコアとする。類似度はベクトル空間モデルのコ

サイン類似度によって計算する。

4. how型QAの評価

4. 1 実 験 方 法

3.節で提案した how型 QAの修正によって、how型 QAの

有効性がどのように変化するかを評価した。評価には、「蜂に

刺されたら」や「やけどをしたら」など合計 30 件の質問を用

いた。各質問文をクエリとして Yahoo! JAPANでWeb 検索

を行い、それぞれ上位 100件のスニペットを収集した。そのス

ニペットから行動表現を抽出し、スニペットを how型 QAの

記述的な回答の単位とした。正解判定はスニペットに対して行

い、質問に対して正解の情報を含んでいるかどうかの 2値判定

をした。すなわち、QAを「スニペットの順位付け問題」とす

ることで、既存の情報検索手法との比較を可能にした。具体的

には、以下に示す手法 A～Fを精度、再現率、F値、MRRで

比較した。

A : Yahoo! JAPAN

B : 単語の TF.IDF + PRF

C : 式 (2) + PRF

D : 式 (8) + PRF

E : 式 (2) + 式 (3)

F : 式 (8) + 式 (3)

手法 B～F の「X+Y」という表記において、Xは素性のスコ

ア付け手法、Yはスニペットのスコア付け手法を表す。Aと B

はスニペット単位の情報検索手法、Eは三原らが提案した how

型 QA [5]である。C、D、Fは、本研究で提案した Eの修正手

法である。

評価結果を表 3 および図 3～5 に示す。表 3 は、上位 10 件

のスニペットにおける精度、再現率、F値、MRRの比較であ

る。図 3は、出力するスニペットの件数を段階的に増やしてい

表 3 上位 10 件のスニペットに対する評価結果

手法 A B C D E F

精度 0.397 0.427 0.473 0.460 0.530 0.527

再現率 0.098 0.130 0.138 0.137 0.148 0.160

F 値 0.157 0.199 0.214 0.211 0.231 0.245

MRR 0.595 0.593 0.666 0.594 0.727 0.671

き、最大 50 件までのスニペットについて精度を計算した結果

である。グラフの横軸はスニペットの件数、縦軸は精度を表す。

図 4と図 5 は、図 3の縦軸をそれぞれ再現率と F値に置き換

えたグラフである。

手法 A、Bと、行動表現を素性とする PRFである C、Dを

比較する。表 3では、DのMRRが Aより低い点を除き、C、

Dの方が A、Bよりも各評価値において高い値を示した。すな

わち、how型 QAでは、行動表現を素性とし、行動表現に特化

した基準 a～dをスコア付けに用いることで、既存の情報検索

手法よりも良い結果が得られた。

Dおよび Fは、それぞれ Cおよび Eに対して、行動表現の

スコア付けを修正した手法である。表 3において、修正前と修

正後の手法を比較すると、Cの方が Dよりも各評価値におい

て高い値を示した。一方、E と F では、E の方が高い精度と

MRRを示した。すなわち、行動表現のスコアを IDFで補強す

る効果はなかった。

Cおよび Dは、それぞれ Eおよび Fにおいて、文章に対す

るスコア付けを修正した手法である。表 3において、修正前と

修正後の手法を比較すると、Eの方が Cよりも各評価値におい

て高い値を示した。同様に、Dと Fでは、Fの方が高い値を示

した。また、図 3および図 5では、Eと Fが他手法よりも全体

的に高い値を示した。すなわち、PRFよりも、式 (3)を用いた

スニペットのスコア付けが有効であった。

4. 2 考 察

手法 C～Fにおいて順位の低い正解のスニペットを分析した

結果、以下の傾向があった。

• 行動表現として抽出したい表現が「名詞+助詞+動詞」

という述語項構造になっていない。例えば、「やけどをしたら」

という質問において得られた正解のスニペットに「充分冷やす」

という記述があった。この記述は「名詞＋助詞＋動詞」ではな

いものの行動表現として抽出されるべきである。

• 行動表現が「する」という動詞を含んでいる。例えば、

「やけどをしたら」という質問において得られた正解のスニペッ

トに「包帯をする」という記述があった。この記述は「名詞+

助詞+動詞」という述語項構造をしている。しかし、「する」と

いう動詞を含む表現は抽出対象から外したため、抽出すること

ができなかった。他方において、「する」という動詞を含んで

いる表現を抽出対象に含めることで、誤答が増え精度が下がる

可能性がある。

• 手法 Eおよび Fでは、行動表現を多く含む文章ほど上位

になる傾向がある。その結果、適切な行動表現を少しだけ含ん

でいるスニペットよりも不適切な行動表現を多く含むスニペッ



（1 位のスニペット）

３..毒液は水に溶けやすいため、蜂に刺されたら、まず傷口を流水

でよく洗い流し、傷口から毒を絞り出しましょう。 ... 蜂に刺され

たら、アンモニア水やおしっこをかけるとよいという考えもあるよ

うですが、蜂の毒はアンモニアで中和するというのは、効果があり

ません。...

（2 位のスニペット）

毒液は水に溶けやすいため、蜂に刺されたら、まず傷口を流水で

よく洗い流し、傷口から毒を絞り出そう。 ... 蜂に刺されたら、ア

ンモニア水やおしっこをかけるとよいという考えもあるようだが、

蜂の毒はほとんど中性に近く、アンモニアで中和するというのは、

...

図 2 類似するスニペットの例

トの方が上位になる場合があった。

また、上位のスニペット同士は互いに内容が類似することが

あった。例えば、手法 Eにおいて「蜂に刺されたら」という質

問に対する 1位と 2位のスニペットを図 2に示す。類似したス

ニペットは含んでいる行動表現の種類と数も似ているため、同

程度のスコアが付きやすい。結果として、「急病にかかったら」

という質問においては上位 40 件まで類似したスニペットが集

中し、このスニペットが不正解のため、精度や再現率が極端に

低くなった。

今後の課題として、「名詞+助詞+動詞」以外で表現される行

動表現の構造を調査し、抽出対象に加える必要がある。また、

図 2のように類似した複数の文章は、代表的な文章を 1つだけ

選び、残りを削除する必要がある。

5. お わ り に

既存の how型 QAには、取るべき行動を回答してもその行

動を取る理由を提示しないという問題があった。この問題を解

決するために、本研究は、how型QAと why型 QAを統合し、

取るべき行動と理由を提示する QA システムを提案した。ま

た、QAの精度を向上させるために how 型 QAの修正手法を

提案し、評価実験によりその有効性を確認した。今後は、評価

実験に用いる質問を増やし、how型 QAと why型 QAの両方

を大規模に評価する必要がある。
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図 3 スニペット順位付けの精度

図 4 スニペット順位付けの再現率



図 5 スニペット順位付けの F 値


