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あらまし 深層学習を用いた QA応答技術が注目されている．しかし，現在の QAシステムは以下の 2つの問
題を持つ．（１）単語の使われ方は質問の背景に強く依存することが多いが，現在の単語ベクトルの生成において
は，そうした背景を十分に活用できていない．（２）QAサイトが保持する回答の中から回答候補を選択するため，
新しい回答を構築できない．結果，QA サイトが保持する質問と異なる質問には回答できない．本稿では上記問
題に取組むため，以下のアイデアに基づく Neural Answer Construction Model を提案する．（１）質問の背後にあ
るカテゴリやタイトルの情報を単語ベクトルに埋込むことで，質問に使用された単語の背景に合った回答を抽出
する．（２）BiLSTMを使用し，質問と，回答を構成する文として結論を表す文，及び結論に対する補足文の表現
ベクトルを計算する．さらに，結論文と補足文の最適な組合せと，質問と結論文または補足文の近さを同時学習
する．実データセットを用いた評価により，提案手法が回答構築において高い精度を達成することを示した．
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1. ま え が き

近年，Apple社の Siriや Amazon社の Echoなどの，
対話システムが市場に広がりを見せている．特に，ユー

ザは日常生活で様々な対象に興味を持つため，対話シ

ステムでは，質問回答（QA）モジュールが重要となる．
技術的には，QA モジュールにおける質問の種類は，
Factoid型と Non-factoid型の２種類に大別される．前
者としては，例えば，人の名前や，場所の名前を尋ね

る，いわゆる “What/Who is X?”と言う形式の質問が
あげられる．後者は，短い事実を返すだけでは答えら

れないような，例えば，恋愛相談や政治問題といった，

より多様な回答を求める質問があげられる．Factoid型
の質問については，近年多くの精度改善の研究報告が

なされている [1], [2]が，Non-factoid 型の質問の精度
にはまだ課題を残してる．こうした Non-factoid型の
質問への回答選択や生成タスクでは，Yahoo! Answers
や Quora等の QAコミュニティの QAログは，良い学
習データセットとなる．

一方，近年，深層学習が，Non-factoid型の質問に対
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する回答選択タスクに応用されてきている [2]～[7] ．
例えば，[7]は，Bidirectional Long Short-Term Memory
(BiLSTM)モデルに基づいて，質問と回答の表現ベク
トルを構築し，両者の表現ベクトル間の近さを計測す

る．さらに，質問の文脈を，回答の表現ベクトルに反

映するために，質問から回答へのアテンションメカニ

ズムを適用している．その結果は，深層学習やアテン

ションを用いない手法と比較し，精度が良い [5]．しか
し，現在の手法は，実際のアプリケーションに適用す

るにあたり以下の２つの問題がある．

（１）一般的に，質問文章中に現れる単語は，それら

が現れた背景に応じて多様な使われ方をする．しかし，

現在提案されている手法は，カテゴリやタイトル等の

質問の背景情報を単語の表現ベクトルの学習に活用で

きていない．例えば，“距離”と言う単語は “恋愛相談
カテゴリ”において使われる場合と，“旅行カテゴリ”
において使われる場合とで，その使われ方は大きく異

なる．現在の回答選択手法では，こうした特定の文脈

で重要な意味を持つ単語を重要視できていない．結果

として，回答選択の精度が実アプリケーションにおい

て低くなってしまう．（２）現在の手法は，QAシステ
ムに蓄積されている回答の中から回答を一つ選択する

ことはできるが，新たな回答を生成することはできな
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い．つまり，QAシステムに蓄積されている回答と差
異がある状況の質問には対応できないため，個々の質

問の違いを考慮して生成される必要がある Non-factoid
型の質問への回答には適さない．一方，チャットシス

テムにおける応答生成の研究も，短い質問への短い

回答の生成に適用可能と考えられる [8], [9]．しかし，
我々のターゲットである，Non-factoid 型の質問への
回答は，チャットシステムの応答に比べて長文かつ

多様となることが多い．実際，[8]の検証においても，
Non-factoid型の質問への回答には失敗をしている．
上述した問題を解決するため，本研究では，LSTMを

用いた長文回答構築手法（Neural Answer Construction
Model; NACM）を提案する．特に，本研究では，特徴
量の人手の定義，言語ツール，外部リソースを用いず，

かつ，言語非依存であるメリットがあるため，LSTM
を用いたモデルを提案する．NACMは，回答選択タス
クと回答生成タスクのギャップを埋める研究であり，

従来の単純な Non-factoid型の回答選択タスクを，長文
の回答構築に応用していくための足がかりとなりうる．

以下，NACMで用いる２つのアイデアを説明する．
(1)回答構築の前処理として，単語ベクトルに，質問

のタイトルや所属カテゴリといった質問の背景情報を

反映させる．これにより，質問の背景となる特徴を捉

えた単語ベクトルを生成でき，背景に応じて，精度よ

く回答を選択することができるようになる．

(2) QAモジュールの設計者は，構築する回答の抽象
的なシナリオを定義する．シナリオでは，回答を構成

する文の種類や，回答における文の順番を定義する．

例えば，QAコミュニティにおける相談ごとに対する
典型的な回答は，“共感”，“結論”，“結論への補足（理
由または事例など）”，“励まし” という文の種類と順
番で構成できる．その上で，質問と回答を構成する文

の近さ，構成文間の組合せ，の２つの指標を同時に最

適化する．さらに，一つ前の文（例えば結論）の文脈

に従って，次の文（例えば補足）の表現ベクトルを生

成するアテンションメカニズムも適用する．結果とし

て，質問に対応するトピックを持ちつつ，自然な文の

流れを持つ回答を構築できる．

NACM の評価を，日本の QA コミュニティサイト
「教えて!goo」において，質問が複雑かつ長く，多様な
回答を持つ，代表的な Non-factoid型 QAである，“恋
愛相談”カテゴリのデータセットを用いて行った．そ
の結果，NACM の精度は，[7] で提案されている従来
手法を大きく上回った．これにより，提案手法は，回

答を構成する鍵となる文を自然に組合せ，質問の内容

に沿った長文回答を構築できることを示せた．

2. 関 連 研 究

従来の回答選択の研究は，特徴量の人手調整や，言語

ツール，外部リソースを必要とするものが多い [1], [10]
が，深層学習に基づく手法は，上述した手順を必要と

しないメリットがある．例えば，[2], [4], [5], [7], [11]ら
は，質問と回答の表現ベクトルを学習し，ベクトル間

の類似度を用いてマッチングを測る．また [7]は，ベー
スライン手法 [5], [12]よりも良い精度の結果を出して
いる．しかし，上記の手法は，回答選択手法であり，

回答を生成することはできない．文章生成モデルとし

ては，近年の深層学習に基づく Encoder-Decoderモデ
ル [8], [9], [13] も，回答生成に適用できると考えられ
る．しかし，彼らの検証においても，Foctoid型の質問
に対する短い回答を生成する可能性は示しているが，

Non-factoid型のように，より長く複雑，かつ多様な質
問に対しては，回答を生成できないことが示されてい

る．一方，wordNet [14]等の単語に対するセマンティ
クスを用い単語ベクトルを学習する手法がある [15]～
[18]．しかし，彼らの手法では，質問や回答文書自体
の背景情報は用いない．そのため，QA文書で重要と
なる背景情報を十分にとらえることができない．

3. 背 景 技 術

本章では，NACMの背景技術とし LSTM を用いた
回答選択手法である QA-LSTM [3]について説明する．

LSTMでは，入力文字列を X = {x(1), · · · , x(N)}
とし，x(t)を t番目の単語ベクトルとすると，t番目

の隠れベクトル h(t)は以下のように更新される．

it = σ(Wix(t) + Uih(t− 1) + bi)

ft = σ(Wf x(t) + Uf h(t− 1) + bf )

ot = σ(Wox(t) + Uoh(t− 1) + bo)

c̃t = tanh(Wcx(t) + Uch(t− 1) + bc)

ct = it ∗ c̃t + ft ∗ ct−1

h(t) = ot ∗ tanh(ct)

ここで，itは入力ゲート，ftは忘却ゲート，otは出力

ゲートであり，ct はセルメモリベクトルである．σ は

シグモイド関数である．W ∈ RH×N，U ∈ RH×H，

b ∈ RH×1 は学習されるネットワークパラメータであ

る．単一方向の LSTMは，双方向のトークンから得ら
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れる文脈を利用できないため，脆弱であるとされる．

そのため，BiLSTMでは，前向きと逆向きの２方向の
文字列を処理し，２つの出力ベクトルを生成する．各

トークンの出力は，両方向からの２つのベクトルの連

結で
−−→
h(t) =

−−→
h(t) ∥

←−−
h(t)のように表現される．

QA-LSTM では，q を質問とし，a を回答候補とし

た入力ペア (q, a)が与えられた時，まず最初に q と a

に対する単語ベクトルを計算する．次に，単語列に対

し BiLSTMを適用した上で，qまたは aに対する固定

長の分散ベクトル表現 oq または oa を，BiLSTM の
出力ベクトルにMax-poolingを適用することで計算す
る．最後に，入力した (q, a)ペアをスコアリングする
ためにコサイン類似度 cos(oq, oa)を計算する．
学習時の損失関数は以下のように定義される．

L = max{0, M − cos(oq, o+
a ) + cos(oq, o−

a )}

ここで，o+
a は，質問 q とペアとなる回答（正解回

答）に対する出力ベクトルであり，o−
a は，質問 qとペ

アにならない回答（不正解回答）に対する出力ベクト

ルである．不正解回答は，学習データセット内の正解

を除く全回答文書からランダムに選択される．M は

マージンを示す定数である．なお，一つ以上の正解を

持つ質問は複数の学習対象として扱う．

4. 提 案 手 法

まず背景情報の活用方法について説明をする．

4. 1 文書の背景情報を考慮した単語ベクトル

本処理は，文や段落，文書などの，可変長のテクス

トに対する固定長の表現ベクトルを学習する教師なし

手法である paragraph2vec [19]を拡張した手法である．
paragraph2vecモデルでは，各 paragraph(段落)は次
元数 D のユニークなベクトルで表現され，単語は次

元数W のユニークなベクトルで表現される．そして，

paragraphベクトルとその paragraphに属する単語ベク
トルの平均を用い，与えられた文脈における次の単語

を予測する．文脈は，段落内の単語列を構成する単語

の数である窓幅により定義され，paragraph ベクトル
は同じ paragraph内では文脈をまたがり共有されるが，
paragraph が異なると共有されない．一方，単語ベク
トルは paragraphを跨って共有される．単語ベクトル
と paragraphベクトルの学習は，確率的勾配降下法と
誤差逆伝播法を用いて行われる．

一方，我々の提案する手法（図 1参照）では，para-
graph2vec モデルの paragraph の代わりに QA 文書に

!"#$ %&$ '$ &($ )$

*+$

,-./!
0123$

4506!

0123$
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図 1 背景情報を考慮した単語ベクトルの学習

紐づくカテゴリやタイトルのトークンに対するベクト

ルを導入する．具体的には，タイトルトークンに関し

ては，タイトルに出現する名詞を抽出し，その名詞の

単語トークンを用いる．タイトルトークンは，１タイ

トルに対し，複数与えられうるものであり，QA文書
中の単語と共有される．一方，カテゴリトークンにつ

いては，QA文書中の単語とは独立したトークンとす
る．文脈は，QA文書内の単語列を構成する単語の数
である窓幅により定義され，カテゴリベクトルは同じ

カテゴリ内では文脈をまたがり共有されるが，カテゴ

リが異なると共有されない．一方，タイトルベクトル

や単語ベクトルは文脈やカテゴリを跨って共有される．

学習時は，paragraph2vecと同様に，文脈として，文書
中の単語列を単語数から規定する窓幅で取得し，その

窓幅の先頭にその文書のカテゴリトークンと，タイト

ルトークンを常にバイアスとして入れる．そして，各

トークンベクトルの averageをとり，次の単語を予測
するモデルを学習する．これらのベクトルの学習は，

確率的勾配降下法や誤差逆伝播法を用いて行われ，カ

テゴリトークンと，タイトルトークン，及び単語トー

クンに対するベクトルが計算される．例えば，図 1で
は，“遠距離”，“恋愛”，“は”，“愛情”，“を”という単
語列に加えて，その文書のカテゴリトークンと，タイ

トルトークンバイアスとして加えながら，次の単語 “
喪失”を予測することを学習している．
この手法は，QA文書における単語ベクトルのみな
らずカテゴリベクトルやタイトルベクトルも同時に学

習する．結果，単語ベクトルを学習する際にバイアス

として作用し，特定のカテゴリやタイトル内に現れる

単語を強調する効果をもたらす．

例えば，図 1において，“恋愛相談”カテゴリで特別
によく現れる単語 (e.g. “遠距離”，“恋愛”，“愛情”)に
ついては，“恋愛相談”カテゴリのバイアスが強く加わ
ることとなる．一方，複数のカテゴリに跨って登場す

る単語 (e.g. “は”，“を”)は，多くのカテゴリのバイア
スが加わるため，結果として特定のカテゴリにバイア
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スがかかることはない．

4. 2 長文回答構築手法

本節では，長文回答構築手法について，まずそのア

イデアを述べ，次に学習手順，実行手順を説明する．

4. 2. 1 ア イ デ ア

回答構築手法は以下の３つのアイデアからなる．

(A) 回答に対する抽象的なシナリオ設計:回答は，
回答の設計者により定義された文の種類の順番に応じ

て構築される．これにより，NACM は，シナリオに
フィットした形で具体的な回答の構築を行うことがで

きる．例えば，恋愛相談においては，最初に “共感”，
次に “結論”，３番目に “結論に対する補足（理由や例
示）”，最後に “励まし”を述べるというシナリオを設
計できる．具体例としては，まず最初に “大変でした
ね．” という共感文を与え，次に “可能な限り早く愛
の告白をすべきではないでしょうか．”と結論文を与
え，その次に，“もし遅きに失したら，彼女をほかの人
に取られてしまうかもしれませんよ．”と結論に対す
る補足の文を与え，最後に “応援しています．”と励ま
しの文を与えるというような長文回答を構築できる．

(B) 文の選択と組合せの同時学習：NACMは，質
問と回答を構成する文候補の「近さ」と，文候補間の

「組合せ」の２つの最適化を同時学習する．これによ

り，NACMは，質問と回答候補の文のそれぞれは近い
が，回答候補間の組合せがしっくりしないといった失

敗を避けることができる．さらに，NACMは，文の選
択と組合せを別々に最適化する場合よりもパラメータ

チューニングを簡易化できる．このネットワーク構造

のイメージを図 2 に示す．ここで，本手法は，“遠距
離恋愛は愛情を喪失させるでしょうか？” と “遠距離
は愛情を喪失させるものではありません”という質問
と候補文の間の近さ，及び，“遠距離恋愛は愛情を喪失
させるでしょうか？” と “距離は愛情の深さをテスト
するものです”という質問と候補文の間の近さ，及び，
“遠距離は愛情を喪失させるものではありません”と “
距離は愛情の深さをテストするものです”という回答
候補文間の組合せを同時学習している．

(C) 回答候補文間のつながりを自然にするための

アテンション：NACM は，ある回答候補文に含まれ
る重要なトピックを抽出し，次にくる回答文とそのト

ピックとの関係を学習する．結果として，回答候補文

に書かれている文脈に沿って，次につながる回答候補

文の表現ベクトルを生成でき，自然な長文回答構築に

繋がる．図 2 では，例えば，“遠距離は愛情を喪失さ
せるものではありません”という回答候補文において
“距離”といった重要なトピックを文から抽出し，この
トピックを強調した形で “距離は愛情の深さをテスト
するものです”という次につながる回答候補文の表現
ベクトルを計算している．

4. 2. 2 学 習 手 順

本節では，結論文と補足文に焦点を当て学習手順説

明する．一方，本手法は複数種類の文の選択・組合せ

に適用できる．実際，本手法は，5. 2. 6章で述べるよ
うに，「教えて!goo」の AIによる恋愛相談サービスで
実装されており，そこでは，共感，結論，補足，励ま

しの 4種類の文からなるシナリオを用いている．
学習手順を，以下に示す．図 2 の手順 (1) から (7)
も参考にされたい．

(1)以下の手順 (2)から (7)を試行回数をN とし，N

回実施する．

(2) データセットから (q, ac, as) の組を一つピック
アップし，以下の (3) から (7) を実行する．ここで q

は質問，ac は結論文，as は補足文を示す．この処理

を，全質問，結論，補足の組に対し実行をする．（これ

は，結論，補足というシナリオに沿った回答構築であ

り，アイデア Aに基づく処理である．）なお，以下の
手順 (3)，(4)について，結論との近さを見るための質
問ベクトル oc

q と，補足との近さを見るための質問ベ

クトル os
q は，結論と補足の性質の違いから，同じ質

問であっても異なるものと考えられるため，それぞれ

別の BiLSTMを用いて計算をする．
(3)次に，qと ac における単語ベクトルの列に対し，

それぞれ BiLSTMを適用する．そして，質問に対する
t 番目の隠れベクトル hc

q(t) に対し max-pooling を適
用し，質問ベクトル oc

q を獲得する．同様に，結論に対

する t 番目の隠れベクトル hc(t) に対し max-pooling
を適用し，結論ベクトル oc を獲得する．

(4)同様に，q と as における単語ベクトルの列に対

し，それぞれ BiLSTMを適用する．そして，質問に対
する t 番目の隠れベクトル hs

q(t) に対し max-pooling
を行い，質問ベクトル os

q を獲得する．

(5)次に結論から補足へのアテンションを計算する．
（これは，アイデア Cに基づく処理である．）補足候補
文に対する BiLSTMの t番目の隠れベクトル hs(t)と
結論ベクトル oc が与えられた時，隠れベクトル h̃s(t)
は以下のように更新される．

4
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図 2 NACM による長文回答構築

ms,c(t) = tanh(Wsmhs(t) + Wcmoc) (1)

ss,c(t) = exp(wmb
Tms,c(t))

h̃s(t) = hs(t)ss,c(t)

Wsm，Wcm，wmb はアテンションのためのパラメー

タである．結果として，アテンションメカニズムは，

結論文において重要であるトピックを含む単語に補足

文側でより重みをおくという動きをする．

(6)次に，h̃s(t)に対し，max-poolingを実施し，補
足ベクトル os を獲得する．

(7)質問と結論の近さ，質問と補足の近さ，及び，結
論と補足の組合せの最適化を同時に実施する．（これ

は，アイデア Bに基づく処理である．）この損失は以
下のように定式化される．

L = max{0, M−(cos(oq, [o+
c , o+

s ])−cos(oq, [o+
c , o−

s ]))}

+ max{0, M−(cos(oq, [o+
c , o+

s ])−cos(oq, [o−
c , o+

s ]))}

+ max{0,(1+k)M−(cos(oq,[o+
c ,o+

s ])−cos(oq,[o−
c ,o−

s ]))}

ここで，[y, z]は，yと zの２つのベクトルの連結を
示しており，oq は，[oc

q, os
q]であり，o+ は，正解に対

する出力ベクトルを示し，o− は全正解データセット

からランダムに選択した不正解ベクトルを示す．上述

した式は，質問と結論，質問と補足の近さをコサイン

類似度で測りつつ，様々な結論と補足の組合せパタン

を計算する．これにより，質問と結論，質問と補足の

近さのみでなく，結論と補足の組合せをも最適化でき

る．M は，マージンを示す定数であり，k (0< k)は
マージンを調整するパラメータである．k を用いるこ

とで，式の 3項目において，マージンは他の項目より
大きくなる．

パラメータとしては，質問と結論のマッチングのため

表 1 回答選択タスクにおける適合率の比較

QA-LSTM Category-LSTM（All） Category-LSTM

K=1 0.256 0.268 0.273

K=3 0.335 0.345 0.354

K=5 0.366 0.360 0.400

のパラメータ，{Wi,Wf ,Wo,Wc,Ui,Uf ,Uo,Uc,bi,-
bf ,bo,bc}c，質問と補足のマッチングのためのパラメー

タ，{Wi,Wf ,Wo,Wc,Ui,Uf ,Uo,Uc,bi,bf ,bo,bc}s，

結論と補足間のアテンションのためのパラメータ，

{Wsm,Wcm,wmb}がある．上記パラメータ群は，確
率的勾配降下法と誤差逆伝播法を用いて学習される．

4. 2. 3 回答構築の実行手順

モデル学習後の回答構築の実行手順を説明する．

(1)ユーザが発出した質問 oq 及び回答候補 oc と os

を学習済みモデルに与え，前節の学習手順 (3)から (6)
を実施し，質問ベクトル oq，結論ベクトル oc 及び，

補足ベクトル os を計算する．

(2)そして，cosine類似度 cos(oq, [oc, os])を計算し，
質問と回答の組の近さを計測する．

(3)全ての結論と補足の組合せに対し，上記 (1)(2)の
手順を実施し，最も高い cosine類似度を与える組を用
い，質問に対する回答とし構築する．

5. 検 証 実 験

本章は検証実験について述べる．まず，単語ベクト

ル構築において背景情報を用いることの有効性を検証

し，次に，NACMによる回答構築の有効性を検証する．
5. 1 背景情報の有用性の検証

まず，提案する「文書の背景情報を考慮した単語ベ

クトル」を用いた提案手法と，「単一カテゴリのデータ

のみを用いた単語ベクトル」を用いた従来手法とで，

5
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表 2 データセットの例（恋愛相談）

ユーザ発話 結論 補足
デートをしたのですが，とても楽しかったです．彼も楽しそうにしていました．
ただ，遊びに行って一週間経ちますが，メールや電話で連絡をとるという付き合
いにはなっていません．もし私のことを気に入ってくれていたら，近いうち連絡
をくれるのではと期待してしまうのですが，いかがでしょうか？

相手はあなたに連絡をするの
をためらっているだけなのか
もしれません．

相手が好きになればなるほど，
相手に嫌われたくないと自分
の気持ちを抑えてしまう人も
いると思いますよ．

恋愛に対してシャイな男性が気になっています．やっぱり好きな女性がいても，
食事に誘ったりできないのでしょうか？また，そういう男性は，女性から誘われ
るのを期待しているのでしょうか？

アタックあるのみだと思いま
す．プッシュしてみてはいか
がでしょうか．

内心では，声をかけてくれな
いかな～と淡い期待を抱いて
いるのではないでしょうか？

表 3 回答構築タスクにおける AP の比較

QA-LSTM Attentive-LSTM Category-LSTM QA-LSTM2 Attentive-LSTM2 Category-LSTM2 Construction NACM

K=1 0.3262 0.3235 0.3664 0.3321 0.2512 0.3423 0.3813 0.3901
K=3 0.3753 0.3694 0.4078 0.3353 0.3321 0.4166 0.5278 0.5308

K=5 0.3813 0.3758 0.4133 0.2916 0.3263 0.4978 0.5196 0.5271

表 4 定性評価の比較

QA-LSTM
(1) (2) (3) (4)

NACM
(1) (2) (3) (4)

57 66 41 36 116 51 13 20

回答選択タスクへの有効性を比較した．データセット

としては，日本の QAサービス，「教えて!goo」におい
て蓄積された “恋愛相談”カテゴリの実データセットを
用いて，蓄積されている質問に対し，回答を選択する

際の精度を検証した．提案手法では，単語ベクトルを，

“恋愛相談”，“国内旅行”，“ヘルスケア”を含む 16カテ
ゴリに蓄積された 189,511の質問と 771,956の回答を
用いて構築した．一方，比較手法では，“恋愛相談”カ
テゴリにおける 26,345の質問と 79,152の回答を用い
て単語ベクトルを構築した．回答選択手法としては，

QA-LSTMを用いた．そして，“恋愛相談”カテゴリに
おける，26,345 件の質問をランダムに抽出し，さら
にその中で質問をランダムに 1/3づつのデータセット
に分割し，2/3 のデータセットを用いモデルの学習を
し，残りの 1/3のデータセットをテストに利用する三
分割交差検定を行った．以降の結果は３回の試行の平

均である．提案手法としては，背景情報としてカテゴ

リとタイトルを用いる手法 (Category-LSTM と名付け

る) を用いた．さらに，比較手法（QA-LSTM）は “恋
愛相談”カテゴリのデータのみしか用いないことから
Category-LSTMに比べデータ数が少ないことによる結

果の差異を確認するため，全カテゴリを 1つのカテゴ
リと見做した手法 Category-LSTM(All)との比較も実施

し，提案手法の有用性を詳細に確認した．精度尺度と

しては手法が出した結果をランキングし，ランク (K)
を 1から 5まで変化させた中で，正解の割合（適合率）
を用いて評価した．

結果を表 1に示す．これにより，Category-LSTMが

Category-LSTM(All)および QA-LSTMよりも結果が良

いことがわかる．つまり，単一のカテゴリを用いて単

語ベクトルを構築するよりも，複数カテゴリの QA文
書を用いつつ，背景情報を考慮した単語ベクトルを構

築することが，回答選択に有効であることがわかる．

この結果を踏まえ，次節で実施する回答構築の検証で

は，Category-LSTM をベースとし，NACM の検証を
行う．

5. 2 回答構築の検証

次に回答構築の有効性を検証する．

5. 2. 1 データセット

検証で用いた質問回答データセットは，前節で用い

たものと同一である．その上で，“恋愛相談”カテゴリ
において回答構築を 5,293の質問と結論，補足の組か
らなるコーパスを用いて検証をした．「教えて!goo」に
おいては，1つの質問に対し複数の回答がつくことが
あるため，本データセットの質問のユニーク数は 3,840
である．なお今回は，結論と補足候補の文は質問と回

答のペアから人手をかけて収集をした．具体的には，

結論に関しては，「回答として抽出した文が端的に質

問に答えており，回答として単体でも成立するかどう

か」という観点から，補足については，「抜き出した結

論に対する，理由，主張，事例となるかどうか」とい

う観点から抽出をした．表 2に抽出した結論候補と補
足候補の例を示す．

5. 2. 2 比 較 手 法

以下の５つの手法との間で精度比較を行った．

(1)QA-LSTM:　 [3]において提案された手法．(2)At-

tentive LSTM:　質問から回答へのアテンションメカ
ニズムを QA-LSTM に適用した手法 [7]．(3)Category

6
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表 5 QA-LSTM と NACMにおける回答構築結果の例

質問 QA-LSTM により構築された回答 NACM により構築された回答
気になる相手が，“あなたと一緒にいると落ち
着く” と悪戯っぽくいいました．ただの優し
さかもしれません．脈はあるでしょうか？

相手の愛を性急に試してはいけません．彼が
あなたを好きでなければ，彼はあなたと映画
を見に行くはずがありませんよ．

脈はあると思います．相手との距離がもっと
近くなればなるほど，相手の真意は分かって
くるものだと思いますよ．

今興味がある人がいるのですが，なかなか
会うことが出来ません．どうやって彼にアプ
ローチすればいいのでしょうか？自信を持っ
て行けばいいですか？

言葉を正確に選んで話をしてください．何も
しなければ，あなたの愛情を彼に伝えるのは
難しいでしょう．

告白をするべきです．何もしなければ，あな
たの愛情を彼に伝えるのは難しいでしょう．

LSTM:　 QA-LSTMに追加して，本稿で提案するカテ

ゴリとタイトルによるバイアスを組込んだ単語ベクト

ルを用いた手法．(4)Construction: アテンションメカニ
ズムを省いた提案手法．(5)NACM:　本稿の提案手法．
ここで，NACMと Constructionとそれ以外の 3つの
ベースライン手法の学習データの与え方の違いとし

て，NACMと Constructionは，結論と補足のペアを学

習データとして使用している．このデータの与え方の

違いが提案したネットワークの構造よりも結果に大き

な影響を与えている可能性があるかどうかを確認する

ため，上記 3つのベースライン手法に対し，結論と補足
のペアで学習するものを追加し，質問と結論のペア，質

問と補足のペア，結論と補足のペアの 3つの類似度の
平均が最も大きい結論と補足のペアを回答とする手法

との比較も実施をした．それらを順に (6)QA-LSTM2，

(7)Attentive LSTM2，(8)Category LSTM2と名付ける．

なお，本節での実験では，5. 1 節とは異なり，QA-

LSTM，Attentive LSTMともに 16カテゴリ全ての QA
データを用いて単語ベクトルを生成した．

5. 2. 3 方法論とパラメータセットアップ

回答構築タスクの検証では，ある質問を入力として

与えた時に，各手法が，その質問に対応する結論と補

足の組合せを構築できるかどうかを確認した．例え

ば，ある質問 q1 があり，その質問に対する結論が ac1

と ac2 の２種類あり，さらに，ac1 に対応する補足が

as1，ac2 に対応する補足が as2 であったとする．この

場合，質問 q1 を入力として与えた時に，その質問に対

する回答構築タスクの出力は，ある結論と補足の組合

せであり，正解は，ac1 と as1 の組合せ，または，ac2

と as2 の組合せの 2種類存在する．
ここで，QA-LSTM，Attentive LSTM，Category LSTM

は質問と結論のペア，質問と補足のペア全てを訓練

データにし学習を行った．そして，ある質問を入力し

た時に，QA-LSTM，Attentive LSTM，Category LSTMは

結論，補足の全回答空間の中から，質問ともっとも類

似度が高いものを各々選択し組合せることで，回答を

構築した．一方，Construction と NACM については，

[oc
q, os

q] · [oc, os]の Cosine類似度が最も高い結論，補
足の組合せを回答として構築した．

検証基準としては，まずデータセットをランダムに

学習データと試験データに２分割し，２分割交差検定

を実施した．具体的には，3,840の質問に対し，5,293
の回答が存在し，各回答はそれぞれ結論文と補足文を

含む．これに対し，質問を半分の 1920 に分割するこ
とで，データセットを 2分割した．そのため結論文と
補足文はそれぞれ約 2,600の回答候補が各検証で存在
する．以降の結果は，その平均値を示す．

精度尺度としては，上位に正解となる回答が含まれ

るほど精度が良いと考え，トップK にランクされた回

答に対する Average Precision (AP)を用いた．ここで，
ランクの数がK，上位 j 件にランクされたアイテムの

うち正解の数を Nj，質問に対する回答の数を D とす

ると，APは以下の式で定義される．

AP = 1
D

∑
1≤j≤K

Nj

j

パラメータ設定について述べる．単語ベクトルと，

質問ベクトル，回答ベクトルのサイズを様々なパタン

を検証し，単語ベクトルのサイズは 300，BiLSTMに
対する LSTMの出力ベクトルのサイズは 50× 2と設
定をした．さらに，マージンM の値を 0.2，k を 1.0
と設定し，学習の回数 (epoch)を 20と設定した．
なお，Category LSTM，Construction，NACMについ

ては，回答への質問からのアテンションは精度が良く

ならなかったため反映していない．これは次節でも示

すように，質問の文章長は，回答文の文章長に比べか

なり長く，そのため，質問から回答へのアテンション

がノイズとなっているためと考えられる．

5. 2. 4 結 果

まず各手法間の精度比較を行った．特に多くの QA
アプリケーションは上位１位の結果のみしか提示し

ないことが多いため，上位１位の精度を重要視する．

結果を表 3 に示す．QA-LSTM と Attentive LSTM は，

7
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Category-LSTMよりも精度が悪い．これは，Category-

LSTMにおいて出力された文は，“恋愛相談”カテゴリ
の背景情報（カテゴリとタイトル）において強調され

た単語を用いて選択されているためであると考えられ

る． Constructionは，Category-LSTMよりも精度が良

い．これは，質問と文の近さのみでなく，結論と補足

の組合せについても学習しているからである．

さらに，QA-LSTMとAttentive LSTM，Category-LSTM

のそれぞれに対し，5. 2. 2章において説明をした結論と
補足のペアの学習を加えた手法（QA-LSTM2，Attentive

LSTM2，Category-LSTM2）との間の比較をしたとこ

ろ，結果は，NACMの方が精度が十分に良かった．こ

のことから，質問と結論，質問と補足，結論と補足の

ペアが独立してそれぞれマッチングが良いだけではな

く，上記３つのペアが同時に良いマッチング（組合せ）

であることを担保することが回答構築の精度をあげる

ことが分かった．

最後に，NACM は Construction よりも精度が良い．

これは，結論と補足の間の関係付けをアテンションメ

カニズムを導入することでより自然に形成できるから

であると考えられる．NACMは，ベースラインである

QA-LSTM よりも 20% 以上精度が高い（QA-LSTM は

0.3262であるが，NACMは 0.3901となっている）．さ
らに，Constructionを除く全ての手法との間で，試験

データを母集号とした t 検定において K = 1 におい
て統計的有意差があることも確認できた (p < 0.05)．
Constructionとの間は試験データを母集号とした t検定

では有意差は無かったが，LSTMの初期重みパラメー
タを変更して 5回 NACMと Constructionの比較をした

結果，NACMの方が全ての試行において Construction

よりも良い結果を得た．5回の比較であるため，統計
的に十分な検証とはいえないが，NACMが採用するア

テンションメカニズムが良い結果を与える傾向がある

ことを確認できた．

5. 2. 5 定 性 評 価

QA-LSTMと NACMの出力結果を，QAサービスの
企画・設計に従事する QA文書の取扱いに熟知した作
業者 2名が評価をした．質問に対する出力結果を手法
ごとに１件づつ構築し，作業者への結果の提示時に手

法名は匿名で与えている．回答の良さは「回答の内容

が質問に沿っているかどうか」，「結論と補足の文脈が

自然かどうか」の 2点から判断させた．作業者は検証
データセットに含まれていない質問を AIシステムに
入力し，AIシステムが出力した回答に対して以下の４

段階の評点を与えた．(1) 結論と補足の文単体のみで
なく結論と補足の組合せが良い．(2) 文それぞれは良
いが，組合せが悪い．(3) 結論もしくは補足の文いず
れかは良いが，組合せが悪い．(4) 結論と補足の文い
ずれも悪く，その組合せも悪い．

結果を表 4に示す．この結果は二名の評価の平均を
とってる．表 5は，質問と構築された回答の例を示す．
これらの結果から，評価者は QA-LSTMよりも NACM

の結果に満足したことがわかる．具体的には，NACM

により生成された回答の 58 %が上述の評点の (1)を取
得した．これは，表 5からもわかるように，NACMは

文の類似度が高いのみならず，文間の組合せが良い回

答を構築できているからである．これにより，NACM

が，評価データセットに蓄積されていない質問に対し

ても対応可能な回答を構築できたことがわかった．

5. 2. 6 恋愛相談「AIオシエル」への応用
NACMは「教えて！ goo」上におけるオシエルとい

う AIとして実装され，恋愛相談の質問に対しオシエ
ルがユーザとして回答を行うサービスとして，2016年
9月から提供されている（注1）．実際，一般ユーザが本恋

愛相談サービスを利用したところ，2016 年 9 月から
2018 年 3 月までの期間においてオシエルが構築した
24,658 件の回答のうち，4,465 件の回答が good と評
価されていることがわかった．goodは１回答に対し，
複数の閲覧ユーザがつけることができる．これはサー

ビス発足後，恋愛相談カテゴリにおいて 100件以上回
答をしているユーザが獲得した goodの数の平均値よ
りも高い比率である．このことは NACM が実アプリ

ケーションへ一定の適用性を持つことを示す．

6. ま と め

本研究は Non-factoid 型の質問に対し回答を構築す
る最初の研究である．提案手法は，質問のタイトルや

カテゴリといった背景情報を単語ベクトルに埋め込む

ことで，回答選択の精度を向上させている．さらに，

質問と回答文の近さのみでなく回答文間の組合せも最

適化する．そして実データセットを用いた検証実験に

より定量及び定性的に手法の優位性を示した．本手法

は既に実アプリケーション上に実装され日々回答を構

築している．なお，回答における回答候補文自体は短

いため，今後，Neural Conversation Model　 [8]などを
用い生成したものを回答候補文として用いることもで

（注1）：http://oshiete.goo.ne.jp/ai

8



論文／LSTM を用いた Non-Factoid 型長文回答構築手法

きる．そうした仕組みと組合せることで，回答全体を

完全に自動生成することにもつながると考えられる．
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Abstract Deep learning methods that extract answers for non-factoid questions from QA sites are important. The
current methods, however, have the following two problems: (1) They can not understand the ambiguous use of words in
the questions as word usage can strongly depend on the context. As a result, the accuracies of their answer selections are
not good enough. (2) The current methods can only select from among the answers held by QA sites and can not generate

new ones. Thus, they can not answer the questions that are somewhat different from those stored in QA sites. This paper
tackles these problems as it: (1) Incorporates the biases of category information behind questions into word embeddings
while also computing them regardless of the categories. As a result, it can extract answers that suit the contexts of words
used in the question as well as following the common usage of words across categories. (2) Uses BiLSTM to compute
the embeddings of questions as well as those of the sentences often used to form answers (e.g. sentences representing
conclusions or those supplementing the conclusions). It then simultaneously learns the optimum combination of those
sentences as well as the closeness between the question and those sentences. As a result, our model can construct an
answer that corresponds to the situation that underlies the question. Evaluations using actual datasets indicate that our
model achieves high accuracy in answer creation.

Key words Question Answering, Chatbot, LSTM, Deep learning


