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指示詞を考慮したテキスト検索方法の検討

Text :re甘ievalin consideration of the funciion of demonstratives 

鈴木晋T

Su却 kiSusumu t 

Abstract A new method is proposed to re仕ieveJapanese texts司 For the method， a text manager makesラ企oma 

Japanese text， a formal text in the form that a computer can process easily， considering the function of 

demonstratives in the Japan巴setext， beforehand. The method retrieves Japanese texts by using each formal text 

Since a formal text gives， to a Japanes巴text，a closer approximation than key words and tags， th巴newmethod can 

answer queries that can not be done by text re仕ievalmethods using key words and tags. 

1. はじめに

テキストを検索する方法として，キーワ)ドやタグを用

いた検索方法が普及している筆者は文献[1]において，よ

り高度な検索を目指して[2ム4，5，6]，日本語テキストの新し

い検索方法(形式化テキスト検索法と呼ぶ)を提案した.

この検索方法では，予め，テキスト中の各日本語文に対し

て，その文法構造を人手で付加した文(形式化文と呼ぶ)

を作成し，これらの文の集まり(形式化テキストと呼ぶ)

を用いて検索を行う.形式化テキストは，計算機で処理し

やすい形に日本語テキストを近似したものであり，キーワ

ード集合やタグ集合より E確に日本語テキストを近似し

ているので，キーワードやタグを用いた検索では答えられ

ないような質問に答えることができる.形式化テキスト検

索法の回答の正確さを向上させるためには，形式化テキス

トが日本語テキストを近似する精度をあげることが重要

である.本稿では，文献山の形式化テキストに指示詞(こ

れ，それ，この，その)の表現を導入し，その形式化テキ

ストを用いた検索方法を提案する.この新しい形式化テキ

スト検索法は文献[1]の形式化テキスト検索法より高い精

度で質問に答えることができる

本稿は以下，次のように構成される.2節において形式

化テキスト検索法の全体の流れを説明する. 3節で，例と

して用いる日本語テキストと日本語質問文を与える.本稿

の形式化テキスト検索法はこれらの例をうまく扱うこと

ができる. 4節以降は，形式化テキスト検索法において特
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に重要である，形式化テキストの作成法と，形式化テキス

トに対する質問処理について述べる. 4節では指示詞の表

現の仕方を， 5節では日本語文から形式化丈を作成する仕

方を説明する. 3節の日本語テキストの例に対してこのよ

うにして作られた形式化テキストを 6節にまとめて示す.

7節で形式化テキストに対する質問処理を説明し，最後に

8節でまとめる.

2.形式化テキスト検索法の全体の流れ

形式化テキスト検索法の全体の流れを図 lに示す.図 1

の①から⑨を説明する.

① 予め，テキスト管理者は日本語テキストから形式化テ

キストを作成する.

②，③ 検索者は日本語質問丈を形式化質問丈に変換し

て，計算機に質問を行う

④，⑤ 計算機は形式化質問文に対して形式化テキストを

検索して回答(形式化回答)を作成し，検索者に返す

①から⑤ 検索者は3 計算機から返された形式化回答が十

分でないと判断した場合，形式化質問丈を修正して質問

を繰り返す

⑥ 形式化回答は，もし人が日本語テキストと日本語質問

文を読んだら返すであろう正しい回答の近似であるの

で，検索者は最終的に，日本語テキストの中で形式化回

答の作成に関連した部分を読んで，回答が正しし、か否か

を判断する必要がある.そのために，検索者は日本語テ
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キストの中の関連した部分を計算機に要求する.

⑦，⑧ 計算機は関連する部分を検索者に返す.

⑨検索者をそれより回答の真偽を判断し，必要ならば日

本語回答を作成する.

検索者

テキスト

管理者
計算機

図1.形式化テキスト検索法の全体の流れ

Fig.l The overall flow ofthe forrnal text retrieval method 

3. 日本語テキストと日本語質問文の例

3.1 fJ本語テキスト

日本語テキストの例を次に示す.下線は指示詞である.

Sl 太郎は毎年，王月に，自分でとった写真を友達に送

っている.

S2:一昨年のその写真は電車の中で漫画を読んでいる

サラリーマンの写真であった

S3 昨年のその写真は予備校生についてで、あった.

S4 それらの写真のどちらも面白かった.

、，，ノ1
 

4
4
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3.2 質問文(原文)

(* 1)の日本語テキストに対する質問文の例を次に示す

Ql 太郎は正月に友達に写真を送りますか?

答はい

Q2・太郎は写真を誰に送りますか?

答友達

Q3:太郎は漫画を読んでいるサラリーマンの写真を友

達に送りましたかっ

答-はい

Q4 サラリーマンの予備校生の写真はありますか?

答:いいえ

Q5 イ可が面白いですか?

答 1・写真

答2 太郎が一昨年，正月に，自分でとって友達に送

った写真で，かっ，電車の中で、漫画を読んで、いる

サラリーマンの写真

答 3 太郎が昨年，正月に，自分でとって友達に送っ

た写真で，かっ，予備校生についての写真

・・ (*2)

4. 指示詞の表現

4.1 普通名詞が表すもの

3.1節の文 Sl，.・・，S4((*1))には普通名詞(固有名詞でな

いもの.例えば「写真」や「友達J)が使われている こ

れらの普通名詞3 例えば「写真Jは，写真の集合(集合「写

真」と記す)のある要素を表していると考えることができ

る.たとえば 1太郎が一昨年に，正月に，自分でとって

友達に送った写真Jや「太郎が昨年に，正月に，自分でと

って友達に送った写真」などを表していると考えることが

できる.

4.2 指示詞の機能

同じ普通名詞が複数の文に現れる場合，各文の普通名詞

は集合の同じ要素を表している場合もあるし，表していな

い場合もある ある文の中の普通名詞が，前にあるいずれ

かの文の普通名詞と要素として同一であることは，通常，

指示詞(この，その)によって表される 人は指示詞付き

の普通名詞をみて，それがどの文の中の普通名詞と要素と

して同一であるか判断する.なお，指示詞は省略されるこ

ともあるので，そのような場合には指示詞を補完した後

に，この判断を行う必要がある.日本語テキストを正しく

理解するためには，普通名詞の要素としての同一性を正し

く理解する必要がある

3.1節の(*1)の中の普通名詞「写真」を使って具体的に説

明する(複数の文に現れる普通名詞は他にはない)刷文

S2の中の指示詞(下線で示されている)付きの名詞「そ

の写真j は文 Slで説明された写真(文 SIを満たす写真)

と同じ要素を表すと考える.すなわち 1太郎が一昨年に，

正月に，自分でとって友達に送った写真」と「太郎が昨年

に，正月に，自分でとって友達に送った写真j と目・を表す
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と考える.この結果， S2の中の「一昨年のその写真」は，

それらの写真の中で一昨年のもの，すなわち I太郎が一

昨年に正月に，自分でとって友達に送った写真」を表す

と考える. S3の「その写真」は，一昨年の写真と咋年の

写真が同じ要素であることはないので， Slを満たす写真

(集合「写真」のある要素)と同一であると考える.また，

S4の中の「それらの写真j は S2を満たす写真(集合「写

真」のある要素)と S3を満たす写真(集合「写真」のあ

る要素)と同一であると考える.

4.3 普通名謁と指示認の機能の形式的表現

上記に説明した普通名詞と指示詞の機能を計算機でも

正しく処理できるように， (*1)の日本語テキストを次のよ

うに書き換える.

ヨa，ヨb，ヨC，ヨd，ヨeE集合「写真J， 

Sl'(a) ^ S2'(b) ^ S3'(c) ^ S4'(d，e) 

ここで

Sl'(X) = A1(X) 

S2'(X) = Sl'(刃八A2(X)

S3'(X) = Sl'(X)八 A3(X)

S4'(X，Y) = S2'(X) ^ S3'(Y) ^ A4(X，Y) 

A1(X) 太郎は正月に，自分でとった Xを友達に送って

し、る.

A2(X): 一昨年の X は電車の中で謹画を読んで、いるサ

ラリーマンの写真で、あった.

A3(X) 昨年のXは予備校生についてであった

A4(X，Y)・ XとYのどちらも面白かった

(*3)において，

・変数X，Yは集合「写真Jの要素を表す変数である

. (*3) 

. Ai(X)は日本語文 Siの中の「写真」を変数Xで置き換え，

指示詞を削除したものである.

. Si'(X)は， Xが日本語文 Siを満たす要素であることを表

す.

. Si'(X)の式，たとえば S2'(X)=Sl'(X)̂A2(X)は， 日本語

文 S2を満たす写真の要素Xが， Slの中の写真が表す要

素であり(すなわち， Xが文 Slを満たしており)，か

っ， S2の指示詞を除く部分の説明を満たす写真の要素

であることを表す.

-式

ヨa，ヨb，ヨc，ヨdうヨeE集合 I写真J， 

Sl'(a) ^ S2'(b) ^ S3'(c)八 S4'(dぷ)

は，各丈の中の「写真」が集合「写真Iの中のある要素

であることを表す

4.4 存在眼量子の書き換え

4.3節の(*3)では，変数 X が集合「写真」のある要素で

あることが，一目見ただけでは分かりにくい.そのため，

変数 X を写真[IJと記す.ここで， N を普通名詞として，

N[IJは集合 INJのある要素を表す門のとき， N[iJ=N日]

である.この記法を用いてテキスト(*3)を書き換えたもの

を次に示す.

Sl'(写真[1])八 S2'(写真[2])^ S3'(写真[3])

^ S4'(写真[4Jヲ写真[5])

ここで

Sl'(写真凹)=A1(写真[1])

S2'(写真旧)= Sl'(写真[1])八 A2(写真[1])

S3'(写真田)ニ Sl'(写真[1])^ A3(写真[1])

S4'(写真田，写真[J])= S2'(写真[1])^ S3'(写真[巧)

八 A4(写真[IJ，写真[J])

A1(写真[1]): 太郎は正月に，自分でとった写真[IJを友達

に送っている.

A2(写真[1]): 一昨年の写真凹は電車の中で漫画を読ん

でいるサラリーマンの写真で、あった

A3(写真[1]): 昨年の写真田は予備校生についてで、あっ

た.

A4(写真凹ラ写真[円) 写真田と写真[珂のどちらも面白

かった.

. (*4) 

5.簡単な形式的な文への分解

5.1 単文への分解

複雑な形をした日本語文を計算機で処理するのは容易

ではない そこで，複雑な日本語文を複数の単文(動詞を

1つ含む文)に分解する.このとき合わせて，名詞を修飾

する句や節は，処理が容易になるように3 非修飾の形に書

き直す目時制等の情報は，処理が難しいので，削除する.

この単文への分解では元の日本語文のもつ情報の一部が

失われる故に，得られる単文の集合は日本語文の近似(緩

和)になる.

4.4節で得られたテキスト(*4)の中の日本語文 A1，A2， 

A3，A4を単文へ分解すると次が得られる.

A1-1(写真[1]): 太郎は写真田を撮る.

Al-2(写真[可): 太郎は正月に写真田を友達に送る

A2-1: サラリーマン[2Jが電車の中で漫画を読む

A2-2(写真[1]): 写真田は一昨年のものである.

A2-3(写真[1]): 写真[IJはサラリーマン[2Jについてであ

る
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A3-1(写真[1]): 写真[1]は昨年のものである.

A3-2(写真[1]): 写真凹は予備校生についてである

A4-1(写真[1]，写真凹)(二A4(写真田ラ写真[円))・

写真凹と写真田のどちらも面白い

. (*5) 

ここで、

. A1-1とAl-21まA1カミら， A2-1とA2-2とA2-3IまA2カミ

ら， A3-1とA3-2はA3から得られる単文である

'A2の分解により，普通名詞「サラリーマン」が 2つの単

文A2-1とA2-3に現れるようになった.このため，両者

のサラリーマンが同じ要素であること表すために，サラ

リーマン[2]と記した.

5.2 単文への文法構造の付加

日本文の文法構造(主語，動詞，目的語等)を利用する

と，文を柔軟に検索することができる.文法構造は計算機

による形態素解析，構文解析により求めることができる

が，正しい解析が得られない場合もある.そこで，本稿の

形式化テキスト検索法では， 5.1節のやり方で得られた各

単文に対して，その文法構造を入手で付加する.品詞を次

のように略記する.

主.主語，動:動詞，目:目的語，直下直接目的語，

間目.間接目的語，補:補語，他:その他

例えば， (*5)の単文Al-2(写真[1])

太郎は正月に写真田を友達に送る.

に対して，その文法構造を付加して，文Bl-2(写真[可)

{ (主，太郎，は)，(動，送る)，(直目ヲ写真[1]，を)，(問自，友達ラ

に)，(他，正月，に)}

を作る.このように作られた文は，単文を組(品詞，主要

語，付属語)の集合{(品詞，主要語，付属語)'-"}として表

す.5.1節の単文(*5)を文法構造イ寸きの丈に書き換えたもの

を次に示す.

B1-1(写真田): {(主，太郎9は)，(動，撮る)，(目，写真凹ラを)}

Bl-2(写真[1]): {(主ヲ太郎，は)ラ(動，送る)，(直白，写真凹，

を)，(間目，友達，に)，(他，正月，に)} 

B2-1: {(主ラサラリーマン[2]，が)，(動ラ読む)，(目，漫画，を)，

(他，電車，の中で)} 

B2-2(写真[1]): {(主ヲ写真[i]，は)，(動ラである)，(補，一昨年ヲ

の)} 

B2-3(写真[1]): {(主，写真[i]，は)，(動，である)，(補，サラリ

ーマン[2]ヲについてのけて表す.

B3-1(写真[1]): {(主，写真田ラは)，(動，で、ある)ヲ(補，昨年，の)} 

B3-2(写真[1])・ {(主ヲ写真[i]ラは)ョ(動，である)，(楠，予備校生，

についてのけ

B4-1(写真[I]，写真[J]): {(主ヲ写真[I]and写真[凡は)，(動，

である)，(補，面白しつ}

. . (*6) 

ここで，各Bi寸はい5)のAi-jを書き換えたものである目

6. 形式化テキスト

日本語テキストに対して4節と 5節の書き換えを行って

最終的に得られる各式を形式化文と呼び，その集合を形式

化テキストと呼ぶ. 3節の日本語テキスト(キ1)から得られ

る形式化テキストを次に示す.

T1(写真[1])^ T2(写真[2])八 T3(写真[3])

八 T4(写真[4]，写真[5])

T1(写真凹)=Bl-l(写真[1])八 Bl-2(写真[1])

T2(写真田)=Tl(写真[1])̂  B2-1 ̂  B2-2(写真[1])八B2-3(写

真[1])

T3(写真田)=Tl(写真[I])̂ B3-1̂ B3-2(写真[1])̂B3-3(写

真[1])

T4(写真[1]，写真[J])=T2(写真[1])八T3(写真[巧)八回】1(写

真[1]，写真[1])

B1-1(写真[1]):

じ同
上
ζ/

O
 

ψ
ネ

「
I
l
l
1
〉

I
l
l
l
J

B4-1(写真凹ラ写真田)

-・・ (*7)

ここで， Tl， T2， T3， T4は，各々 ， 4.4節のい4)の Sl'，

S2'， S3'， S4'の右辺の AiをBi-l̂Bi-2̂"'1こ置き換え3 名

前 Si'をTiに変更したものである.

7.形式化テキストに対する質問処理

7.1 形式化テキストの基礎的意味

形式化テキストに対する質問処理を考えるには，形式化

テキストが表していることを，より簡単な形で表せると便

利である. 6節の形式化テキスト(*7)について考える.例

えば， 日本語文 S2から作られた T2(写真[2])は，式

T2(写真凹)=Tl(写真田)̂B2-1̂ B2-2(写真[1])

B̂2-3(写真[1])

をイ吏って，

Tl(写真[2])八B2-1̂ B2之(写真[2])八回一3(写真[2])

に展開することができ，この中のTl(写真[2])は，式

Tl(写真旧)=B1-1(写真[1])八Bl-2(写真[1])

を使って，

B1-1(写真[2])̂Bl-2(写真[2])
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に展開することができる. B1-1(写真[2])と Bl-2(写真[2])

は展開することはできない. T2(写真[2])は，このように，

B1-1(写真[2])八Bl-2(写真[2])八B2-1̂ B2-2(写真[2])

B̂2-3(写真[2])

に展開することができる.各 Ti(写真[i])からこのようにし

て得られる各式Bi-jを基礎的形式化丈と呼ぶ.基礎的形式

化文は変数を含まない.全ての基礎的形式化文の集合を形

式化テキスト(*7)の基礎的意味と呼ぶ.

形式化テキスト(*7)の基礎的意味を次に示す.

GT1(写真[1])から得られる基礎的形式化文:

B1-1(写真[1]):{(主ラ太郎，は)，(動ラ撮る)，(目，写真[1]，を)}

Bl-2(写真[1]): {(主，太郎ラは)，(動ョ送る)，(直日，写真[1]， 

を)，(間目，友達Jこ)，(他ラ正月，に)} 

8T2(写真[2])から得られる基礎的形式化文:

B1-1(写真[2]):{(主ラ太郎，は)，(動，撮る)ラ(目，写真[2]，を)}

Bl-2(写真[2]): {(主，太郎，は)，(動，送る)，(直目，写真[2]，

を)ラ(間目ョ友達)こ)，(他，lE月ラに)} 

B2-1: {(主，サラリーマン[2]，が)，(動，読む)，(目，漫画，を)，

(他ヲ電車ヲの中で)} 

B2-2(写真[2])・{(主，写真[2]，は)，(動，である)，(*南，一昨年，

の)} 

B2-3(写真[2])・{(主，写真[2]，は)，(動，である)，(補，サラリー

マン[2]，についての)}

⑮T3(写真[3])から得られる基礎的形式化文:

B1-1(写真[3]):{(主ヲ太郎，は)ラ(動，撮る)，(目，写真[3]，を)}

Bl-2(写真[3])・{(主，太郎，は)，(動，送る)正直目，写真[3]，

を)，(関目，友達，に)，(他，正月，に)} 

B3-1(写真[3]):{(主，写真[3]，は)ラ(動，である)。南，昨年，の)}

B3-2(写真[3]):{(主，写真[3]，は)，(動，である)，(補，予備校生ラ

についての)} 

OT4(写真[4]，，写真[5])から得られる基礎的形式化文:

B1-1(写真[4]):{(主，太郎ヲは)，(動，撮る)，(目，写真[4]，を)} 

Bl-2(写真[4]): {(主，太郎ラは)，(動，送る)，(直目，写真[4]，

を)ラ(間目ヲ友達うに)，(他ラ正月，に)} 

B2-1: {(主，サラリーマン[2]，;6')，(動，読む)ラ(目，漫画，を)，

(他，電車，の中で)} 

B2-2(写真[4]):{(主，写真[4]，は)，(動，ものである)，(補，一

昨年，の)} 

B2-3(写真[4]):{(主ヲ写真[4]，は)，(動，である)，(補，サラリー

マン[2]，についての)} 

B1-1(写真[5]):{(主，太郎，は)，(動，撮る)，(目，写真[5]ヲを)}

Bl-2(写真[5])・{(主，太郎，は)，(動，送る)，(直田ラ写真[5]，

を)，(関目，友達，に)，(他，正月，に)} 

B3-1(写真[5]):{(主，写真[5]，は)，(動ラである)，(*南，昨年，の)} 

B3-2(写真[5]):{(主，写真[5]，は)，(動，である)，(補，予備校生，

についての)} 

B4-1(写真[4]，写真[5]): {(主，写真[4]and写真[5]，

は)，(動，である)，(補，面白しつ}

. (*8) 

7.2 形式化質問文の質毘処理

検索者は日本語の質問を形式化質問文に書き換えて，計

算機に質問を行う 形式化質問文は，これまで説明した，

日本語文から形式化文を作る仕方とほぼ同じやり方で作

ることができる.一般に 1つの白本語質問文は複数の形

式化質問文として表される.計算機は複数の形式化質問文

が与えられると，その全てが形式化テキストの基礎的意味

の中にある基礎的形式化文と一致するどうかを調べ，一致

するときは「はしリを 1つでも一致しないときは「いい

えJを検索者に返す，以下に， 3節にあげた日本語質問丈

Q1， Q2， Q3， Q4， Q5を使って詳しく説明する.

(1) Q1 太郎は正月に友達に写真を送りますかっ

。形式化質問文

R1-1 (太郎は正月に友達に写真を送る)

{(主，太郎，は)，(動，送る)，(直目，写真，を)，(間正友達，

に)，(他，lE月ヲに)}? 

。質問処理

R1-1は形式化テキストの基礎的意味(*8)の中の例えば

Bl-2(写真[1])

{(主9太郎ラは)，以ラ正(動

に)以ラべ(他正月ラに同)} 

に一致する.ここで， Bl-2の中の写真[2]の[2]は無視する.

R1-1がBl-2に一致するので，計算機は「はし、」を検索者

に返す.

(2) Q2 太郎は写真を誰に送りますか?

.形式化質問文

R2-1 (太郎は写真をXワに送る)

{(主，太郎，は)，(動，送る)正直目，写真うを)，(間目， x? 

に)}? 

ここで， xワは変数への代入を尋ねている.

.質問処理

R2-1は，たとえば， x=友達として， (*8)の中の B1同 2(写

真[1])町

{(主，太郎ラは)ヲ(動，送る)，(直目，写真[1]，を)，(間目，友達，

に)， (他正月，に)} 

に一致する.ここで， Bl-2の中にはR2-1にない項(他，正

月，に)があるが， R2-1のすべての項(主，太郎ラは);，，(間目ヲ

x? ，に)が Bl-2(写真[1])の中に含まれているので， R2-1は

B1之(写真[1])に一致すると考える.計算機は iXニ友達」を

検索者に返す.なお， R2-1はBl-2(写真[2])，Bl-2(写真[3])，

Bl-2(写真[4])，Bl-2(写真[5])とも一致するが iX=友達」
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以外の答はない

(3) Q3:太郎は漫画を読んでいるサラリーマンの写真を

友達に送りましたかっ

-形式化質問丈

R3-1 (サラリーマン旧が漫画を読む)

{(主，サラリーマン[1]，が)，(動，読む)，(自，漫画，を)}? 

R3-2 (写真[司はサラリーマン田についてである) : 

{(主，写真[司，は)，(動，である)ヲ(補，サラリーマン[月，につ

いての)}ワ

R3-3 (太郎は写真[巧を友達に送る) : 

{(主ヲ太郎，は)，(動，送る)，(直目，写真[札を)ヲ(間目，友達，

lこ)}? 

ことで， R3-1のサラリーマン同と R3-2のサラリーマン凹

はIの値が同じであることを， R3-2の写真[耳と R3-3の写

真[円はJの値が同じであることを要求している目

-質問処理

例えば，サラリーマン[1]=サラリーマン[2]，写真同二写

真[2]とすると， R3-1がい8)の中の B2-1

{(主，サラリーマン[2]，が)，(動，読む)，(目，謹直，を)ラ(他ラ電車，

の中で)} 

に， R3-2がB2-3(写真[2]):

{(主，写真[2]，は)，(動ラである)，(補，サラリーマン[2]，につい

ての)}

に， R3-3がBl-2(写真[2]): 

{(主ラ太郎ラは)ヲ(動ラ送る)，(直目ラ写真[2]うを)ヲ(間目，友達，

に)，(他，正月，に)} 

に一致する 故に「はし、」を返す.この回答は3 指示詞の

機能を利用して2つの日本語文SlとS2の情報から作られ

ている なお， R3-1， R3-2， R3-3は他の基礎的形式化文と

も一致する

(4) Q4:サラリーマンの予備校生の写真はありますかっ

a 形式化賞間文

R4-1 (写真凹はサラリーマンについてである): 

{(主，写真[1]，は)，(動，である)，(補，サラリーマン，につい

ての)}つ

R4-2 (写真凹は予備校生についてである)・

{(主，写真[1]，は)，(動，である)，(補，予備校生ヲについて

の)}?

-質問処理

(*8)の中に R4-1とR4-2の両方に一致する基礎的形式化

文はない.故に Iいし、え」を返す

(5) Q5 何が面白いですか?

-形式化質問丈

R5-1 (X?は面白し、) : 

{(主ヲ X?，は)，(動，である)，(補，面白しつ}?

.質問処理

X=写真[4]and写真[5]のとき， R5-1 は(*8)の中の B4-1(写

真[4]，写真[5]):

{(主，写真[4]and写真[5]，は)，(動，である)，(補，面白しつ}

に一致する.ゆえに IXニ写真」を返す.もし IX=写真J

についてより詳しい説明が必要ならば IX=写真[4]and 

写真[5]J として，写真[4]の補足説明としていめの中の

B4-1(写真[4]，写真[5])，Bト1(写真[4])，Bl-2(写真[4])，B2-1， 

B2-2(写真[4])，B2-3(写真[4])を，写真[5]の補足説明として

い8)の中の B4-1(写真[4]，写真[5])，B1-1(写真[5])，B1】2(写

真[5])，B3-1(写真[5])，B3-2(写真[5])を検索者に返す前者

は3節の Q5の答2に3 後者は答 3に対応している

8 終わりに

日本語テキストから入手で形式化テキストを作成し，こ

れを用いて日本語テキストを検索する方法(形式化テキス

ト検索法)を提案した.この検索方法は指示詞の機能を考

慮、しており，キーワードやタグを用いた従来の検索方法で

は答えられないような質問に答えることができる.今後，

効率的な実装方法を検討したい.また，より高い精度で質

問に答えることができるように，検索方法を改良したい.
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