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研究の目的と概要



Machine Comprehension

非構造化テキストに対する質問に対して
正しい答えが解答できるかで評価

→テキストを機械が理解している
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Task : MC Test

テキストの機械的理解の研究用データセット

660の物語とそれに関連する質問のセットがある

MCTest-160(こっちのほうが簡単)

MCTest-500
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MC Testの例
James the Turtle was always getting in trouble. Sometimes he'd reach into the freezer and empty out all the food. Other times he'd 
sled on the deck and get a splinter. His aunt Jane tried as hard as she could to keep him out of trouble, but he was sneaky and got 
into lots of trouble behind her back.

One day, James thought he would go into town and see what kind of trouble he could get into. He went to the grocery store and pulled 
all the pudding off the shelves and ate two jars. Then he walked to the fast food restaurant and ordered 15 bags of fries. He didn't pay, 
and instead headed home.

His aunt was waiting for him in his room. She told James that she loved him, but he would have to start acting like a well-behaved 
turtle.After about a month, and after getting into lots of trouble, James finally made up his mind to be a better turtle.

1) What is the name of the trouble making turtle?
A) Fries
B) Pudding
C) James
D) Jane

2) What did James pull off of the shelves in the grocery store?
A) pudding
B) fries
C) food
D) splinters

3) Where did James go after he went to the grocery store?
A) his deck
B) his freezer
C) a fast food restaurant
D) his room

4) What did James do after he ordered the fries?
A) went to the grocery store
B) went home without paying
C) ate them
D) made up his mind to be a better turtle



関連研究

一般的に2つのカテゴリに分類される

• Feature-engineering models
• 人手でのモデル作成が大変で難しい

• Neural models
• データセットが疎かつ複雑で精度が出ない
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論文の概要

既存の方法を上回る精度
さらに、Neural Modelを用いたアプローチとしては
従来手法より15%精度向上

データが疎でも結果がでるようにいくつかの明確な
パースペクティブ(展望)をモデルに組み込んでい
るところがポイント
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モデルの詳細



概要図

𝑀𝑖 : 最終的なマッチングスコア

MLP: MultiLayer Perceptron

SW: Sliding Window

t テキスト(text)

q 質問(question)

a 回答候補(answer)

h 仮定(hypothesis)
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𝒔𝑡 Semantic Vector(text)
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𝜔𝑘: 各単語に関連するトレーニング可能な重み
(例えばストップワードなどを考慮できる)

𝒕𝑘: d-次元word vector

(d=300, Googleが公開している100億語のニュースコーパ
スを用いてword2vecで訓練されたデータ)

変換行列
バイアス
ベクトル

活性化関数
(Leaky ReLUを利用)

引用->http://www.kdnuggets.com/2016/03/must-know-tips-deep-learning-part-2.html



𝒔ℎ Semantic Vector(hypothesis)

𝒔𝑡と同様。

ただしQuestion Word Vector(𝒒𝑚)とAnswer Word Vector (𝒂𝑛)を
1つの配列にしている
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𝒔ℎ = 𝑓(𝑨ℎ 

𝑝

𝜔𝑝𝒉𝑝 + 𝒃𝑨
𝒉)

𝒉𝑝 = {𝒒𝑚, 𝒂𝑛}



Semantic score

コサイン類似度でスコア計算する
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概要図

𝑀𝑖 : 最終的なマッチングスコア

MLP: MultiLayer Perceptron

SW: Sliding Window

t テキスト(text)

q 質問(question)

a 回答候補(answer)

h 仮定(hypothesis)
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Word-by-Word Perspective

テキスト文、質問、答えからword vectorを変換し、
それぞれのneural functionに通す
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 𝑡𝑘 = 𝑓(𝑩
𝑡𝒕𝑘 + 𝒃𝐵

𝑡 )
活性化関数

(Leaky ReLUを利用) Semantic vectorと違い、word-by-wordでは
質問と回答を分離した状態を維持する

↓

回答語との一致のほうが質問語との一致より重要



Sentential

テキストのword vectorと質問のword vector、

テキストのword vectorと回答のword vectorの

コサイン類似度を計算
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Sentential
各質問語に最も一致するテキスト(k)の語を見つけ

その後質問(m)の加重平均を取る

回答語とテキストも同様に計算し𝑀𝑎を出す。

最後に質問と回答の組み合わせを結合
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正規化 質問語の重み

α : 用語の相対的な重要性を

コントロールするトレーニング
可能なパラメータ



概要図

𝑀𝑖 : 最終的なマッチングスコア

MLP: MultiLayer Perceptron

SW: Sliding Window

t テキスト(text)

q 質問(question)

a 回答候補(answer)

h 仮定(hypothesis)
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Sequential Sliding Window

Sentinelと似たような処理を行うが、

焦点とする語を中心とした正規分布に応じて
減衰するウィンドウを利用
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ウィンドウ内の単語の位置に基づいた重み
ガウス関数で初期化し、トレーニング中に微調整



Sequential Sliding Window
各質問語に最も一致するテキスト(k)の語を見つけ

その後質問(m)の加重平均を取る

回答語とテキストも同様に計算し𝑀𝑎を出す。

最後に質問と回答の組み合わせを結合
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正規化 質問語の重み

α : 用語の相対的な重要性を

コントロールするトレーニング
可能なパラメータ𝑀𝑆𝑊𝑆



概要図

𝑀𝑖 : 最終的なマッチングスコア

MLP: MultiLayer Perceptron

SW: Sliding Window

t テキスト(text)

q 質問(question)

a 回答候補(answer)

h 仮定(hypothesis)
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Dependency Sliding Window

Sequential Sliding Windowと同じように
動作する

ただし、語順をStanford Dependency 
Parserで依存関係グラフを作り、語順
をソートする

21



Dependency Sliding Window

Jenny, Mrs. Mustard ’s helper, called 
the police. 
↓依存関係グラフに基づき並べ替え

the police, called Jenny helper, Mrs. ’s 
Mustard. 
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概要図

𝑀𝑖 : 最終的なマッチングスコア

MLP: MultiLayer Perceptron

SW: Sliding Window

t テキスト(text)

q 質問(question)

a 回答候補(answer)

h 仮定(hypothesis)
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Combining Distributed Evidence

MC Testに回答するための証拠が遠い文章
に分散している場合に対応

以前の全ての関数でスコア上位N個の文を
取り、それらを単一の文として得点計算を繰
り返す
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Combining Perspectives

多層パーセプトロン(MLP)を使って結合し、
回答候補ごとのスコア𝑀𝑖を求める。
(活性化関数は線形)
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𝑀𝑠𝑒𝑚,𝑀𝑤𝑜𝑟𝑑,𝑀𝑠𝑤𝑑,𝑀𝑠𝑤𝑠



ランキング損失を最小限に抑えるようTraining
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正解一定のマージン

3つの不正解のうち
スコアが最も高い不正解



Training Wheels

ヒューリスティックにニューラルネッ
トワークのコンポーネントを初期化

↓

トレーニングデータが小さく、収束し
ないため
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実験結果



実装

下記で公開されています！

https://github.com/Maluuba/mctest-model

Kerasというフレームワークで動いている

https://keras.io/
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https://github.com/Maluuba/mctest-model
https://keras.io/


実験

MCTest-160とMCTest-500をランダムに分割

↓

150個の検証セットを用いてハイパーパラメータ
を決定

250個の訓練セットで学習

200個の検証セットで精度評価
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実験結果
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答えを見つけるため
の証拠が・・・
Single->単文

Multiple->複数文

提案手法はNNベースの結果と比べると
15ポイント以上精度が高く、Feature-Engineering

ベースの結果よりもわずかだが上回っている



モデルの考察

要素を一つずつ削る
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全体的に効果はあるが、
Training wheelsを抜くと
精度ががた落ちする

↓

ニューラルネットの
初期値の与え方が重要



失敗の要素

数量の質問(How many …?)

時間的順序(Who was invited last?) 

で多く失敗
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まとめ

• MCTestのための並列階層のモデルを提案

• 過去の提案手法より高い精度を得た
• 特にNNを用いた手法としては15%以上の精度向

上が見られた

• ヒューリスティックを元にNNを初期化するの
は小さいデータセットで特に有効な手段
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出典の記載が無いものは全て下記より引用

http://aclweb.org/anthology/P/P16/P16-1041.pdf
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