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A sample query set (1 CELEBRITY + 1 LOCAL + 1 DEFINITION + 1 QA = 4 queries):
1C0-0001 CE 1 北川景子 [Keiko Kitagawa]
1C0-0002 LO 1 大阪桐蔭中学校 [Osaka Toin Junior High School]
1C0-0003 DE 1 プレハブ [Prefab]
1C0-0004 QA 2 犬鳴トンネルとはどこにあるか [Where is Inunaki Tunnel?]
*The English translations are shown here just for the reader’s convenience.
The 1st field is the Query ID. “1C” stands for Once Click Access and “0-“ means that this is a
sample query. (The formal run queries will have the prefix “1C1-”.)
The 2nd field is the Query Type (CE=CELEBRITY, LO=LOCAL, DE=DEFINITION, QA=Question
Answering). This field will NOT be included in the formal run query set.
The 3rd field is the number of intents that have been identified. In the sample query set, the first
three queries are single-intent queries. However, 1C0-0004 is a multiple-intent (i.e. ambiguous)
query as there are at least two tunnels known as Inunaki Tunnel in Japan, one in Fukuoka
prefecture and the other in Osaka prefecture. Here, we assume that the user had one particular
Inunaki Tunnel in mind but was not specific enough when issuing the query, and that there are
two possible intents. (Whereas, if we interpret the question as “List up the addresses of all
Inunaki Tunnels in Japan,” then we might say that this is a clear, single-intent query.) In either
case, we expect systems to consider different possible intents when returning the output text.
This field will NOT be included in the formal run query set.
The 4th field is the query string.

Sample nuggets for 1C0-0001 CE 1 北川景子 (59 nuggets):
公式ブログ http://star-studio.jp/kitagawa-keiko/
1986 年 8 月 22 日生
兵庫県出身
血液型 O 型
出演映画 間宮兄弟
出演映画 水に棲む花
出演映画 ワイルドスピード X3 TOKYO DRIFT
出演映画 チェリーパイ
出演映画 Dear Friends ディア フレンズ
出演映画 そのときは彼によろしく
出演映画 サウスバウンド
出演映画 ヒートアイランド
出演映画 ハンサム★スーツ
出演映画 真夏のオリオン
出演映画 わたし出すわ
出演映画 花のあと
出演映画 瞬-またたき出演映画 死刑台のエレベーター
出演 TV 美少女戦士セーラームーン
出演 TV モップガール
出演 TV 太陽と海の教室
出演 TV ブザー・ビート～崖っぷちのヒーロー～
出演 TV 筆談ホステス～母と娘、愛と感動の 25 年。届け！わたしの心～
出演 TV 月の恋人～Moon Lovers～
出版物 ハリウッドへ行っちゃった
出版物 DearFriends
出版物 女優メイク
出版物 美女採集 Asami Kiyokawa catch the girl
出版物 女優メイク Part II
北川景子は本名
身長 160cm
女優
スターダストプロモーション所属
2003 年 ミス SEVENTEEN に選ばれデビュー
2004 年 ノイエから移籍
2005 年 明治大学入学
2006 年 SEVENTEEN モデル卒業
2009 年 明治大学卒業
猫を飼っている
巨人ファン
かにアレルギー

嫌いな食べ物 葱
趣味・特技 映画鑑賞
趣味・特技 音楽鑑賞
趣味・特技 絵画鑑賞
趣味・特技 読書
好きな作家 恩田陸
好きな作家 重松清
好きな作家 村上春樹
好きな作家 東野圭吾
好きなアーティスト SE7EN
好きなアーティスト リンキンパーク
好きなアーティスト SUM41
好きなアーティスト デヴィッド・ボウイ
好きなアーティスト ロッド・スチュワート
好きなアーティスト ボウイ
好きなアーティスト チャド・スミス
第 13 回日刊スポーツ・ドラマグランプリ 09 年度・夏ドラマ主演女優賞受賞
twitter アカウント kitagawa_keiko
Sample nuggets for 1C0-0002 LO 1 大阪桐蔭中学校 (17 nuggets):
住所 574-0013 大東市中垣内 3 丁目 1 番 1 号
phone 072-870-1001
fax 072-875-3330
phone 072-870-1015
email info@osakatoin.ed.jp
access 最寄り駅 JR 学研都市線野崎駅
access 京橋駅→JR 学研都市線野崎駅 12 分
access 尼崎→JR 学研都市線野崎駅 30 分
access 三ノ宮・宝塚→JR 学研都市線野崎駅 50 分
access JR 鳳・京都→JR 学研都市線野崎駅 1 時間以内
access JR 住道駅からシャトルバスあり
access JR 住道駅からレンタサイクルあり
access JR 野崎駅から徒歩 18 分
access JR 四条畷駅からバス 10 分
access 近鉄新石切駅からバス 14 分
access 近鉄瓢箪山駅からバス 25 分
access 最寄バス停 産業大学前

Sample nuggets for 1C0-0003 DE 1 プレハブ (2 nuggets):
予め部材を工場で生産・加工し、建築現場で加工を行わず組み立てる建築工法による建築物
prefabricated (house)の略
Sample nuggets for 1C0-0004 QA 2 犬鳴トンネルとはどこにあるか (5 nuggets):
新犬鳴トンネルは福岡県にある
新犬鳴トンネルは宮若市もしくは糟屋郡にある。片方だけで OK
福岡の旧犬鳴トンネルは閉鎖されている
犬鳴トンネルは大阪府にある
犬鳴トンネルは泉佐野市にある

