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概要

 分散意味表現

単語，フレーズ，文をベクトル，行列で表現

 ブレークスルー: word2vec
GoogleのMikolov 2013
プログラムも公開されている

コーパスがあれば誰でも使える

加法構成性のある分散意味表現

ここはまだ議論中



とりあげる問題

 類義表現の処理
語と語の関係が適切に捉えられると言語処理に役立
つ

例) テキストマイニング
車を購入した人の感想 blog, tweetを集めたい

．．初めてX車を購入しました．．
．．5月末納車で，ただいま2000kmです．．
．．とうとう Y車を買いました．決め手は．．
．．3列シートは不要なので，Xに決めました

pattern = [車]を [購入]



語同士の関係と処理法
 語同士の関係
類義語
「購入する/買う」，「秘密を握る/知る」「手すりを握る/掴む」
「本/読み物/書物」

語と語の意味的な関係
女性の「王様」は「女王様」
「日本の首都」は「東京」，「フランスの首都」は「パリ」

 手法
言語資源
WordNet，日本語語彙体系，分類語彙表，述語シソーラス

統計的手法
コーパスによる語の共起の類似度ここが発展



単語の分散表現

 基本アイデア

単語の意味を特徴的なベクトルで表そう

意味は前後に出てくる単語で特徴化

 類義語獲得

ベクトルが似てる語を探す

Cosine 類似度，yaccard係数

word2vec (高速・大規模)
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例えば「戦う」と「争う」

．．２人を守るために野武士と戦う。野武士の首領を倒した武蔵．．
．．「決勝トーナメントをいかに戦うかを考えて試合に．．
．．代表者．．。我々は米軍と戦う意思はない。．．
．．弁護士が活躍する時代。戦う強い女性に社会の抵抗がな．．
．．環境の国は多い。世界と戦うということは、それらの．．
．．鎬九段が決勝三番勝負を戦うことになった。準決勝．．

．．で計４試合を戦う。（日程表は後日．．
．．勝者が１位と優勝決定シリーズを戦う方式。．．
．．板井は「米国人選手と戦うのは初めて．．
．．、各地で外国人選手と戦うのも力になる」．．

．．輪予選代表を争う）舞台に入ってくる選手．．
．．同時スタートし得点を争う）の決勝を行い、．．



よくあるやり方

 単語どうしの文脈ベクトル類似度

yaccardや cosine類似度など

「戦う」=

倒す
決勝
代表
国
活躍
勝負
選手
世界
外国

「争う」=

．．
領有
政府
舞台
予選
選手
世界
A級
．．

<比較>

共通



分散意味表現

 単語=>ベクトルの要素を抽象化

次元圧縮，PMI，非負値分解

 word2vecのやり方

ベクトル要素は単に数値

単語の予測をうまくする計算

似てない単語とは類似しない計算

Skip‐gram with negative sampling



Skip‐gram with Negative Sampling

コーパス pubs     offer      draught    beer

単語ベクトル

文脈ベクトル 文脈ベクトル 文脈ベクトル文脈ベクトル

単語ベクトル．．

h個予測

team

take

関係無い単語と
似ないように(内積−∞)
計算

(Mikolov+ 2013)

参考: 東北大岡崎先生「単語の分散表現と構成性の計算モデルの発展
人工知能学会2015発表資料



加法構成性

 ベクトルの特徴量に意味がある!
 出来ること

1. 類似語を出す

2. 単語のベクトル計算が出来る!!
単語のベクトルの和，差で特徴が反映される

king man woman queen



加法性ってどういうこと?

 ベクトルの要素が意味ある特徴量

従来この要素を手で作成してきた

独身男性 (性別: 男，結婚:未)
ここが特徴量 = ベクトルの要素

これが学習でコーパスから取れている!!

King =

どこかの王
男性
．．
．．

man = 
成人
男性
．．

woman = 

成人
女性
．．

ベクトル計算できるかも



実験

 毎日新聞

1年分で従来の文脈ベクトルと比較

10年分で加法性のテスト

時間があればその場でデモなど

 ベクトルモデルはJaccard



類似語の比較

本條, word2vecによる類語抽出システムの評価, 特別研究報告, 2015.



word2vecは高速で大量



加法性: 名詞

 首都

三多摩地域廃棄物広域処分組合 0.512820
夕 0.461525

モスクワ 0.455842
吉木 0.443831

アジト 0.442379
モガディシオ 0.440889

多摩 0.440715
ブジョンノフスク 0.433030

入力:  日本，ロシア，東京



加法性:名詞

 首都

入力:  日本，東京，フランス

吉木 0.511216
はるみ 0.509972

リヨン 0.503608
パリ 0.478926
石内 0.473850

三多摩地域廃棄物広域処分組合 0.467210



加法性: 名詞

 役職

入力:  会社，社長，大学

学長 0.628311
教授 0.537412
母校 0.527792

大阪大学 0.527624
同志社大 0.511990

彭 0.504095
慶応大 0.501118

講師 0.498615



名詞だけで無く，動詞‐名詞の共起も

 握る 「秘密」「寿司」「手すり」

スパイ 0.612074
ＫＧＢ 0.586339
機密 0.578347
録 0.510020

マフィア 0.505533
核心 0.502754
暴露 0.502173
内乱 0.501208

出どころ 0.498301

入力:  握る，秘密，握る



名詞だけで無く，動詞‐名詞の共起も

 握る 「手すり」

スロープ 0.822589
段差 0.819901
浴室 0.809780
浴槽 0.782402

床 0.772395
引き戸 0.759294

出入り口 0.754960
シート 0.749397

入力:  握る，手すり，握る



名詞だけで無く，動詞‐名詞の共起も?

 握る 「寿司」

ラーメン 0.778905
定食 0.758048
すし 0.721728

ハンバーガー 0.715905
チキン 0.713233

丼 0.713179
煮込み 0.712853

お好み焼き 0.708086
ステーキ 0.705828

入力:  握る，寿司，握る



まとめ

 分散意味表現の紹介

word2vecの紹介

加法構成性に基づく単語ベクトル計算による新た
な単語間の関係の提示

まだまだ不明な点も多く，応用も発展途中

 word2vecはフリーのツール

大規模テキストデータがあれば利用可能

言語処理分野では phrase2vecを作ろうとしている
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 Download (word2vec)
https://code.google.com/p/word2vec/


