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自然言語処理における
ディープラーニングの発展

坪井　祐太

テキストを扱う自然言語処理においてもディープラーニングが大きな注目を集めている．機械学習課題と
しての自然言語処理の特徴とよく使われているニューラルネットワーク構造に焦点を合わせて解説する．
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1. 導入

自然言語処理 (Natural Language Processing;

NLP)は，人間が日常的に使っている言葉をコンピュー
タで処理する技術の総称である．画像認識や音声認識
と同様に，コンピュータで自然言語を扱うことは古く
から人工知能研究で掲げられてきた目標の一つであっ
た．また，インターネットの発展により近年では大量
のテキストデータが利用可能になっており，企業での
研究活動も活発である．
自然言語処理でも機械学習が盛んに取り入れられて

いるためタスクごとに特徴量の設計をする必要があり，
他の分野と同様に自然言語処理分野でもディープラー
ニング (Deep Learning)による特徴量の自動獲得が期
待されている．しかし，画像認識や音声認識での成功
を受けて大きな注目を集めているが，適切な適用方法
が研究されている最中であり基礎技術として確立して
いると言うにはまだ早いと言えよう．
他の成功分野と比べてディープラーニングの活用が

遅れている原因として，入力データの質の違いにある
と筆者は考えている．画像認識や音声認識の入力デー
タが連続値で構成されているのに対して，自然言語処理
の入力データは離散値で構成されている点が大きく異
なる．たとえば，画像のRGB形式は連続値で近い値は
近い色を表す．一方，テキストデータは「あ」，「い」…
などの文字（記号）で構成されており，文字間の近さは
定義されていない．さらに，一般的にはテキストは一
方向に読んでいくため，記号列が基本的な入力データ
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構造となる．そのため，自然言語処理では，入力デー
タの特徴から a) 疎な表現の組み合わせをコンパクト
に表現することと，b) 可変長の入力に対する固定長の
ベクトル表現獲得が重要になる．次節ではこれらの課
題をくわしく説明する．

2. 自然言語処理における課題

自然言語処理では入力データが記号であるため特徴
量の設計に人間の直感が働きやすく，疎ベクトルで記
号を表現することが一般的である．たとえば，各単語
を次元とした特徴空間を考え，ある文書に含まれる単
語の次元のみに 1，それ以外に 0を割り当てた 2値ベ
クトルで文書を表現する．異なり単語数が次元数に相
当し，一方で一つの文書に含まれる単語数はわずかで
あるため，各文書のベクトル表現では 1となる要素は
わずかである．ただし，この形式では文書内の単語の
順番を無視した表現（Bag of words表現）となってい
るが，たとえば “White House”のように単語の連接と
個々の単語で意味が異なることを表現できない．この
ような現象に対処するために 2単語以上の連接に次元
を割り当てた特徴空間を構成することがある．しかし，
複数の単語の組み合わせで特徴空間を構成することは
指数的に次元数が増えてしまい，訓練データで観測で
きる確率が減る問題がある．同様に，処理時間も指数
的に増えてしまうため，むやみやたらに明示的な組み
合わせ特徴量を追加することはできない．一方，隠れ
層を一つしか持たないニューラルネットワークにとっ
て指数的なパラメータ数が必要になる関数を，深い隠
れ層を使うことで線形のパラメータ数で表現できるこ
とが示されている [1]．明示的に組み合わせ特徴空間を
構成する代わりに，深いニューラルネットワークの表
現能力を生かして，深い隠れ層によって同等の特徴空
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間をコンパクトに表現することが期待されている．
また，自然言語処理の入力となる文や文書は文字数

や単語数が事例ごとに異なり，基本的に入力は可変長
である．一方で，機械学習アルゴリズムで入力長に対
して汎化するためには異なる長さの入力を共通の特徴
空間に射影する，つまり固定長のベクトル表現に変換
することが必要になる．これまでは，文から主語と述
語だけを取り出して特徴とする，あるいは 2文の共通
部分を見つける（アラインメント処理），などタスク
ごとの試行錯誤によって固定長のベクトル表現を得て
いた．しかし，単純な Bag of words 表現より優れた
固定長ベクトル表現を設計することすら容易ではなく，
多くの試行錯誤を必要とした．そこで，ディープラー
ニングによる可変長入力に対する特徴空間の自動獲得
が期待されている．
さらには，ディープラーニングはこれまでの自然言

語処理の枠組みを大きく変える可能性も秘めている．
自然言語処理では複雑な言語現象を扱うために，いく
つもの処理をつなげたパイプラインで構成されること
が一般的である．基盤処理として単語分割・品詞タグ付
け・固有表現抽出・構文解析などがあり，機械翻訳・自
動要約・質問応答などの応用ではこれらの解析結果を
入力として用いてきた．基盤処理の出力例として，英
文 “Neural networks improve the accuracy.”に対す
る品詞タグ付けと構文解析（係り受け構造解析および
句構造解析），および応用例として翻訳出力を図 1に示
す．これらの基盤処理はそれ自身だけで独立したタス
クとして研究されてきた．品詞タグ付けは単語の品詞
を予測するタスク，係り受け構造解析は単語間の依存
関係を示す木構造を予測するタスク，句構造解析は名
詞句 (NP)や動詞句 (VP)などの再帰構造を予測する
タスクである．品詞によって文の内容を示す単語（名
詞や動詞など）と機能語（冠詞など）を区別すること
ができ，また構文解析によって長文でも述語項の関係
（Aが Bを Cする）などを抽出することが容易になる．
自然言語処理における基盤処理は，多くの応用で共通
してテキスト入力を構造化し特徴を抽出するために使
われてきた．一方，画像認識においてはさまざまな特
徴抽出手法による前処理が未加工の RGB形式を入力
としたディープラーニングに置き換えられた [2]．同様
に，自然言語処理における基盤処理を明示的に行うこ
となしに，ディープラーニングによって直接応用問題
を解くことが期待されている．
現在のディープラーニングでは，タスクに合ったネッ

トワーク構造を見つけることが重要な課題となってい

図 1 自然言語処理における基盤処理と翻訳の例

る．次節からはニューラルネットワークの構成種類ご
とに自然言語処理への適用手法を解説する．

3. リカレントニューラルネットワーク

3.1 可変長入力モデル
リカレントニューラルネットワーク(Recurrent Neu-

ral Networks; RNN) は，長さ TX の入力ベクトル
列 X = (x1,x2, . . . ,xTX

) から長さ TY の出力列
Y = (y1, y2, . . . , yTY

) を予測する関数を次のように
モデル化する．

ŷt=o(wo�hL
t ),

hl
t=f l(W l[hl−1

t ;hl
t−1]),

ただし，{l|1 ≤ l ≤ L} は隠れ変数ベクトル h ∈ R
Nl

の階層を示し，l = θのときはh0
t = xtとする．W lは

N l× (N l−1 +N l)のパラメータ行列，wo は予測 ŷを
出力する予測関数 oのパラメータ，f はシグモイド関数
などの非線形関数である．また，先端と終端の隠れ変
数ベクトル h0 と hT+1 もパラメータである．RNNは
前の隠れ変数ベクトルと下層の隠れ変数ベクトル（ま
たは入力ベクトル）から現在の隠れ変数ベクトルを推
定するモデルとなっており，ht には 1から tまでの可
変長入力が自然と記憶されている．また，通常のフィー
ドフォワードネットワークの階層に加えて，時間方向
にも深いモデルとなっていることに特徴がある．
たとえば，文の途中まで入力したときの次の単語の

分布を予測するためにRNNが用いられている [3]．こ
のモデルでは，システムが出力した文の各単語の確率
を推定し掛け合わせることで文全体の自然言語らしさ
を評価できるため言語モデルと呼ばれ，機械翻訳など
で文を生成するときに使用される．原理的には前の文
脈すべてを RNNによって記憶したうえで次の単語を
予測することができる．このタスクでは xおよび yが
単語に相当し，W 1 の xに対応するパラメータを単語
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図 2 2 階層の隠れ層を持つ双方向 RNN の例

のベクトル表現と考えることができる．文献 [4]では，
言語モデルの性能だけでなく，学習で得られた単語の
ベクトル表現で単語間の類似度を測ることで興味深い
結果を報告している．たとえば，単語のベクトル表現
のコサイン類似度の評価で，単語 “king”と “woman”

に近く “man”から遠い単語として “queen”が選ばれ
るなど，人にも直感的な関係が自動的に学習できてい
ることが示されている．
RNN は t = 1 から前向きに走査するだけでなく，

t = TX から後向きに走査するモデルも考えられ，二
つの走査の向きを組み合わせた双方向 (Bi-directional)

RNN もよく用いられる．

ŷt=o(W o[
−→
h L

t ;
←−
h L

t ]),
−→
h l

t=f l(
−→
W l[
−→
h l−1

t ;
←−
h l−1

t ;
−→
h l

t−1]),
←−
h l

t=f l(
←−
W l[
−→
h l−1

t ;
←−
h l−1

t ;
←−
h l

t+1]),

ただし，
−→
h ,
−→
W は前向きの，

←−
h ,
←−
W は後向きの隠れ変

数ベクトルとパラメータを示す．2 階層の隠れ層を持
つ双方向 RNNの例を図 2に示す．前向き・後向きの
初期状態をグレーの四角で表し，それ以外の隠れ変数
ベクトルを白抜きの四角で示す．

3.2 入出力の長さが異なるモデル
自然言語処理で，特に注目を集めているのは，言語

生成にも RNNを適用する手法である．機械翻訳や自
動要約のようなタスクでは出力も自然言語の文や文書
であるため可変長である．つまり，入力長と出力長が
そろっていない (TX �= TY ). しかし，既存の RNNで
は入力長と出力長がそろっていることを仮定していた．
たとえば，文献 [5]では，双方向 RNNを使って機械翻
訳する際には TX = TY となるように前処理でダミー
単語を挿入して入力長と出力長をそろえている．この
ような手法では長さを合わせる前処理に依存してしま
うが，最近では前処理が不要となる手法がいくつか提
案されている [6～8]．

図 3 入力列から出力列を生成する RNN

可変長入出力を実現する手法の共通点は，入力を内
部表現に変換するエンコーダ (encoder)と，可変長の
出力をするデコーダ (decoder)を接続した構成である．
エンコーダは RNNを使って入力文を記憶した固定長
のベクトル表現に変換する．デコーダは入力文を表す
エンコーダー出力を参照し，1) 一つ前の隠れ変数ベク
トルと 2) 一つ前の予測結果の二つを入力とする RNN

で，言語モデルと同様に逐次的に次の単語の予測を繰
り返すことでテキストを生成する．なお，デコーダは
終わりを示す特別な記号 (End of Sentence; EOS)を
出力することで出力長を決定する．この構成では，デ
コーダには各 tで教師信号（正しい単語）が直接与えら
れるが，エンコーダにはバックプロパゲーションでのみ
教師信号が与えられる．デコーダとエンコーダとの長
期の依存関係を学習することは困難であるため，Long
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Short-Term Memory (LSTM) [9] や Gated Recur-

rent Unit (GRU) [7]などの長期の記憶ユニットを用
いた RNNが用いられている．一方で，エンコーダに
よる文全体の表現のデコーダでの利用方法に各手法の
違いがあり，図 3にそれぞれの構成を示す．
文献 [6]では，後向き走査の RNNエンコーダの終

了時のベクトルを RNNデコーダの初期状態として前
向き走査を行う構成となっている．図 3(a) は隠れ層
が 2層の例で，図中の “BOS”は文頭をあらわす特殊
な記号である．なお，元論文中では入力列を逆順にす
ると表現されているが，RNNの後向き走査と同等で
ある．一方，文献 [7]と文献 [8]では，RNNエンコー
ダの出力を RNNデコーダのすべての時刻 tで入力し
ている．つまり，エンコーダが表現した文全体の情報
をデコーダの各時刻の予測において参照する．文献 [7]

では，前向き走査の RNNエンコーダの終了時のベク
トルをすべての tで RNNデコーダの入力としている
（図 3(b)）．また，文献 [8]では双方向RNNエンコー
ダの隠れ変数ベクトルの重み付き線形和をすべての t

で RNNデコーダの入力としている（図 3(c)）．なお，
RNN エンコーダの隠れ変数ベクトルごとの重みも学
習されるため，現時点での予測対象に関連ある入力列
の一部を表す選択的な記憶ユニットを用いているとも
言える．
これらの手法は提案されたばかりで，まだ優劣は明

らかにはなっていない点に注意されたい．しかし，可
変長の入出力を可能にした点で自然言語処理での幅広
い応用が考えられ，拡張した手法が今後も提案される
ことになるだろう．また，画像を入力としたニューラ
ルネットワークにエンコーダを変更することで画像を
説明する文を生成する手法 [10, 11]や RNNデコーダ
で木構造を生成して構文解析に適用する手法 [12]も提
案されている．

4. 畳み込みニューラルネットワーク

畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional

Neural Networks; CNN) は入力領域内の場所の不変
性を学習可能であり，特に画像処理において成功を収
めている手法である．画像と違ってテキストは 1次元
の記号列であるため，窓幅 wの単語列を表す局所的な
特徴をオーバーラップさせたネットワーク構造が用い
られる：

zl
t = W l[hl−1

t−�w/2�; · · ·hl−1
t ; · · · ;hl−1

t+�w/2�],

図 4 畳み込み層と 1層の全結合隠れ層による CNN例：窓
幅は 2 単語で，最大値プーリングを用いて可変長入
力に対して固定長ベクトルを出力することができる

ただし，zt は局所特徴，h0
t = xt である．

また，可変長のテキスト入力を固定長ベクトルで表
現するために，複数の局所特徴の最大値のみを上層に
持ち上げる最大値プーリング (max-pooling)が用いら
れることが多い．最大値プーリングでは隠れ変数ベク
トル hi は tの i番目の局所特徴 zt,i を tに対して最大
値をとったものとなる：

hl
i = max

({zl
t,i}Tt=1

)
.

最大値プーリングを用いることで，入力長に合わせて
局所特徴の数が変わっても全体を表現した固定長のベ
クトル表現に変換できる（図 4）．
文献 [13]は，複数の基盤処理タスク（品詞タグ付け，

句構造チャンキング，固有表現抽出，意味ラベル付与
タスク）に CNNを適用し，すべてのタスクで当時の
最高性能にかなり接近した性能が得られることを示し
た．重要な局所特徴量を文中から選択して，文全体を
考慮した予測ができたことによると考えられる．また，
複数のタスクの教師信号を使って共通の隠れ変数ベク
トルを学習することによって各タスクの性能が上がる
ことも示した．このことからニューラルネットワーク
が何らかの普遍的な言語的特徴量を自動で学習できて
いる可能性が示された．文献 [14]では，CNNで文全
体を固定長ベクトルで表現しその他の局所的な情報と
合わせて 2語の関係の分類に適用している．また，文
献 [15]では質問応答システムで CNNで質問文全体を
固定長ベクトルで表現し回答との近さを測るために利
用している．
CNNの構成もさまざまなものが提案されている．入

力となる単語は高次元の疎ベクトルではなく低次元に
射影した密ベクトルで表現されることが多い．その単
語のベクトル表現は大量のデータで教師なし学習をし
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たほうがよいことが報告されている [16]．一方で，単
語のベクトル表現も文字単位から CNNを使って構成
することで，活用形が多い言語の処理やインフォーマル
な記述が多いソーシャルネットワークテキストに頑健
であることが報告されている [17, 18]．また，文献 [19]

では，深い畳み込み層を設計する際に，上位 k 個の値
を出現位置順に上層に持ち上げる k最大値プーリング
(k-max-pooling) を提案している．k 個の局所特徴出
現位置が保持される点で最大値プーリングとは異なる．
“with...that”など連接しない構文的に意味のある表現
に反応する特徴量が上位層で観測されたことが報告さ
れている．さらに，元文を CNNで固定ベクトル表現
に変換し，RNN（3 節）で訳文を出力する機械翻訳手
法も提案されている [20]．

5. 再帰ニューラルネットワーク

再帰ニューラルネットワーク (Recursive Neural Net-

works) は，3節の RNNを系列から DAG (Directed

Acyclic Graph) 構造に拡張したものであり，構造に関
して深いモデルとなっている．自然言語処理では図 1

に示したような構文木構造を使ってネットワーク構造
が決められることが多い [21]．図 5は，図 1の句構造
を元に再帰ニューラルネットワークを定義した例であ
る．2分木を仮定し，隠れ変数ベクトル hの左の子と
右の子を hL,hR とすると，隠れ変数ベクトル hは次
のように計算される：

h = f(W [hL;hR]).

木構造の各隠れ変数ベクトルはその子孫である要素
の情報を集約していると考えられ，木構造に即した入
力範囲をベクトルで表現することが可能になる．つま
り，再帰ニューラルネットワークを使うことで，入力
文全体だけでなく，構文的に意味のある単位の固定長
のベクトル表現を得ることができる．文献 [22]では再
帰ニューラルネットワークを使って構文木構造に即し
た句のレベルで好評・不評を判定することができるこ
とを報告している．
文献 [23]では質問応答システムで質問文を再帰ニュー

ラルネットワークを使って表現し，該当する回答を分
類している．また，画像と文を共通の特徴空間であら
わすことができたことも報告されている [24]．さらに，
文献 [25] では奥行き方向にも階層を持った深い再帰
ニューラルネットワークを提案している（図 6）．なお，
入力に対する構文木は基盤技術である構文解析器を用

図 5 再帰ニューラルネットワークの例

図 6 2 層の深い再帰ニューラルネットワークの例

いて予測したものを利用するが，自然言語の構文解析
自身も自明なタスクではなく解析誤りは発生する．

6. フィードフォワードニューラルネット

フィードフォワードニューラルネットワーク (Feed-

forward Neural Networks) は最もシンプルなネット
ワーク構造である：

ŷ=o(wo�hL),

hl=f l(W lhl−1).

本節以前に取り上げたネットワーク構造と異なり，隠
れ変数ベクトル同士のつながりに分岐がない．自然言
語処理の特徴である可変長の入力に自然に対応した方
法ではないが，入力範囲を固定することで適用が可能
になる．参照できる文脈が限られていることは短所で
あるが，既存の自然言語処理手法で使われている線形
分類器をニューラルネットワークに置き換えることで
適用できるため利用しやすい．また，既存の疎な特徴
ベクトルを入力とした線形分類器と密な特徴ベクトル
を入力としたフィードフォワードニューラルネットワー
クを組み合わせることで，既存手法を改善できること
も報告されている [26, 27]．
3節でも触れた言語モデルの構築にフィードフォワー

ドニューラルネットワークを利用した研究には文献 [28]
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があり，ニューラルネットワークによる言語モデル研
究の発端となった．次の単語を予測するために数単語
前のみをニューラルネットワークの入力とする手法で，
固定長の翻訳元単語列と翻訳先単語列を入力として機
械翻訳にも拡張されている [29]．また，単語の組み合
わせを明示的に高次元特徴空間で表現して線形分類す
る手法に比べて，ニューラルネットワークで暗黙に組
み合わせを考慮することで高精度かつ高速に分類でき
ることが報告されている [30]．

7. おわりに

構成の異なるニューラルネットワークがどのように
自然言語処理で利用されているかを解説した．3節で
取り上げた RNNは記憶容量が十分であれば入力全体
を表現でき，また可変長の自然言語を出力することも
できるため，自然言語処理に適用する際に最も汎用性
の高いネットワーク構造であると考えられる．4 節で
取り上げた CNNは最大値プーリングにより一部の局
所特徴だけを選択しているため，一部の情報だけが重
要でノイズを除去する必要のあるタスクに向いている
と考えられる．5 節で取り上げた再帰ニューラルネッ
トワークはネットワーク構造の特定を構文解析に依存
しているため汎用性に劣るが，言語学の知識が反映さ
れた構造を使うことができるためタスクによっては高
い性能を示すと考えられる．また，6節で取り上げた
フィードフォワードニューラルネットワークは線形分
類器を使った既存手法を置き換える形で広く使われる
ようになると考えられる一方で，非線形分類器への置
き換えという意味では近年高速化が実現されているラ
ンダム射影に基づくカーネル法 [31, 32]も再考に値す
ると考える．
日本語での解説としては本稿以外に文献 [33]がある．

また，機械翻訳におけるディープラーニング適用につ
いての日本語解説には文献 [34]がある．ディープラー
ニングの自然言語処理への適用は発展途上で今後大き
なブレークスルーが見つかり，まったく異なる手法が
一般的になる可能性がある．今後の発展に期待したい．
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