Neural word embeddings with high usability

13

単語の意味や関係を賢く学習
～開発者利便性が高い単語埋め込みベクトルの獲得法～

どんな研究

どこが凄い

単語間の意味的な関連性の演算を可
能とする「単語埋め込みベクトル」
は、計算機による人間の直感に即し
た自然言語処理/理解の実現に必須な
要素技術です。この技術を用いてシ
ステムを構築する際に、システム開
発者が不便に感じる欠点を機械学習
技術を駆使して解消します。

従来法と同等の性能を100分の1程度
の必要メモリ量で実現する単語埋め
込みベクトルです。これにより計算
リソースが限定的な携帯端末のよう
な環境でも利用可能となります。ま
た、計算結果の再現性を担保し、利
用者が安心して使える環境を提供す
ることができます。

単語埋め込みベクトル
 単語を（通常50から1000次元程度の）ベク
トルで表現したもの
 意味的な処理に基づく高度な自然言語処理/
理解を実現する重要な要素技術
大規模な言語データ
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開発者利便性を高めることにより、
コンピュータによる自動翻訳/質問
応答/対話エージェントといった自
然言語を介するあらゆる人工知能関
連システムで使われる基盤技術の構
築を目指しています。また、本技術
を発展させることで、実システムの
性能の底上げを実現します。

Hello!
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人工知能
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自然言語処理のあらゆる
応用システムで活用
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単語間の意味的な「関連性」
⇒ ベクトル間の「距離」「角度」で表現
また、関連性を「演算」すること が可能
単語間の類似度 ⇒ 距離

単語間の関連性 ⇒ 角度
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例：意味的に類似した
単語は空間内で近い位
置に配置される

lioness

[再現性の向上] 本成果：いつ、誰が、どこ
で実行しても同じ結果を獲得可能
 毎回同じ結果が安定的に得られることで、
システム開発を安定して行うことが可能に
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従来法により生成された
単語埋め込みベクトルは、
利用者（研究者/開発者）にとって使いにくい
欠点があることが知られている
 例１：計算結果が毎回違う
 例２：膨大なメモリ量が必要
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例：単数複数の関係(青)
性別(男女)の関係(赤)

[省メモリ化] 単語埋め込みベクトル利用時
の必要メモリ量を10～100分の1に削減
 携帯端末のような計算リソースが少ない環境でも
単語埋め込みベクトルが利用可能に
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