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Recently, neural language models have received a wide attention in natural language processing and 

speech recognition. Such models map linguistic units like words, phrases, and sentences into a vector space, 
but they do not treat non-linguistic information like attributes of documents. This research extends a neural 
language model for modeling the relations between the units and attributes, and uses the model for semantic 
search. In the experiments with scientific bibliography data, our model shows reasonable performance in 
predicting authors from the remaining part of the bibliography. The model also allow the users to search for 
similar authors, papers, etc., which could not be queried to keyword-based search systems. 

  

 

１．はじめに 

近年、ニューラル言語モデルが自然言語処理や音声認識などの分野において注目を集めている．ニューラル言語モデ

ルは，文脈の似通った単語は似たような意味を持つという文脈類似度に基づいて，似たような意味を持つ単語同士の距離

が近くなるように，単語を意味のベクトル空間に配置する．このようなニューラル言語モデルは，単語のみならず，段落

などより大きな言語単位にも拡張できることが示されている（１）．しかし，このモデルは文書そのもの以外の情報の表

現には使われていない． 

Google など既存の検索システムや PubMed のような

文献検索システムのほとんどはキーワードやフレー

ズベースのクエリに近い表層・表現を含んだ文書を検

索結果として表示する．このような方法は莫大な文書

の中で効率よくクエリに近いものを見つけるのには

適しているが，そのクエリの意味・内容を考慮してい

るわけではなく，柔軟な検索を行うことは難しい． 

このような背景から本研究では柔軟な検索システ

ムに向けた，ニューラル言語モデルを用いたキーワードと文書の意味表現を獲得する手法を提案する．具体的には，ニュ

ーラル言語モデルを拡張することで文書とその属性すべてを同じベクトル空間に配置し，文書やその属性の意味の近さを

意味ベクトル空間上で測ることができるようにする．これにより，図１のように単純な表層の一致だけでなく，クエリに

意味・内容の近いものを発見することができるようになると考えられる．この提案手法を自然言語処理の文献情報に適用

し，文献情報に対して一部の著者を隠し，その文献の他の情報から著者を推定するという問題を用いて評価を行った．結

果として，このベクトル空間への割り当ての性能は，単純な共著者との共起頻度を利用した場合に比べ，その正解率を約

40%から約 60%へと大幅に向上でき，提案手法の有用性が明らかになった． 

  

２．提案手法 

本研究では文書の様々な要素 (単語・文書属性) を同じベクトル空間に配置する手法を提案する．（１）において提案

された単語や段落などを同じベクトル空間に配置する手法を拡張し，文書の様々な要素それぞれについて，その要素を除 

 

＊豊田工業大学, Toyota Technological Institute 

図 １. 意味ベクトル空間を用いた検索 
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いた文書の要素から，その要

素を推定するモデルを考え

る．図２に提案手法の学習の

構造の例を示す．図２では文

書の属性としてその ID（識

別子）と著者がある場合に，

単語と文書 IDから著者を推

定する，もしくは，属性と他

の単語から単語 machineを推定する様子を示している．具体的なベクトルはそれぞれの要素について次のような更新を繰

り返すことで学習する．まず，対象の要素を除いたそれぞれの要素のベクトルに，その位置もしくは属性の種類に対応す

る重みを掛けたものを足し合わせることで周辺文脈のベクトルを計算する．次に，この周辺文脈のベクトルと対象とする

要素のベクトルの内積が大きくなるように，重みと要素のベクトルを更新する．  

 

３．実験結果と考察 

評価には自然言語処理の英語文献情報約 21,000件（２）を用い，1件の文献情報を 1文書として利用した．文献には

それぞれ，内容としてタイトルと概要があり，属性として文献 ID・著者リスト・出版年・学会名・参考文献 IDリストが

付随している．文献の内容は，小文字化し，空白で分割することで，小文字の単語のリストとして扱った．また，属性に

ついては，著者の表記ゆれを修正するなどの前処理を行ったが，単語には分割せずまとまりとして扱った． 

評価は次のような文献情報から著者を推定する問題を作成し，システムに解答させることで行った．まず，文献全体に

おいて 5件以上出版している著者が含まれており，かつ，2人以上著者がいる文献 1,000件をランダムに選び，それぞれ

の文献から 5件以上出版している著者を 1名取り除く．著者を取り除いた文献について，その著者以外の著者と共起頻度

が高い 3名を不正解とし，システムが計 4名の中から 1名選んだ場合に正解の著者を見つけられたものを正解とする． 

提案手法はプログラミング言語 C++を用いて実装し，上記の著者を取り除いた文献についてベクトルを 200次元として

学習を行った． 

結果としては，共著者との共起頻度のみの情報では 1,000名中 383名（38.3%）しか正しく著者を見つけられなかった

のに対し，提案手法では 603名 (60.3%)について正しく著者を見つけることができ，22pp (percent point) の正解率向

上となった．このように共著者との共起頻度のみを用いた場合に比べて，大きく正解率が向上したことから，著者間の関

係や著者と文献との関係を捉えた学習の有用性がわかった． 

また，この結果を人手で解析することはこの 1,000名について知識がなければ不可能なため，恣意的に選んだ 10人の

著者について検索を行い，上位 10件の検索結果について人手で解析した．結果として，その共著者や近い分野の研究者，

同じ会議に出席した研究者が検索結果に含まれていることが分かった．また，文献についても著作以外にも著者が対象と

する分野の文献が含まれていることが分かった．このように著者だけで検索をすることで著者の表層にはない情報を検索

することができることが確認できた．一方で，検索結果には著者が研究の対象としている複数の分野の文献や単語が混じ

って現れており，何らかのクラスタリングが必要であることがわかった． 

 

４．おわりに 

本報告書では，文書を構成する様々な要素にベクトルを割り当て，更新することで，それらの要素を意味の近さに応じ

てベクトル空間に配置する手法を提案した．自然言語処理の文献を用いた評価では，共起頻度のみを用いた場合に比べ，

20pp以上の正解率の向上を得ることができた．また，著者を用いた検索では著者の表層だけでなく，その著者の対象と

する研究分野や共著者などの関係について検索することができることを確認した．一方で検索結果には複数の分野の文献

や単語が混在する結果となった．今後は，検索結果をより正確に，明確にするために，著者や単語等の分野をモデルの中

に表現する必要がある．また，他の様々な文書についても提案手法を適用できるようにプログラムを汎用にし，実際の検

索システムとして利用してもらうようにすることも課題の１つである． 
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図 ２．提案手法による文書の単語・属性に対応したベクトルの学習 




