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自己紹介 
!  統計数理研究所・数理推論研究系

!  専門：統計的自然言語処理

!  ここ1週間は、Penn Treebankのテキストをパーズ "する scheme のコードを書いていました 



“不自然言語処理”における言葉 
!  gkbr

!  今北産業

!  海鮮 



“不自然言語処理”における言葉 
!  言葉が連鎖的な編集によって変化

!  gkbr

– ガクガクブルブル"gkgkbrbr"gkbr

!  今北産業

– 今スレに来たので三行でまとめてくれ"

"今来た三行"今北産業 ("iksg)

!  海鮮

– 買う方専門"買い専"海鮮 



「実用的」な例 
!  “Barack Obama”, “Barak Obama”, “Barac 

Obama”, “Barack Hussein Obama II”

!  “William Gates”, “Gates”, “Bill Gates”, “Henry 

Gates”, “William Henry Gates III”

!  日弁連、日本弁護士連、日本弁護士連合会

!  PSQL, ポスグレ、ポストグレス、PostgreSQL



文字列の「進化」の系統樹 (Phylogeny) 
!  文字列は、潜在的な親を持っている

– どれが親であるのかは未知 ガクガクブルブル↓ガクブル↓

gkbr 



Phylogenyの教師なし学習 
!  互いに依存関係があるので、MCMC-EMで!繰り返し学習 系統樹の学習 文字列の変異モデル!の学習 φ

θ＋トピックモデル (LDA) 



文書の生成モデル 
!  各文書   について、

– トピック分布                 をサンプル

– 文書の各位置　　　　   について、

• トピック　　　　 をサンプル

• 単語　　　　　    をサンプル

•   　  が Named Entity (PERSON, PLACE, ORG..)のとき：

– mention x を生成

•  x.z = z
dk
, x.k = k, x.i = i++

– xの親 x.p を、xの属性に基づいて選択:

– xの表記 x.n を、親の表記 x.p.n から生成:"

ψd ∼ Dir(m)

k = 1 · · ·L

zdk ∼ ψd

wdk ∼ β(zdk)

wdk

d

φ

θ



親の選択モデル 
!  自分xと親x.pの特徴に基づくロジスティック回帰

– 素性関数 f:
• トピックが一致するか

• 場所が近いか　　　　　　  、など

!  ただし、分母の和はxより前のmention "についてとる.

p(x.p|x) =
exp

[

φT f(x, x.p)
]

Z(x)
φk ∼ N(0,σ2

k
)

{ p | p.i < x.i }

(x.z = x.p.z)

(x.k ≃ x.p.k)



文字列の変異モデル 
!  文字の置換／挿入／削除の系列

!  1つ1つの操作に確率がある (Loglinear)

!  文字列s→tの変異確率は、可能なすべての編集系列 "についての周辺化

– 動的計画法で　　　   時間

– 素性関数 f:
• 文字・文字クラス・大文字／小文字‥‥

Barack H. Obama " Barak Obama 
p

((

sn

tn

)

∣

∣

∣
sn+1

)

=
exp

[

θ
T f(sn, tn, sn+1)

]

Z(sn+1)

O(|s||t|)



学習: Blocked MCMC 
!  潜在変数

– 　: xの潜在的な生成順序

– 　: xの持つ親entity

– 　: xの潜在トピック

!  　　  を順にサンプル

– 複雑な依存関係があるため、簡単な(?)提案分布から "

Metropolis-HastingsでAccept/Reject i

p

z

i,p, z



   のサンプル 
!  　から、 の範囲には制約があるが、一意ではない

– 各entity xが学習中に考慮する親の範囲に影響 i

p i



   のサンプル 
!  ある単語xのトピックを変えると、xを親に持つ
entityとの接続確率に影響 !

"再帰的にxの上下すべてに影響

z

x 



   のサンプル (2) 
!  ある文章に現れるentity全体のトピックを、 !ブロックでサンプリング"MHで補正

– 提案分布:!

• 　　　　: 通常のLDAのトピック事後確率

• 　　　　　　　　: x.zと親x.p.zの枝のpotential

!  CRFと同様に内側確率を計算して、Backward-!

Filtering Forward-Sampling

– 内側確率: z

Q(z) ∝
∏

x

Ψx(x.z)Ψx,x.p(x.z, x.p.z)

βx(z) = Ψx(z) ·
∏

y∈child(x)

∑

z′

Ψx,y(z, z
′) · βy(z

′)

Ψx(x.z)

Ψx,x.p(x.z, x.p.z)



   のサンプル 
!  各entity xについて、その親を確率 !に従って順にサンプリング

– 上の確率の計算に、

•  xとx.pの属性による接続確率 (パラメータ　）

• 表記x.nとx.p.nによる文字列書き換え確率 (    )

   を使用

– 候補は p.i < x.i となるものだけ

!  　　　がサンプルできたら、Loglinearの!パラメータ　  を更新 (MCMC-EM)

p

i, z,p

p(x.p |x) ∝ pφ(x.p |x) · pθ(x.n |x.p.n)

φ,θ

φ

θ



実験: Twitter mentions 
!  2013年グラミー賞の際のTwitterでの俳優の名前

– 系統樹なしより大幅に精度上昇 



実験: ACE 2008 Newswire 
!  Green+(2012)でのデータ

– MBR: Minimum Bayes Risk decoding (省略) 



まとめ 
!  文字列の親を推定しつつ、文字列の変異モデルを !学習

– Andrews+(EMNLP 2012)の強化版

– Named Entity以外にも考えることができる

!  MCMC-EMによる学習

– 親を選ぶ確率、および文字の編集確率がどちらも !

Loglinear

– トピックまで入れると事後確率が解析的に出ない!→動的計画法で提案分布を作り、accept/reject

•  accept率は平均的に 0.03～0.08くらいとのこと。 


