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概要
仮説

「高精度な感情解析には，感情極性が異なる語義を
          正確に識別することが不可欠」

語義による感情極性の異なりを扱う
1. “hard”という語に対して解析（仮説の検証）
2. 語義曖昧性解消のための特徴量を学習
3. 実験による精度向上の確認
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Linguistic analysis of
sentiment contexts of “hard”



語 “hard” についての解析
• Amazon Product Review Data より 5,000 文脈を取得
• うち 4,600 文脈に対して解析を行う

– 語義・極性・文脈
– 語義は Cobuild (Sinclair, 1987) をベースにしている
– Cobuild 16 語義 → 10 語義

• 200 文脈に対して2名のPhD学生が 10語義 をアノテート
– κ=0.78 （かなりの一致）
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Deep learning features



Deep learning features
語義曖昧性解消を行えるようにするため Deep learning を
用いて以下2つの特徴量を学習する
• word embeddings
• deep learning language model (LM)

– 文脈を推定するモデル
(predicted context distribution (PCD))
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“difficult”

word context
“a * problem”



• vectorized log-bilinear language model (vLBL)

𝑐 = 𝑤1,⋯ ,𝑤𝑛: context
                 𝒓𝑤: input representation of word 𝑤
                 𝒒𝑤: target representation
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• 語と文脈の類似度が計算できる

• パラメータθは
– 入力空間および対象空間 の word embeddings
– 文中の位置による重みベクトル 𝒅𝒊 ∈ 𝐷
– バイアス 𝑏𝑤 ∈ 𝒃
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• English Wikipedia 中の頻出 100,000 語 が対象
• 無作為に抽出された13億の7-gramを用いて4回学習
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Experiments



実験 1
• 語義曖昧性解消に統計的な分類モデルを使用

– liblinear を利用
• 3種の素性

– ngrams (n = 1~3)
– embeddings (Blacoe and Lapata (2012))
– PCDs （提案手法）

• 4,600 文脈 → training: 4,000, development: 600
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実験 2
• 4,000 文脈を 100 クラスタにクラスタリング
• 各クラスタにアノテーションを行い同様の実験

– アノテーションコストの軽減
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実験 3
• テストセットに対しての性能評価（オープンテスト）
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