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論文概要
• Xu, K., Ba, J. L., Kiros, R., Cho, K., Courville, A., Salakhutdinov, R., … Bengio, Y. (2015). Show, 

Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention. ICML2015.  

• Inspired by recent work in machine translation and object detection, we introduce an attention 
based model that automatically learns to describe the content of images. We describe how we 
can train this model in a deterministic manner using standard back-propagation techniques and 
stochastically by maximizing a variational lower bound. We also show through visualization how 
the model is able to automatically learn to fix its gaze on salient objects while generating the 
cor-responding words in the output sequence. We validate the use of attention with state-of-
the-art performance on three benchmark datasets: Flickr9k, Flickr30k and MS COCO. 

• Bengio先生らによる キャプション生成に関するる研究：EMNLP2015の招待講演で言及 

• RNN + LSTM を使った Attention-based な 方法を提案 



導入

• Computer Vision における キャプション生成タスク 
自然言語との関連づけを行う必要がある：人の物体認識プロセスの模倣 

• CNN(物体の認識) → Attention-based RNN(+LSTM) によるdecoder 

• Soft な Attention (back-propagationで獲得)とHardなAttention(REINFORCEで
獲得) をうまく使い、より説明的なキャプション生成をする： 
単純なattentionだけでは情報法のロスが大きい



理論



理論 - LSTM Unit

• ht : t 時における隠れ層の出力値 

• ^zt : t時における attention vector 

• Ey: 単語のベクトル表現  



理論 - Decoder

CNNの入力 と前の出力単語

word embedding

RNN(LSTM)の出力
attention の weight

Viterbi Algorithm で 最適な系列を求める  
語彙～1万  (+文末記号, 文始記号)



理論 - 2種類のAttention 方式

• Stochastic “Hard” Attention 
• 隠れ変数(si : 画像の注目部分のselector) を導入, 周辺尤度の最大化する. 

• 画像中の特定の１箇所(CNNの最後層の範囲) 

• モンテカルロ法により多項分布を仮定し, 目的関数を近似(REINFORCE) 

• Deterministic “Soft” Attention 
• 画像のAttentionの期待値を最適化(siの重ね合わせになる=広い注目範囲) 

• 注目する点は, Hard Attentionより緩い領域



理論: Deterministic Soft attention(上) と Stochastic Hard Attention(下)

• Soft Attention によって 画像中を注目範囲を広く見ることができる 

• Hard Attentionでは 注目範囲はかなり狭い



理論 - Stochastic “Hard” Attention

• Stochastic “Hard” Attention 
• 隠れ変数(si : 画像の注目部分のselector) を導入, 周辺尤度の最大化する. 

• 画像中の特定の１箇所(CNNの最後層の範囲) 

• 多項分布を仮定し,モンテカルロ法により目的関数を近似(REINFORCE)



理論 - Deterministic “Soft” Attention

• Deterministic “Soft” Attention 
• 画像のAttentionの期待値を最適化(siの重ね合わせになる=広い注目範囲) 

• 注目する点は, Hard Attentionより緩い領域



理論 - 学習方法
• 学習アルゴリズム: RMSProp or Adam algorithm 

• Oxford VGGnet (Image Net事前学習済み) 

• 4層のCNN 14 x 14 x 512 + max pooling層  

• 様々な文の長さをランダムに学習すると 収束しない :  
長さごとにまとめあげ,  64 mini-batch学習する 

• 開発セットを用いて BLEU を最大化(early stopping) 

• 最大のデータセット(MS COCO)で NVIDIA Titan Black GPU で3日ほどかかる



実験設定

• Flickr8k,Flickr30k, MS COCO :  
画像に対して 5 ～ のキャプションが付属したデータ 

• 語彙のサイズを10,000に制限. 

• 評価手法: BLEU, METOR ( 画像→英語の翻訳と考える. brevity penaltyは除く) 

1. CNN extractor の比較( vs. AlexNet) 

2. アンサンブル or シングル の比較 

3. データセットの分割による比較



実験結果



Attention weightsの可視化 - 適切な例



Attention weightsの可視化 - 間違いの例



まとめ

• 2つの attention-based, Hard と soft attention について提案 

• 性能としては Hard attention > Soft attention . なぜか？  

• Attention を 自動的に学習することによって, モデルに解釈性をもたらせる 

• Attention-based な手法 は 応用範囲の広い手法


