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概要

The 15th Annual Conference of the North American 
Chapter of the Association for Computational 
Linguistics: Human Language Technologies

HLTも忘れな
いでね！

期間: 
2016年6月12日 Tutorials

13-15日 Main Conference
16-17日 Workshops

場所:

San Diego, California, USA

正式名称:

http://naacl.org/naacl-hlt-2016/index.html
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統計情報 [参加者]

参加者数: 878人

 昨年(NAACL-2015)参加者901人で歴代最多

地域別参加者数: 
1 アメリカ
2 イギリス
3 ドイツ
4 カナダ
5 日本

ほか合計41 カ国

539 (61.4%) 
55 ( 6.3%) 
47 ( 5.4%) 
28 ( 3.2%) 
25 ( 2.8%)

昨年よりやや
減だが歴代最
多と同レベル

最近よくみる統計情報と
傾向が違う

中国はどこへいった？？補足情報：ACLは3年一周期で，北米開催（NAACLと共
催），アジア開催（IJCNLPと共催？），ヨーロッパ開催
（ECALと共催）の順番で開催されている

世の中の人工知能
（言語処理）分野の注

目ぶりを反映？
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統計情報 [採択論文]

本会議 採択論文数 182
Long:  採択率 25.3%, 投稿数 396件, 採録数100件
Short: 採択率 28.9%, 投稿数 284件, 採録数 82件

[参考] 昨年 採択論文数 186
Long:  採択率 29.1%, 投稿数 402件, 採録数 117件
Short: 採択率 22.1%, 投稿数 312件, 採録数 69件

昨年と傾向は同じ
投稿数も横ばい

採択率はACLと同じ20～30%

昨年と傾向は同じ
投稿数も横ばい
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[余談] ACLとどっちが通りやすい？

会議のランク情報や規模で考えれば

ACLよりNAACLの方が楽はなず

投稿論文数は違っても 採択率は「ほぼ同じ」

採録論文数
＝ 採択率

投稿論文数

競争相手は誰か
という問題

投稿論文の大部
分は北米から

研究領域によって
はNAACLの方が激
戦の場合も

なら「会議のランク」
的にACLに出した
方がよいのでは？

NAACLに出す意義
⇒ 北米の研究者
に対するvisibility 
の向上？？？
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（例年と比べた）NAACL‐2016の特徴？

（事前の予想通り）

ニューラル祭り！

おそらく今後（数年）はこちらが普通になると思われますが．．．

特に北米なのでその傾向が顕著だと感じた

パネルディスカッション： How Will Deep Learning Change 
Computational Linguistics?
Authors: Kyunghyun Cho, Chris Dyer, Pascale Fung, Heng Ji
なんていうイベントもあった
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DL/NN関連論文の統計

まねをしてみる
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DL/NN関連論文の統計

= 39.0%

= 22.4%

タイトルだけ
でこの割合

[NAACL‐2016]

[EMNLP‐2015]
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Best Papers 全部ニューラル系．．．

Best Short Paper

Best Long Papers http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1181.pdf

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1180.pdf

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1179.pdf
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個別の発表に関して

（最近の国際会議は）

全（oral）発表のビデオがネット上で
無料で見れます！

http://techtalks.tv/naacl2016/

個別の発表に関しては，
こちら自分でみるか，よく
ある論文紹介をみてくだ

さい

ここでは，個人的に思う注目すべき研究動向の総評を述べます

残念ながらすべての個別の論文紹介は無理．．．
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画像処理分野のDL/NNといえば．．．

CNN（および超多層ネットワーク）

自然言語処理分野のDL/NNといえば．．．

1, Encoder‐decoder models
2, Embeddings

だと思う

だと思う



11Copyright©2016  NTT corp. All Rights Reserved.

[余談]

あれ？ 同じこと言ってますね．．．

EMNLP‐2015参加報告 by 増村さん
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Encoder-decoderに関する

NAACL-2016のあれこれ
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Encoder‐decoder関連

（主観） 会議中で感じた，ACLコミュニティ内でコンセンサスが得られている現状認識

1.NMT（neural machine translation） = neural 
encoder‐decoder は現在「第二世代」

2.NMT第二世代で翻訳性能はSMTと「同等」ま
たは「超えた」

3.現在「第三世代」と呼べる方法論を模索中
おそらく第三世代でSMTを大きく凌駕するので
は？ （と思っている人が多い）
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第一世代？ 第二世代？？

第一世代

第二世代

第三世代

with attention 
mechanism

← イマココ

[ICLR‐2015]

[EMNLP‐2015]

[NIPS‐2014]Neural Encoder‐
decoder models
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「第三世代」候補 （主観）

フランス語 ⇒ 英語
ドイツ語 ⇒ 英語

アイディア（コンセプト）：Enc‐decの場合は対

象言語が違ってもモデルは同じだし，中身
は行列だし，中の見た目同じなのだから，二
種類のデータを同時に使ってしまってもいい
んじゃない

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1004.pdf
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「第三世代」候補 （主観）

アイディア：（前ページのものを更に進めて）
Enc‐decの場合はモデルも同じだし，中身は行

列だし，中の見た目同じなのだから，双方向，
多言語のあるだけデータ使ってEnc‐decの学習
してしまえばいいんじゃない

データ量が少ない言語の翻訳精度が
向上するところが面白いポイント

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1101.pdf
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「第三世代」候補 （主観）

Best Short Paper

「視線」情報も使って文圧縮をしてみ
た

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1179.pdf
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「第三世代」候補 （主観）

(1) Neural Encoder‐decoder models

(2)     with attention mechanism 

(3)        trained by multi‐task learning

（個人的予想）
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「第三世代」候補 （主観）

ポイント

Encoder‐decoder （ニューラルネット）が使えそうな情報を自動で

選別して学習してくれるので，解きたいタスクに関連しそうなデー
タを（直接関係なくても）なんでも追加すれば何故か性能があが
ることもあるかも！？

Enc‐decのタスク適用能力が高いことも成功の土台
⇒ つまり色んなタスクのモデルの結合が容易

翻訳の例
解きたい問題 日英翻訳

だけど関係ない 中英対訳デー
タも使って学習 みたいな感じ

基本補助問題で大幅性能アップとある意味同じア
プローチと捉えることができる

[JMLR‐2005]
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Encoder-decoderに関する

NAACL-2016のあれこれ

その他いろいろ
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タスク適用系

文法エラー訂正 文書要約（ヘッドラ
イン生成）

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1042.pdf

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1012.pdf
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タスク適用系

翻訳の評価もコレ
で

形態素の活用など
もコレで

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1059.pdf

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1077.pdf



23Copyright©2016  NTT corp. All Rights Reserved.

（個人的に）ちょっと面白かった系

Encoder‐decoderではないけど，似た

ようなコンセプトの言語モデル版も
あった

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1005.pdf

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1149.pdf
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モデル拡張系
http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1102.pdf

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1021.pdf
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Tutorials
N16‐4001 [bib]: Dan Flickinger; Emily M. Bender; Woodley Packard
English Resource Semantics

N16‐4002 [bib]: Mitesh M. Khapra; Sarath Chandar
Multilingual Multimodal Language Processing Using Neural Networks

N16‐4003 [bib]: Wen‐tau Yih; Hao Ma
Question Answering with Knowledge Base, Web and Beyond

N16‐4004 [bib]: Zhengdong Lu; Hang Li
Recent Progress in Deep Learning for NLP

N16‐4005 [bib]: William Yang Wang; William Cohen
Scalable Statistical Relational Learning for NLP

N16‐4006 [bib]: Pushpak Bhattacharyya; Mitesh M. Khapra; Anoop Kunchukuttan
Statistical Machine Translation between Related Languages

これら３つのチュートリ
アルの中でEncoder‐
decoderが語られている

それぞれ著者のHPでスライドが公開

されているので内容はそちらを参照下
さい
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Encoder‐decoder関連 まとめ

 主に言語生成を含むタスク（翻訳，要約，QA，対話，
文法エラー訂正など）のすべてに対応可能

 現在，「第二世代」とよばれ，第三世代の改良を世
界中にいる研究者が研究を進めている段階

 今後もあと数年はこのモデルを中心とした研究が
続く見通し
この流れを止めることは現状難しい
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(word) Embeddingsに関する

NAACL-2016のあれこれ
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今日 0.045866 -0.00371 -0.00497 0.070959 -0.06238 0.0114 -0.02119 0.122003 -0.08966 0.087995

明日 -0.3533 -0.03058 0.08013 0.149368 0.297801 -0.09778 -0.14325 -0.27685 0.118642 0.021238

日本 -0.01023 0.075763 0.021459 0.049479 -0.15017 -0.15543 0.222465 -0.10949 -0.00157 -0.0235

アメリカ -0.1734 0.003588 -0.09084 0.307067 0.085198 -0.16883 -0.18823 -0.27477 -0.18438 0.109195

中国 0.078786 -0.11543 0.02265 -0.06419 0.032716 0.001905 -0.20058 -0.03091 0.080452 -0.02351

韓国 -0.02387 -0.05605 -0.20171 -0.15812 -0.14642 -0.04322 -0.36656 -0.31666 -0.14884 -0.1488

2016 0.149431 0.079334 0.293562 -0.02928 0.262186 -0.20184 -0.01984 -0.04255 0.111553 0.095227

円 0.163471 0.032219 -0.03764 -0.00735 0.057619 -0.1497 0.055826 -0.11493 -0.0324 -0.05825

ドル 0.029654 0.105802 -0.32926 -0.10276 -0.27228 -0.11189 0.097063 0.220544 -0.02437 -0.06406

元 -0.16673 0.022848 -0.08524 0.11159 0.093743 0.062614 -0.00602 0.061345 0.102776 -0.03525

車 0.044333 -0.12678 -0.00515 0.111257 -0.26432 -0.07705 0.277751 -0.10717 -0.2606 0.201264

自転車 -0.08889 -0.15497 -0.2867 0.196286 0.337721 -0.24721 0.198682 -0.01153 -0.00471 0.046678

[補足] word embeddingsのおさらい

単語埋め込みベクトル

[Mikolov, NAACL2013から引用]

単語（離散シンボル）間の関係
⇒ 数値
⇒ 計算機上で扱う上でとても便利

※「単語分散表現」とも呼ばれる．

ベクトル間の「距離」や「角度」
＝

対応する単語間の「ある観点での関連性」
（文脈的な類似性～意味的類似性）

とを表すように割り当てる（埋め込む）
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（Neural） Embeddings関連
1. a low‐rank approximation approach to learning joint embeddings of news stories and images for 

timeline summarization    
2. unsupervised visual sense disambiguation for verbs using multimodal embeddings
3. leverage financial news to predict stock price movements using word embeddings and deep neural 

networks    
4. stranse: a novel embedding model of entities and relationships in knowledge bases    
5. structured prediction with output embeddings for semantic image annotation
6. cross‐lingual wikification using multilingual embeddings
7. bilingual word embeddings from parallel and non‐parallel corpora for cross‐language text 

classification     
8. ultradense word embeddings by orthogonal transformation    
9. a translation‐based knowledge graph embedding preserving logical property of relations     
10. embedding lexical features via low‐rank tensors     
11. the role of context types and dimensionality in learning word embeddings
12. improve chinese word embeddings by exploiting internal structure     
13. right‐truncatable neural word embeddings
14. $k$‐embeddings: learning conceptual embeddings for words using context     
15. ten pairs to tag ? multilingual pos tagging via coarse mapping between embeddings
16. bilingual learning of multi‐sense embeddings with discrete autoencoders
17. lexical coherence graph modeling using word embeddings
18. dependency based embeddings for sentence classification tasks     
19. mgnc‐cnn: a simple approach to exploiting multiple word embeddings for sentence classification



30Copyright©2016  NTT corp. All Rights Reserved.

HPに学習済みベクト
ルを公開しています自身の発表論文

埋め込みベクトルを一次元ずつ逐次構築していく
（一度決めたベクトルの要素は固定）
⇒ すべての次元数で利用可能な埋め込みベクトルを構築
⇒ あらゆる次元数のニーズを一つの埋め込みベクトルで満たす

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1135.pdf
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[余談] 名前の由来

Right‐truncatable prime
ある素数を右から一つずつ数
字を取り除いてもずっと素数に
なり続ける素数

になぞらえて，埋め込みベクトルの要素を右から一つずつ取り
除いても
「（その次元数で）利用可能な埋め込みベクトルになっている」
という特徴を反映して命名

73939133例

73939133
73939133

73939133

全
部
素
数73939133
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[余談]

63.79

62.16 1.63

Word Analogy Tasks

ふつーにword2vecのツールで単語埋め込みベクトルを獲得した結果
ふつーに使ったらふつーに結果（の見た目）は全然違う

ふつーに使ったらふつーにタスク精度も全然違う

とても困りますよね？？

提案法はこの問題の解決策にもなっている！
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(word) Embeddingsに関する

NAACL-2016のあれこれ

その他，（embedding関連で）
個人的に面白いと思った論文（二つ）
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明示的に意味情報に適合させる方法

ベクトルを回転して，与えた教師信号に
最も適合するベクトルへ変換し利用

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1091.pdf
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Analogyタスクの精度向上

尋常ではなくスコアが高い？！

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1151.pdf
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Embeddings関連まとめ

 基本的な単語埋め込みベクトル獲得法は普通に
word2vecを使うのが無難

 AnalogyやSimilarityのような特性以外のものを埋め
込む研究

 複数種類の同時埋め込み
言語処理では，bilingual embedding
画像処理では，画像と言語の同時埋め込み

 モデルの精緻化という観点では，もはやDL的なモ
デルを使ったほうがよい
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文完成タスクをw2vで獲得

できる単語ベクトルでやる
と平均正解率が約30ぐら
いしかいかない

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1036.pdf
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まとめ

ニューラル祭り！
NAACL‐2016 ⇒

1, Encoder‐decoder models

2, Embeddings

今，第二世代（attention mechanism）
第三世代 ？？？

まだまだ健在
複数のオブジェクトの埋め込みやいろんな観点
の追加など
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まとめ

「古い技術」と「新しい技術」の融合

今後の研究の方向性
（ありがちな予想）
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[個人的 best presentation]

http://techtalks.tv/naacl2016/
詳細はこちらで．．．

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1076.pdf
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まとめ

「古い技術」と「新しい技術」の融合

今後の研究の方向性
（ありがちな予想）

なんでもかんでもDL/NNな時代はもう
少し続きそう．．．

ただし，なんでもそれでいいわけではない
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英語品詞タグ付け 固有表現抽出

線形モデルで現状のタス
ク最高性能を達成可能

DL/NNを必ずしも使わなく
てもよいという根拠の一つ

DL/NNが生きるのは言語生成にまつわるタスクや，
意味的な処理（類似度計算）を必要とする場面

http://aclweb.org/anthology/N/N16/N16‐1031.pdf


