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報告内容 

中間発表（9月）までのおさらい 

中間発表後の活動 

Output1 と Output2 、方向付け 

Output1 今回の発表 

Output2 けっこうやったよ・・・ 
でも、説明割愛 



目的 

誤り分析を通して、 WSD の本質的な問題は何か、 
今後 WSDに関して研究すべき重要事項は何かを 
明らかにする 

で、具体的には何をやればよいの？ 

難しい、それを決めることが、 
実質的にやるべきことかも 



とりあえずやってみる 

具体的に何をどうやるかは決まらない 

とりあえずやってみよう！ 

SemEval-2 の日本語 WSD タスクのデータから 
分析対象データ 50 事例を選び出し、 
各自、誤り分析やってみて、それをもとに 
今後の活動内容などを議論しましょう・・・ 

By 村田 



分析対象データ 

SemEval-2 日本語 WSD タスク 

対象単語  50 単語 
各単語に訓練データ 50 事例、テストデータ 50 事例 

Baseline Sytem の作成 
( 周辺単語、品詞、係り受け、分類語彙表、SVM) 

2500 のテスト事例中  誤りは 577 事例 
新語義、未出現語義を省いて 50事例選出 
この 50 事例を分析対象データとする 



分析結果はバラバラ 

・ 活動の方向の認識の違い 

・ 観点がバラバラ、分析レベルもバラバラ 

タイプ分けを行おうとしている人と 
その後の活動を提案している人がいる 

誤り分析は忍耐作業 
この作業へのコミットの度合い 

「とりあえずやってみましょう」 という位置づけ 
だったので、これはしかたなかった・・・ 



誤りの原因の特定は困難 

係り受けが間違えていて、必要な素性が 
とれていない 

誤りの原因は 「係り受けの間違え」  

・・・・とは言えない！ 

誤りの原因を排除した場合、 
正解になるかの確認は困難 



訓練データの確認が必要 

AをBする 

「A’ を B する」   の表現が 
訓練データに存在すれば 
できそう・・・ 

「訓練データの不足」が原因？ 

「C をB する」の表現は訓練データにある、 
A と C の類似度の問題・・・ 



村田さんの分析 

最も分析のレベルが深い 

誤りの現象に注目すると、原因が多様になるし、 
その原因のレベルもバラバラになる、 
「解き方に注目」 し、その解き方に必要な 
情報の不足や利用方法の不備を 
誤りの原因と考える・・・ 



白井さんの分析 

オーソドックスの誤りの原因を体系化して、 
そのラベルを付与 

福本さんもこの方向 



私（新納）の分析 

体系化は以下で十分、この中でポイントを 
絞って調査・活動するのがよいのでは・・・ 

（１） 手法の問題 
（２） 意味の問題 
（３） 知識不足・獲得の問題 
（４） 領域の問題 

茨大組、藤田さんもこの方向、 
ただし、体系化やポイントが異なる 

初回の会議から 
主張している 



古宮さんの分析 

単語  W  の 語義:   { a, b }  

訓練データ ：   90%             10%  

テストデータの正解が b、システムの出力が a 

テストデータの正解が a、システムの出力が b 

分析の価値なし 

分析すべき 

他の人と分析結果が 
最も異なる 



7人の分析結果 

各自の目的や観点で分類しているので多様・・・ 

ここからどうする？ 

何をやればよいのか？ 
やっまり、まとまらない 

各自の分析結果を 
すり合わせて統合 
すべきでは？ 

（話はこっちが中心になってきた） 



分析結果の統合？ 

かなり難しい・・・ 

誤り分析は忍耐のいる作業 

正直もうやりたくない（全員の本音） 

統合して何かいいことあるの？ 
次のステップが重要であって、 
直接次のステップではダメなの？ 

まとまらない、やぶれかぶれで、 
Output1 と Output2 の提案、 
中間報告直前に合意 



中間報告での結論 

7人の分析結果を append して、 
それを１つの成果として提出 

Output1  

「今後の WSD の研究において、 
重要だと思えるもの」  
自由課題、勝手にやってくれ・・・ 

Output2  

（これで実質この班の活動も終わり・・・あ～良かった） 



中間発表後の方向転換 

茨大組の定例ミィーティングにおいて、 
佐々木さん、古宮さんから 
「このプロジェクトの活動で何か論文を 
書いた方がよい」、との意見 

ACL のワークショップ、 
言語処理学会の特集論文 

挑戦することを宣言、賛同、合意 

こんだけやってんだから何か成果出せよ！ 

「敵は内部にあり」 



第4回班会議（＋忘年会） 
12/9  JAIST 東京サテライトオフィス （品川） 
                       13:00 ～ 17:45 

（議題1） 

各自の Output2 の報告 

（議題2） 

どうしたら論文にまとまるか？ 

Output1 の各自の分析結果を 
クラスタリングにより統合する、 
ちょっと苦しいけど、形になるかも・・・ 

藤田さん、白井さん、茨大組の 
年次大会での発表、HP も参照 



年末から本報告書提出日まで 

・ 各自の Output1 の見直し 

・ 各自の Output1 の文書化 

Output1 を Fix 後、 
各自の誤り原因をクラスタリング 

クラスタリング結果から統合案を 
作成 

統合案による分析、 
統合案の評価 



Output1 （各自の分析結果） 

・・・ 



誤り原因のベクトル化 

記号とその記号が付いている事例に着目 

新納の記号 4  が付いている事例は 
3, 13, 15, 16, 18, 29, 34, 50 の 8 個 

)1,0,,0,1,0,,0,1,0,0( 

50 次元のベクトル 

これらの位置の 
値を 1 にする 



クラスタリング 

誤り原因の記号は計 75 個、75 X 50 の行列 
Ward 法でクラスタリング 



クラスタの選出 

誤り原因の記号は計 75 個、 7人で分析、平均約10個 
10個前後でクラスタを作る 



クラスタの意味づけ 

例） クラスタ  G 

「訓練データの不足」 



統合案 

9種類の誤り原因 



調整 

クラスタの意味を決めると、そのクラスタに属さない 
ものでも、そのクラスタに移動できる 



統合案からの分析（1） 

・・・ 



統合案からの分析（2） 

 WSD の誤りの9割は  G, K, E  の3つ 



統合案の評価 

 代表性という観点からの評価 

 分析者 A の分析結果を固定 

 他の6名の分析結果、 
及び統合案の分析結果 
との類似度を測る 

分析者 A と最も類似している 
分析結果を出した人が分かる 

統合案が誰の分析結果とも似ていれば代表してる 

7名分行う 



クラスタリング結果の類似度 

 分析結果 50事例のクラスタリング結果 
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 クラスタリング結果 
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評価結果 

統合案の順位の平均 2.14  (最低値) 

統合案が7名の分析を代表してる 



統合案に意味あるか？ 

こんなの明らかなことなのでは・・・ 

誤り原因のタイプ分けの出発点が 
できたことに意味がある 



今後の課題 

統合案は、イメージ的には、各人の設定した 
観点の意味を考慮した多数決（平均） 

少数意見は無視されている 

統合案で無視された各自の観点を、 
各自がそれぞれ再考することで、 
統合案を改善していける・・・ 



まとめ 

・本グループの1年間の活動内容を概説 

・ 中間報告の時点では、 Output1 と Output2  
   で終わりにする予定だったが・・・ 

・ 成果を出す方針に変更、Output1 から 
   クラスタリングを利用して統合案を作成 

・ Output2 も力作・・・（説明割愛） 

今後、成果として残せるように改善 


