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In this study, we propose new CNN models that classify positive and negative sentiment of the sentences, and
compare the performance of each model. We tested 12 types of models; the basic model, the multi-channel model,
two types of models having an additional convolution layer, two types of models having additional input features on
location, and these models having two fully connected layers. The benchmark results showed that the model with
multi-channel having one fully connected layer exhibited the best performance, and in the most of tested models,
the correct classification rate is better in models with one fully connected layer than that in models with two fully
connected layers.

1.

はじめに

3.

現在，人工知能は日常生活やニュースで良く目にするように
なった．その中心にある手法は，深層学習であり，画像分野や
音声分野など様々な分野において優れた成果を挙げ続けている．
自然言語処理の分野も例外ではなく，深層学習の手法の１つで
ある回帰型ニューラルネットワーク (RNN) を用いて機械翻訳
を行う研究 [6] や，同じく RNN を用いた言語モデルの研究 [4]
など，様々な研究がおこなわれている．また最近では，画像分
野で良く用いられる畳込みニューラルネットワーク (CNN) を
用いた文書分類の研究がおこなわれ，従来手法を上回る精度が
得られている．しかし，CNN を用いた文書分類の研究は，最
近注目されたこともあり，研究事例が少なく，提案モデルの数
が少ないのが現状である．そこで我々は，新たなモデルを提案
し，実際にモデルを作成し文書の positive，negative といった
正負感情の分類を行った．そして各モデルの正答率を比較し，
どのモデルが最も正答率が良いのかを検証した．

2.

畳込みニューラルネットワーク (CNN)

本研究で用いる畳込みニューラルネットワーク (CNN) は畳
込み層とプーリング層という特別な層を追加した順伝播型の
ニューラルネットワークである．今回，実験で使用した CNN
は畳込み層，プーリング層，全結合層の 3 種類の層から構成
されている (図 1)．
畳込み層は，入力データにフィルタを重ねた時，互いの重な
り合う値どうしの積を求め，その和を出力する．この一連の計
算を畳込みと呼び，この層の名前の所以となっている．また，
出力された値の集合を特徴マップと呼ぶ．
プーリング層は，通常は畳込み層の直後に設置する．プーリ
ング層の働きは，畳込み層で抽出された特徴の位置感度を若
干低下させることであり，種類が幾つか存在する．代表的なも
のは最大プーリングと平均プーリングであり，最大プーリング
はフィルタが重なった部分の最大値を，平均プーリングは平均
値を出力する．本研究では全モデル共通で最大プーリングを
行った．
全結合層は，ある層のユニットが隣接層の全ユニットと結合
している層である．本研究では，中間層と出力層からなる 2 層
の全結合層を用いた場合と，出力層のみから構成される 1 層
の全結合層を用いた場合の 2 通りで正答率を求めた．

関連研究

関連研究として，Socher [5] と Wang [7] が本研究で用いる映
画レビューをデータセットとして極性判定を行っている．Socher
は再起型ニューラルネットワーク (recursive neural network)
を用いたモデルを，Wang はニューラルネットワークの学習時
に過学習を防ぐ手法の 1 つであるドロップアウト (Hinton [1])
を高速で行うアルゴリズムを用いて極性判定を行い，従来手法
を上回る評価結果を得ている．Kim [2] は CNN を用いたモデ
ルを提案し，様々な文書分類のタスクに提案モデルを用いて評
価を行っている．この研究によると幾つかのタスクにおいて，
Socher や Wang が提案したモデルを含む従来手法より優れた
評価結果を得た事を示している．本研究では Kim が提案した
モデルを元に幾つかのモデルを提案し評価を行う．

4.

CNN を用いた文書の感情分類

4.1

Kim [2] のモデル

Kim [2] のモデルは畳込み層，プーリング層，全結合層を各
1 つずつ持つ非常にシンプルなモデルである．以後，本論文で
はこのモデルをベースラインとする (図 2)．
入力層では文書上の単語を分散表現から 300 次元のベクト
ルとして表現し，そのベクトルを並べる事で文書を行列として
モデルに入力する．行列のサイズは，行はベクトルの次元数，
列は文書の単語数となる．この時，文書行列のサイズは全ての
データにおいて不変でなくてはいけない為，各文書の長さを
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図 1: CNN の全体構造の略図

図 2: Kim [2] のモデルの略図

データセットの中で最長の長さの値に統一し，文書の長さから
余った行列の成分には 0 を与えた．
畳込み層では，単語ベクトルごとにスライドするフィルタを
用いて畳込みを行う．例えば，300 次元の分散表現から構成さ
れた入力行列に対して，2 単語毎にスライドするフィルタの場
合，サイズは 300 × 2 となる．h 単語毎にスライドするフィ
ルタの係数を w, バイアスを b，活性化関数を f ()，あるタイ
ミングでフィルタと重なる単語ベクトルを xi:i+h−1 とすると，
畳込み後の特徴量 ci は次の式で表せる．

ci = f (W · xi:i+h−1 + b)

モデル名

ベースライン
多チャネルモデル
畳込み層追加モデル
位置情報追加モデル

(1)

Kim が提案したモデル
文書行列を複数用意するモデル
畳込み層を 1 つ追加するモデル
分散表現を元に位置情報を
追加するモデル

場合は，入力層と出力層の間の重みで重み上限を行った．共に
重みの上限値は 3.0 とした．

文書上の単語全てに畳込みを終えた後は，各タイミングで生成
された特徴量を並べて特徴マップ c を生成する．
プーリング層では，畳込み層で獲得した特徴マップに対して
最大プーリングを行う．プーリング後の特徴量を ĉ とすると数
式は次の通りとなる．

ĉ = max{c}

表 1: 本研究で用いたモデル
モデル紹介

4.2

提案モデル

次に本研究で提案したモデルについて説明する．本研究で
は次の表 1 に記載されている複数のモデルを用いて正答率の
比較を行った．
多チャネルモデルは，ベースラインと殆ど同じ形であるが，
入力層で文書行列を複数用意する点で異なる (図 3)．複数の行
列を用意する方法として，単語ベクトルを均等に分割すること
で複数の行列を作成する．本研究では 300 次元のベクトルを
3 分割して，3 つの文書行列を作成した．
畳込み層 2 層モデルは，畳込み層を 1 層追加したモデルで
ある．本研究では畳込み層を追加する方法を 2 つ用意し，それ
ぞれ畳込み層 2 層モデル (1)，畳込み層 2 層モデル (2) とする
(図 4)．畳込み層 2 層モデル (1) では，1 回目の畳込み層から
抽出された特徴マップを行列の 1 行と考え，幾つか並べて新し
い行列を作り，再度畳込みを行う．畳込み層 2 層モデル (2) で
は，最初にフィルタサイズが，縦横 1 のフィルタを用いて畳込
みを行い，抽出された特徴マップを，ベースラインと同じ形の
畳込み層を用いて再度畳込みを行う．その後のプーリング層，

(2)

全結合層ではプーリング層から出力された特徴量を入力とし
て，正負感情の分類を行う．また，過学習の対策としてドロッ
プアウト及び重み上限を行う，全結合層の入力の値を z, 重み
を w, バイアスを b, 活性化関数を f () とすると次の数式で表
せる．
y = f (w · z + b)
(3)
活性化関数は softmax 関数を用いた．
ドロップアウトは，全結合層２層の場合，入力層及び隠れ層
で確率 0.2、0.7 で行い，全結合層 1 層の場合は，入力層で確
率 0.7 でドロップアウトを行った．重み上限は，全結合層 2 層
の場合，隠れ層と出力層の間の重みで行い，全結合層 1 層の
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図 3: 多チャネルモデルの略図

図 4: 畳込み層 2 層モデル (1) の略図

全結合層は共にベースラインと同じ形である．
位置情報追加モデルは，単語の分散表現を元に単語の位置
情報を追加して分類を行う．本研究では，位置情報を求め，追
加する方法を 2 つ用意し，それぞれ，位置情報追加モデル (1)，
位置情報追加モデル (2) とした (図 5)．位置情報追加モデル
(1) では，単語間の分散表現のユークリッド距離を値とした位
置行列を作り，文書行列と共に畳込み，プーリングを行い，抽
出されたそれぞれの特徴量を組み合わせ，全結合層の入力層
の値とする．文書行列においての畳込み層，プーリング層は
ベースラインと同じ形であり，位置行列においての畳込みフィ
ルタのサイズは，文書行列で用いる畳込みフィルタサイズと等
しい．位置行列においてのプーリング層は，ベースラインと同
じく，特徴マップと同じサイズのフィルタを用いて最大プーリ
ングを行う．位置情報追加モデル (2) では，単語の分散表現と
0 とのユークリッド距離を値とした位置ベクトルを作り，畳込
み，プーリングから抽出された文章行列の特徴量と組み合わせ
て新しい特徴量を生成し，分類を行う．

5.

評価

5.1

データセット

表 2: データセット
データ名

Twitter データ
映画レビュー

文書の
平均
単語数

17
23

文書の
最大
単語数

49
57

文書数

15,000
10,662

データ中で
用いられる
単語の
種類数
23,964
18,751

Twitter Corpus”，映画レビューは, Movie Review Data を
用いた．各データセットには，negative，positive のラベル付
けがされている．また，共に前処理としてコンマやピリオド
などを取り除き，ゼロパディングを行うためにデータセットの
各文書の前後に空白を追加した．本研究では，訓練データを 9
割，テストデータを 1 割として学習に用いた．

5.2

評価手順

各データセットの単語を分散表現に変換し，入力データと
する．単語の分散表現を獲得する手法としては，word2vec [3]
を用いた．本研究では，Google News データセットから事前
学習を行ったモデル ∗1 を用いて 300 次元の分散表現を獲得す

本研究で用いたデータセットは，Twitter データと映画レ
ビューデータの 2 つである (表 2)．Twitter データは,”Stanford

∗1
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図 5: 位置情報追加モデル (1) の略図

表 3: 各モデルの正答率
モデル名
ベースライン
多チャネルモデル
畳込み層 2 層モデル (1)
畳込み層 2 層モデル (2)
位置情報追加モデル (1)
位置情報追加モデル (2)

全結合層
の層数

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

twitter
において
の正答率
81.5
80.7
81.9
80.6
80.6
80.9
81.5
80.4
81.4
81.0
81.7
80.8

ルの正答率を比較し検証した．
今後の課題として，今回は正負感情の 2 値分類の問題にし
か提案モデルを用いてないので，多種類の感情分類を行える
データセットを用いて多分類を行いたい．また，多チャネルモ
デルと位置情報追加モデルを組み合わせた，より複雑なモデル
を考案することが出来たのならば，更に正答率が良いモデルと
なるのではないかと考えた．

映画
レビュー
において
の正答率
82.0
80.4
82.3
80.4
80.6
79.8
81.3
80.0
82.1
80.2
82.2
80.6
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おわりに

本論文では，Kim [2] のモデルを元に新たなモデルを提案し，
文書の positive，negative の正負感情の分類を行い，提案モデ
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