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EMNLP2021 参加報告



EMNLP2021 (11/7~11)
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• Empirical Methods in Natural Language Processing
• 場所: ドミニカ共和国、プンタカナ
• Acceptance rate: 23.3% (本会議), 11.6% (findings)

• findings に通った論⽂は調整できればワークショップで⼝頭発表も可能
• *ACL系で初のハイブリット開催

• マスクを外している⼈も
それなりにいた印象



トラックごとの投稿数
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国/地域ごとの投稿数
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紹介する論⽂

5

• Japanese Zero Anaphora Resolution Can Benefit from Parallel Texts 
Through Neural Transfer Learning [Umakoshi+]
• The World of an Octopus: How Reporting Bias Influences a Language 

Model’s Perception of Color [Paik+]



ゼロ照応解析
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•述語に対し主格や対格などの格を埋める項を解析することを格
解析と呼ぶ
•⽇本語ではしばしば項の省略が起こる
•省略された項(=ゼロ代名詞)を検出し、その照応先を解析するこ
とをゼロ照応解析と呼ぶ

妻が息⼦におもちゃを買ってあげた。 (ϕ!=ガ) ⾚い⾞を特に気に⼊っている。



対訳データとゼロ照応解析

• ⽇本語では省略されている表現のいくつかは英語では明⽰的に書く必要がある
• 明⽰された情報をゼロ照応解析に活かす

妻が息⼦におもちゃを買ってあげた。 (ϕ!=ガ) ⾚い⾞を特に気に⼊っている。
My wife got my son several toys. He especially likes the red car.
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My wife got my son several toys. He especially likes the red car.

妻が息⼦におもちゃを買ってあげた。 (ϕ!=ガ) ⾚い⾞を特に気に⼊っている。

関連研究
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• ルールベースの⼿法に基づきゼロ照応解析のタグ付を⾏う研究が⾏われてき
た(Nakaiwa, 1999; Furukawa+, 2017)
• 単語アラインメント、依存構造解析、共参照解析に基づくパイプライン処理

• 各段階でのエラーが伝播するため、精度は⾼くない

nsubj

Coreference

Word alignment



アイデア: ニューラル転移学習
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• 機械翻訳からのニューラル転移学習を提案
• 機械翻訳を事前学習とゼロ照応解析の間の中間タスクとして⽤いる
• エラー伝播を回避

• 英語を⽣成することで、機械翻訳モデルを暗黙的にゼロ代名詞を復元するよう
に学習
• 機械翻訳の際に学習された特徴量がゼロ照応の際に寄与することを期待

• 機械翻訳 (エンコーダ・デコーダ)とゼロ照応解析 (エンコーダ)のアーキテク
チャのギャップに対応するため、BERTベースの⼿法を採⽤
• 破滅的忘却を緩和するため、機械翻訳の学習時にマスク⾔語モデルとも同時に

学習を⾏う
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ベースライン

• 項選択としてゼロ照応解析を解く (依存構造解析における head selectionと類
似) [Ueda+, 2020]
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提案⼿法

Target task (ZAR w/ related tasks)Intermediate task (MT w/ MLM) Pretraining (MLM)



結果
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Web News

Ueda et al. (2020) 70.3 56.7

+ MT 70.5 57.7

+ MT w/ MLM 71.9 58.3

• 機械翻訳はゼロ照応解析に寄与
• マスク⾔語モデルを組み込むことでさらなるゲイン



ケーススタディ
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ゼロ代名詞が正しく翻訳され (the school), 先⾏詞が正しく識別されるように

第七⼗四回全国⾼校ラグビーフットボール⼤会準決勝の五⽇、近鉄花園ラグビー場のスタンド

ϕ!-NOM 同ラグビー場からわずか⼀・五キロの⾄近距離に あり ながら 、

Twenty-two students of Osaka Korean pro-Pyongyang Korean high school students watched the final

at Kintetsu National High Kintetsu National High  School's Hanazono Stadium on Sunday .

Although the school is only about five kilometers away from the stadium ,

it was unable to participate in the tournament because it was treated as a special-needs school.

では⼤阪朝鮮⾼級学校ラグビー 部員 ⼆⼗五⼈が⻘いウインドブレーカー姿で観戦した。

「各種学校」扱いのため⼤会に出場できなかったが、今年ようやく花園への夢が実現した。

OURS
BASELINE

GOLD

Source Text
Translation by model



結論

• 機械翻訳を中間タスクとするニューラル転移学習に基づく⼿法を提案
• 対訳コーパスを⽤いてゼロ照応解析の精度改善が可能なことを⽰した
• 加えて、マスク⾔語モデルとの同時学習でより精度を改善できることを⽰
した

14



15



リサーチ・クエスチョン

• 報告バイアスは⾔語モデルにおける視覚的な属性の表現にどう影響してい
るのか︖
• 報告バイアス: ⼈間は考えを伝えるときに明らかなことについては⾔及しない (e.g. 

バナナ vs. 緑⾊のバナナ)
• 視覚的なモダリティを加えることでこれは変わるのか︖
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データ収集

• ⼀般的な物体とその⾊のアノテーションを収集
• Amazon Mechanical Turk を⽤いた

• ワーカーはある物体を表す語を⽰され、その物体が持つ⾊を11個の⾊の頻度を5
段階で選択

• 全ワーカーの平均を⽤いて分布を計算
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物体のグループ分け

• 仮説: 報告バイアスは全ての物体で⼀様なわけではない
• 1つの⾊で代表される物体 (e.g. レモン) はより顕著に影響されそう

Ø⾊の分布が異なるような物体は報告バイアスによる影響が異なるかどうか
を調べるため、物体をグループ分け
• Single, multi, any-color objects
• e.g.) Single: レモン, Multi: ワイン, Any: ⾞
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テキストにおける報告バイアス

• Freq: テキスト中で各カテゴリの単語が⾊の単語と共起する割合
• 複数の⾊に分布する物体ほど⾊の単語を伴う頻度が⾼い
Ø分布する⾊の種類が少ない物体ほど報告バイアスの影響を強く受ける
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実験
• 事前学習済みモデルが持つ物体の⾊の分布とアノテーション、テキストか

ら計算した物体の⾊の分布の間の相関を調べる
• 順位相関やJSダイバージェンスなどを測定 (今回の発表では順位相関を中⼼に紹介)

• 対象モデル:
• ⾔語モデル (causal language modeling, masked language modeling)
• CLIP (画像とそのキャプションを対応づけるように学習)

• Zero-shot
• ⾔語モデルはラベルを与えなくとも物体の⾊を正しく予測できるか︖
• CLIPは単語を⽣成するよう学習されていないため適⽤不可

• Probing
• 学習済みモデルを固定し、薄い線形層を載せて分布を学習
• CLIPにも適⽤可能
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結果: Zero Shot (1/3)

• ⾔語モデルの出⼒をもとにした各物体の⾊の分布とアノテーション (Human)、
テキスト (Ngrams) における⾊の分布の間の相関を計算
• Humans: アノテーションをもとに分布を計算
• Ngrams: 物体の単語を含む n-gram (n=2,3) に含まれる⾊の頻度で分布を計算

• E.g. (yellow, banana) = 11, (green, banana) = 63, (brown, banana) = 21, …
→ (yellow, green, brown, …) = (0.11, 0.63, 0.21, …)
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結果: Zero Shot (2/3)

• ⾔語モデルの分布とアノテーション (Humans), テキスト (Ngrams) の相関
• Ngrams の⽅が Humans より強い相関

• 報告バイアスの影響を強く受けているテキストでNgramsを計算している
Øそのテキストで訓練した⾔語モデルもまた報告バイアスの影響を受けているためと考えられる
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結果: Zero Shot (3/3)

• グループごとに⾒ると、報告バイアスの影響が強い (=Freq.が低い) グループが相
関が低い傾向

Ø報告バイアスの影響で実世界の分布を近似できていない
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結果: Probing

• 学習済みモデルを固定し、薄い線形層を載せて11クラス分類で学習
• ⼗分な量の学習データが与えられた場合、CLIPが最も良い

Øマルチモーダル学習により報告バイアスを緩和できていることを⽰唆
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まとめ

• テキストだけから訓練したモデルは視覚的な属性に関して報告バイアスの
影響を強く受けている
• こういった影響を調査するためには、⼈間の知覚を正しく反映したデータ

が必要不可⽋
• マルチモーダルで訓練することで⼀部の問題を緩和することができる
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