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１． はじめに

て損失（Loss）を求めるものである．この損失は，
単語表に登録された単語の確率分布であり，最も

ディープラーニングにおけるリカレント型のニュ

高い確率のものが次に続く単語として選択される．

ーラルネットワーク(RNN)は時系列データ解析に

Time Embedding レイヤは，入力された単語を格納

利用されており，機械翻訳や文章要約などの応
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用が進められている．本研究では，RNN を利用し

り，TimeLSTM レイヤにおいて，時系列に入力さ
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た文書生成について検討する．Python 言語によ

れたデータの学習を実行する．TimeAffine レイヤ

って作成された具体的な RNN による文章作成プ

ts→
は全結合層レイヤであり，Time
softmax with Loss

ログラム 1)を実行し ，その実行性と応用可能性を

レイヤにて，損失関数(softmax 関数＋交差エント

検証する．
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２． 言語モデルのネットワーク構成
本研究では，RNN において，長期的な依存関
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係を学習することが可能な LSTM (Long Short-
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Term Memory) を利用した．また，LSTM レイヤを
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図１：ネットワーク構成
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図２は，LSTM レイヤを多層化したモデルであり，

図１の TimeEmbeddingws
レイヤと TimeAffine レイヤ
の間の構成を示している．モデルの過学習を防ぐ
ために，ランダムにニューロンを選択し，そのニュ
ーロンを無視する TimeDropout レイヤが挿入され
ている．さらに，学習するパラメータを減らすため

図１は LSTM レイヤを単一に構成したモデルで
ある．このモデルでは，入力された単語(ws)に対し

に，TimeEmbedding レイヤと TimeAffine レイヤに
おいて，重みの共有がなされている．

３． 文章生成プログラムの実行と評価
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から 9 個生成するものとなっている．文章生成後
の評価については作成した英文の文法や文脈を
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この出力結果を文法評価したところ，英文とし
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ットワークの場合と変化はなく， 生成された６個の
文書のうち，意味が理解できるものは１つであった．

成を利用した結果が以下のようである．
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