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双極空間への埋め込みを利用した文書識別
Document Classification using Poincare Embeddings
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Abstract: Document classification is an important task, however document vectorization methods are often
in the Euclidean space. In this study, we vectorized documents on Poincare space and evaluated the
classification performance.

1. はじめに
人手には負えない膨大な数の文書（テキストデー
タ）を扱う方法として、機械学習を用いた文書分類
が挙げられる。機械学習を用いた文書分類の際には
対象の文書をベクトル化することが必要となる。こ
のベクトル化手法には多種の手法が提案されている
が、その中でも精度の高いものとして state-ofthe-art を記録した Mekala ら[1]の SCDV や、その手
法の前身である Vivek ら[2]の BowV がある。これら
の手法は最初に単語ベクトルを作成し、クラスタリ
ング、スパース化など複数のステップと経て文書ベ
クトルを作成する方法だが、いずれもユークリッド
空間への埋め込みで作成される文書ベクトルである
といえる。一方で、対象のベクトル化手法として、
Nickel ら[3]の ponicare embeddings をはじめとす
る双曲空間への埋め込みが注目されている。この手
法は、従来の多くが対象データをユークリッド空間
に埋め込むことでベクトル化していたのに対し、非
ユークリッド幾何である双曲空間に埋め込むことで
ベクトル化する。この手法では双曲空間と階層構造
や木構造をもつデータとの親和性により、階層的な
構造をもつデータを効率よく取り込むことができる。
実際に Nickel[3]は、WordNet で定義される単語の上
位下位の階層関係を 5 次元の双曲空間に埋め込むこ
とで、200 次元のユークリッド空間に埋め込んだ場
合より高い精度を示した。
Nickel ら[3]が、ponicare embeddings の手法を階

層構造を持つ有向グラフである wordnet や無向グラ
フである ASTROPH などの共著ネットワークに用いた
のに対し、双曲空間の埋め込み手法をテキストに用
いる研究も複数存在するが、文書識別に利用した例
は 少 な い と 言 え る 。 本 研 究 で は 、 poincare
embeddings を利用した文書ベクトル化手法を提案
し、提案手法を用いた際の文書識別性能の評価を
20news group dataset を用いて行った。

2. 関連研究
poincare embeddings は Nickel ら[3]が提案した、
双曲空間のモデルの一つであるポアンカレボールモ
デル上でのベクトル表現獲得手法である。poincare
embeddings を用いることで、Nickel ら[3]は wordnet
などのグラフデータをユークリッド空間でのベクト
ル化に比べて高精度かつ低次元で、ベクトル化した。
その後も pooincare embeddings に続く形で、双曲空
間での埋め込みを利用するような研究が多数行われ
ている。
自然言語処理に利用した研究としては、Tifrea ら
[4]や Leimeister ら[5]、Dhingra ら[6]、Chen ら[7]
などがある。Tifrea ら[4]や Leimeister ら[5]は双
曲空間上での単語の分散表現の獲得を目的としたも
のであり、文書識別タスクは行っていない。Dhingra
ら[6]や、Chen ら[7]では事前に汎用的なコーパスで
学習した単語ベクトルを用いて文章識別や文書識別
に取り組んでいるが、本研究では、Mekala ら[1]の
SCDV や、Vivek ら[2]の bowv と同じく、識別対象の
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文書群から単語ベクトル、文書ベクトルを作成して
文書識別を行うことを目指す。

3. Poincare embeddings を利用した
文書ベクトル化手法

モデルで定義される距離を用いた場合の方が低次元
でも精度を保つことが確認できた。これは Nickel
[3] ら の 報 告 と も 一 致 す る 。 こ の こ と か ら も 、
poincare embeddings で効率的に単語・カテゴリの
関係が学習されることが期待される。

3.1 各単語のベクトル化
はじめにテキストから poincare embeddings を利
用して単語のベクトル化を行う。単語のベクトル化
にあたっては、Dhingra ら[6]と同様にテキスト中の
指定ウィンドウサイズ以内で共起した単語の共起関
係 の グ ラ フ を 学 習 デ ー タ と し て 、 poincare
embeddings の手法を適用する。今回ウィンドウサイ
ズは Dhingra ら[6]と同じく 5 とした。損失関数は
Nickel ら[3]や Dhingra ら[6]と同じく、(1)、（２）
式で定義されるものを扱う。ただし、学習データに
共起する（単語、単語）の組に加えて、
（単語、その
単語が出現した文書カテゴリ）の関係も学習データ
に与えて学習させた。
カテゴリと単語との関係も学習させるのは、次の
工程で文書をベクトル化するにあたって、より文書
識別しやすいような単語ベクトルのベクトル表現を
得るためである。Nickel [3] らや Dhingra ら[6]の
報告にあるように、中心付近に多くの単語と共起す
るような上位語が、円周付近には少数の単語と共起
するようなより具体的な単語が配置されるのであれ
ば、各カテゴリベクトルの近傍かつ円周側に各カテ
ゴリの特徴語が集められ、逆に複数のカテゴリにま
たがって出現するようなカテゴリよりも上位と言え
るような単語については、各カテゴリベクトルより
も原点付近に配置されるのではないかと考えられる。
実際に、予備実験として Reuter21578 データセット
のサブセットを用いて単語・カテゴリの関係を学習
させ、2 次元の埋め込み表現を可視化したものが図
１、図 2 である。図 1 は各カテゴリの文書にのみ出
現した単語の単語ベクトルをプロットしたものであ
り、図 2 は得られた単語ベクトルから 3.2 で述べる
手法で作成された文書ベクトルをプロットしたもの
である。カテゴリごとに特徴語、文書ベクトルの分
布が分離していることが確認できる。
また、単語カテゴリ間の学習で得られるベクトル
表現について、ポアンカレモデルで定義される距離
である(2)式を用いた場合と通常のユークリッド空
間で定義される距離を用いた場合との比較が図３に
あたる。比較にあたっての評価指標には、Nickel [3]
らや Dhingra ら[6]と同じく mean rank を使用した。
ベクトルの次元数を変化させたところ、ポアンカレ

L= −

∑ 𝑙𝑜𝑔
(𝑢,𝑣)∈𝐷
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3.2 各文書のベクトル化
各文書のベクトル化にあたっては、文書内単語の
単語ベクトルの中点をもって、その文書のベクトル
とした。具体的には (3),(4)式で表されるポアンカ
レモデル上での中点の式を利用することで文書をベ
クトル化している[8]。
𝑛
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4. 実験手順
poincare embeddings を利用した文書識別性能を
評価するにあたって、文書識別の標準的ベンチマー
クデータである 20news group datasets を用いた。
比較対象の base line としては、skipgram negative
sampling で得た単語ベクトルに対して、同じく文書
内単語の単語ベクトルの平均による文書ベクトル化
を用いている。文書識別にあたっての分類器には
baseline には svm を用いるが、poincare embeddings
を利用した文書ベクトル化に対しては、Cho ら[9]の
hyperbolic svm（以下 hsvm）を使用した。なお、実
験にあたっては Agibetov ら[10]の python 実装の
hsvm を用いている。なお、単語ベクトルは 200 次元
で作成している。
学習・テストデータの分割は 7:3 とし、学習デー
タの 2 割をバリデーション用のデータとしてハイパ
ーパラメータのチューニングの調整に使用した。

5. 実験結果及び考察
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識 別 性 能 の 評 価 結 果 を 表 １ に 示 す 。 skipgram

negative sampling を用いた場合に、及ばない結果
となった。Nickel [3]らの報告にもあるように、次
元数が多いため、あまり euclidean と poincare での
の精度差が出なかったことが考えられる。
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図１

Reuter21578 上位 10 カテゴリでの 2 次元

poincare disc 上での各カテゴリの特徴語の分布。▲が
カテゴリベクトルを、そのほかの点が各カテゴリに
のみ出現した単語の単語ベクトルを表す。

図２

Reuter21578 上位 10 カテゴリでの 2 次元

poincare disc 上での文書ベクトルの分布。中心付近の
大きい丸は各カテゴリベクトルを、そのほかの小さ
い点は単語ベクトルから作成された各文書ベクトル
を表す。
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図 3 単語・カテゴリ間の学習時の mean rank の比較。
5,10,20 次元でのベクトル化にあたって、ポアンカレ
モデル、ユークリッドそれぞれで定義される距離を
用いた場合の mean rank の推移を表す。
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