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手法

AlchemyAPI は Web 全体を継続的に
クロールし、2000 億以上の単語を含
む (Wikipedia の約 285 倍) トレー

ハイブリッド手法の利点
AlchemyAPI の自然言語処理の手法では、言語解析技術と
統計分析技術が単一システムに統合されます。これら 2
つの技術にはコンテンツや個々のユース・ケースによって
利点と欠点があるため、このハイブリッドな手法は業界最
高レベルの利点を生み出します。言語解析は、単語がどの
ように組み合わされて句になり、それらの句がどのように
組み合わされて文になっているかを理解する基本的な文
法手法です。この手法は社説的なテキスト (ニュース記事
やプレス・リリースなど) には効果的ですが、ユーザー生
成コンテンツではスラング、つづりの誤り、イディオムが
含まれることが多く、同様の効果は期待できません。一方
で、統計分析は数学的観点から言語を理解し、
「ノイズが
多い」コンテンツ (ツイート、ブログ投稿、Facebook の状
況アップデートなど) に対しても効果的に機能します。こ
のように、これら 2 つの手法を組み合わせると、さまざ
まなコンテンツに関する正確度を向上させることができ
ます。

ニング・セットを作成します。
感情分析
テキスト分析では、
「感情」は何か (人、製品、組織、場所
など) に対して示された態度や意見を意味します。感情に
は、肯定的 (「この車は素晴らしい」)、 否定的 (「この
車は高すぎる」)、中立的 (「この車は赤い」) があります。
コンピューターがテキストの感情を判別するプロセスに
は、高度なアルゴリズムが必要となります。
正確度の向上
大量のテキストを正確に分析できるソフトウェアを作成
するのは複雑な作業です。AlchemyAPI の感情分析が優れ
ているのは、ハイブリッドな手法と、さまざまな分野から
集められた大量のデータでトレーニングされた大規模な
学習テクノロジーをシステムの基盤としているためです。
これにより、感情をさらに深く理解し幅広い機能を実現で
きるだけでなく、最終的により正確なシステムに進化させ
ていくことができます。

大量の自動学習
AlchemyAPI では、大規模な学習によりデータの真の利点
を発揮できるようになります。AlchemyAPI は Web 全体
を継続的にクロールし、2000 億以上の単語を含む
(Wikipedia の約 285 倍) トレーニング・セットを作成しま
す。AlchemyAPI のシステムは学習アルゴリズムに基づい
ているため、システムに取り込まれるデータの分野の範囲
が広くなればなるほど、新しい話し言葉、イディオム、微
妙な表現をより多く学習できます。
言語は絶えず進化するため、さまざまなデータでシステム
を継続的に再トレーニングし、最新の状態を保つ必要があ
ります。月ごとの Web の再クロールに加え、AlchemyAPI
は主要なソーシャル・メディア・プラットフォームのデー
タ・フィードを監視します。例えば、AlchemyAPI のデー
タ・セットには毎月 10 億以上のツイートが追加されます。
また、AlchemyAPI では 30,000 人を超える API ユーザー
のコミュニティーのデータも使用します。6 つの大陸と多
数の業界から収集して生成されるこの大量のデータ・セッ
トにより、AlchemyAPI は初めて扱うエンティティーやト
ピックであってもより正確に分析できます。
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AlchemyAPI の優れた感情識別の正確度は、サード・パー
ティーの調査によって実証されています。例えば、Meehan
他の論文「Context-Aware Intelligent Recommendation System
for Tourism1」(2013 年) では、5,370 ツイートのコーパス
に対して実施された手動のテストの結果、86.01% という
高い正確度レベルが示されました。正確度は文書の種類や
個々のユース・ケースによって異なるため、お客様は自分
の文書を使用して感情を評価する必要があります。お客様
が個々の実装の正確度を評価できるように、AlchemyAPI
では無料でソフトウェア評価を行っています。
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感情の深い理解
AlchemyAPI では、文書レベル、エンティティー・レベル、
キーワード・レベル、方向性、関係性、ユーザー指定といっ
た、感情分析に関する複数のターゲット・オプションが提
供されます。このきめ細かな感情分析によって、より有用
なビジネス・インテリジェンスが可能となります。

関係性の感情分析
関係性の判別により、テキスト内の主語−述語−目的語の関
係を識別し、主語または目的語ごとに感情を評価できます。
エンティティーとキーワードの抽出を組み合わせると、感
情の関係性は、強力な検索アプリケーションや傾向分析ア
プリケーションの基盤とすることができます。

文書レベルの感情分析
文書レベルの感情は感情分析の最も一般的な形式の 1 つ
で、文書やテキスト・ブロックが肯定的、否定的、または
それらの混合として分析されます。文書では 2 つ以上の
ことが書かれていたり感情が入り交じっていることが多
いため、これはかなり大ざっぱな手法です。

ユーザー指定のターゲット
開発するアプリケーションでは上記のターゲット・オプ
ションのいずれも適切ではなかった場合、AlchemyAPI は
ユーザー指定のターゲットをサポートします。これにより、
任意のターゲットに対する感情を評価できます。
感情の強度
AlchemyAPI のダイナミックな手法により、システムでテ
キストをより深く理解できるようになります。例えば、
AlchemyAPI では以下が理解されます。
 否定: 感情と反対の意味の語。例えば、
「この電話は素
晴らしい」に対し「この電話は素晴らしくない」
 増幅: 感情の強度を強める語。「とても」など。
 軽減: 文の強度を弱める語。
「やや」など。
 強度: 「否定」
、
「増幅」、
「軽減」が、検出された感情の
強度スコアを導き出します。
「このコーヒーは少し甘い」
と「このコーヒーはとてもまずい」の間には大きな違い
があり、強度スコアによってそれぞれの否定文の強度を
示します。

エンティティー・レベルの感情分析
エンティティー抽出の追加により感情分析は一歩前進し、
検出されたエンティティーごとに感情データを作成でき
るようになりました。例えば、ある文が人や製品に関して
否定的な内容を示していても、別のものに関して肯定的な
内容を示していることもあります。Rizzo、Troncy (2011)2、
Saif 他 (2012)3 などのサード・パーティーの調査により、
AlchemyAPI のエンティティー抽出の優れた正確度が実証
されています。
キーワード・レベルの感情分析
抽出されたキーワードごとに感情を評価できるため、例え
ば、ある製品や製品機能に関する感情の理解が可能です。
方向性レベルの感情分析
感情の方向性によって、誰が感情を発しているかが明らか
になります。例えば、ある人が製品について否定的なこと
を話していた場合、製品が否定的に言及されたことだけで
なく、誰が製品を否定的に言及したかも判別します。

AlchemyAPI のダイナミックな手法

により、システムでテキストをより
深く理解できるようになります。
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展望

AlchemyAPI について

感情分析を適切に実行することは複雑なタスクですが、
AlchemyAPI の自然言語処理の革新的な手法と大規模な学
習テクノロジーの導入により、現在だけでなく将来におい
ても、さまざまな業界やアプリケーションで高い正確度を
維持できます。近日予定されている、ディープ・ラーニン
グ機能を備えた AlchemyAPI の感情エンジンのアップ
デートでは、大量のデータ・セットが利用され、さらにス
マートで正確なシステムへと進化します。また、もっと多
くの業界や異なる国でのシステムの利用を可能にするた
めに、追加の言語での開発も行われています。

AlchemyAPI の目的は、ディープ・ラーニング・ベースの
人工知能の進歩を一般に広めて、人間の言語や視覚を理解
する新世代のスマート・アプリケーションを推進すること
です。リアルタイムのテキスト分析とコンピューター・ビ
ジョンのための使いやすい高性能なクラウド・サービスに
より、企業は、膨大な非構造化データをビジネスを推進す
るアクションに変換するのに必要なインテリジェンスを
手にすることができます。AlchemyAPI のソリューション
は、世界 36 カ国のさまざまな業界で働く 40,000 人を超
える開発者によって、何十億ものテキストや画像の処理に
毎月利用されています。詳細については、Web サイト
www.alchemyapi.com をご覧ください。
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