
1 

複数の深層学習モデルを組み合わせた自然言語 AI 実装の

一例とモデルの多様性に注目した展望（概報） 
林一夫 

株式会社日本点眼薬研究所 
〒457-0039 愛知県名古屋市南区西桜町７６番地 
Tel: 052-822-5809 FAX: 052-825-0340  
E-mail: k-hayashi@nitten-eye.co.jp  
 
An example of natural language AI implementation 
combining multiple deep learning models and future 
prospects on model diversity (Overview) 
HAYASHI kazuo 
Nitten Pharmaceutical Co., Ltd. 
76 Nishisakuracho, Minami-ku, Nagoya, Aichi 457-0039, Japan  
Tel: +81-52-822-5809 FAX: +81-52-825-0340  
E-mail: k-hayashi@nitten-eye.co.jp  
 
【発表概要】 

 複数の深層学習モデルを組み合わせた自然言語 AI の実装をおこない，内製で実装す

る一例を示した． 
 複数の深層学習モデルを評価する過程において，モデルごとの違いはモデルの個性

と考えうるのではないかという示唆が得られた．モデルの組み合わせによる合議の手

法は，個性を潰しうる平均による評価手法ではなく，個性の多様性を評価する評価手

法とすべきではないかと考えられた． 
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１. はじめに 

 自然言語分野において，深層学習を用

いてテキストの類似度を評価する手法が

存在する．これら手法には Tensorflow な

どオープンソースで公開されているソフ

トウェアライブラリが用いられることが

あり，arXiv や GitHub などで活発な情報

公開がなされている．また，特許調査分

野において，いくらかテキストの類似度

を出力する AI が市販されている． 
 少人数で運用されている知財部門では，

紛争など緊急かつ重要な案件が発生する

と特許調査に十分な時間を裂くことがで

きなくなりえ，その時間はほぼ 0にもな

りえる．テキストの類似度を出力する AI

は，性能は人には及ばないが，特許調査

に必要な時間を削減することができうる

ため，特に，代替手段が乏しい少人数で

運用されている知財部門では高い潜在需

要があると思われる． 
 しかし，現状の市販の AI の一部では，

母集団のダウンロードが必要，設定が必

要，学習終了までの待ち時間が必要，結

果の出力が必要など，人手を要する工程

が多くあり時間削減効率は十分とは言え

ず，また，性能不足は教師データの工夫

により調整するしかなく，潜在的な期待

に対し十分な性能を発揮していると言え

ず，さらに深層学習ではクラウドの使用

を前提とすることが多いためか想定され
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る費用対効果に対し使用費が高額である

など，満たされない課題が残存している． 
 そこでそれら課題に対し対応できるか

検討しつつ，より実用において簡易で時

間削減効率の高い AI，かつ教師データへ

の依存性を低くできる AI を作成すること

を目標に，内製での AI作成を試行した． 
 
２. 目的 

 次を目的とした． 
① 実用においてより簡易で時間削減効

率の高い AI の実装． 
② 教師データへの依存性を低くできる

AI の検討． 
 
３. 実装までの工程 
１ AI について学習．実現可能性の検討． 
２ Python 言語の学習．プログラム作成． 
３ 必要品質の設定．データ収集・モデ

ル構築・検証． 
４ 時間削減効率向上の工夫． 
 
４. 実装結果 
４－１．実装 
１ 0 月目：AIについて学習開始．実現

可能性は十分にあると判断． 
２ 2 月目：Python 言語の学習開始．深

層学習ライブラリとして，簡易かつ充分

と思われた keras を選択．教師データへ

の依存性を低くできうるモデルとして，

事前学習した word2vec モデルを用いたモ

デルを想定． 

5 月目：基本プログラム完成．モデル

検討開始． 

作業時間 100 時間ほど． 
３ 7 月目：必要品質を満たした暫定モ

デル構築．市販 AI を含めた 3モデルを組

み合わせ合議する形式とした． 

作業時間 80 時間ほど 
４ 7 月目：自動化実装．英語・中国語

から日本語への簡易翻訳機能を付与する

ことにより，日本語だけでなく英語，中

国語テキストの判定も可能とした． 

作業時間 10 時間ほど． 
 

 7 ヶ月で目的の実装を達成した．概算

ではあるが，Python 言語の学習から実装

までに要した時間は，200 時間ほどであ

った．プログラム作成と自動化は比較的

容易であったが，必要品質を達成したモ

デルの構築と検証は，試行錯誤が必要で

あり困難であった． 
 

 以上のように，①実用においてより簡

易で時間削減効率の高い AI につき，モデ

ル構築と自動化，翻訳機能付与により，

実装することができた． 

②教師データへの依存性を低くできる

AI については，現時点では十分な検討・

評価ができていない．  
 
４－２．実装の概要 

４－２－１．実装の概要 

・言語: python 

・深層学習ライブラリ：keras(バックエ

ンド Tensorflow） 

・必要品質：評価データを対象とした予

測において，評価上位 20％における再現

率(val_recall)が 90％以上，かつ学習に

おいて loss が収束し Global minimum 近

辺に到達していると想定されること． 
・前処理：特許の名称，要約，請求項か

らなるテキストデータを，英語・中国語

から日本語への簡易翻訳を行った上で，

MeCab を用い形態素に分かち書きした．

分かち書き前後に，最低限の補正とノイ

ズ除去をおこなった． 
・教師データ：正解教師 94 件，不正解教

師 92 件． 
・評価データ：教師データと重複しない，

正解 20 件，不正解 20件． 

・判定母集団：SDI データを想定した，

正解数十件，不正解数千件からなる母集

団． 
・モデル A：keras の tokenizer と

embedding 層を用い，教師，評価，判定

母集団の全体の形態素からそれぞれの形

態素をベクトル化し，maxpooling を１層

目とした 5層構造のネットワークに入力

し，学習・予測を経て，テキスト類似度

評価をえた 
・モデル B：事前学習した word2vec モデ

ルを用い形態素を分散表現ベクトル化し，

maxpooling を１層目とした 5 層構造のネ

ットワークに入力し，学習・予測を経て，

テキスト類似度評価をえた．  
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 word2vec モデルの学習データは，教師

データ等と同一分野であるが重複しない

特許データおよび，日本語 wikipedia よ

りランダムに選択されたデータ，SNS よ

り収集したデータを含む，0.2GB のテキ

ストデータとした． 

word2vec モデルに含まれずベクトル化

できなかった形態素（未知語）のベクト

ルは，正解教師データ全体のベクトルの

平均値を考慮したスカラーをもつベクト

ルとした． 
・モデル C：市販 AI を用い，テキスト類

似度評価をえた． 
・合議：モデル A，モデル B，モデル Cそ

れぞれのテキスト類似度評価につき，評

価上位の任意範囲に対し任意の重み付け

をした後，平均をとり，最終評価とした．  
・自動化：python において RPA(Robotic 

Process Automation)を実現できる

selenium，pyautogui モジュールを使用

し，市販の特許検索ソフトから予め決め

た検索式により検索された最新の判定母

集団をダウンロードし，前処理，各モデ

ルへの受け渡し，各モデル学習・予測，

各モデル評価結果の合議を経て，最終評

価を xlsx 形式にまとめメールに添付し，

特定のアドレスへ送信するまでの自動化

を実装した． 
 

 なお，モデル A，モデル Bの作成にお

いては，kim1)，Dinghan ら 2)を参考とした． 
 

４－２－２．各モデル学習状態の一例 
 図 1,2 にモデル A，図 3,4 にモデル B

の学習状態を示す．図 1,3 は epoch に対

する accuracy の変化を，図 2,4 は epoch

に対する loss の変化を示している．青線

は教師データに対する学習，緑線は評価

データによる評価を示す 

 

 

  
図 1．モデル A の学習状態(accuracy)
（val_recall: 0.975） 

  
図 2．モデル A の学習状態(loss) 

 

  
図 3．モデル B の学習状態(accuracy)
（val_recall: 0.950） 

  
図 4．モデル B の学習状態(loss) 

 
４－２－３．最終評価性能の一例 
 図 5 は，最終評価が高い順に並び替え

た判定母集団に対し，どのタイミングで

どれだけの正解が得られたかを示す． 

図の一例では，評価上位の 15%までに，

正解の 96％が得られている．また，市販

の AI であるモデル C の単独性能よりも，

モデル A，モデル B，モデル C の合議によ

る性能が上回っていることが確認できる． 



4 

 
図 5．最終評価性能の一例 

 
５ 実装において得られた知見から 
 実装過程において次の知見が得られた． 

 

５－１．モデルごとの個性の存在の示唆 
 当初，モデルごとの結果の差異は単純

な性能差であり，最も正解率や再現率が

高いモデルを選択すれば良い，複数のモ

デルを用いる場合は評価の平均を取れば

良い，との認識であった． 

 しかし，同一の教師データと判定母集

団を用いたモデル選定の過程において，

ある判定テキストにおいてはあるモデル

のみが正解する結果が得られ，さらに，

正解率約 90％のモデルで n＝3以上試行

しても同じ結果が得られる現象がみられ

た． 
 このことから，モデルごとの個性とい

うものが存在しており，同じ正解率や再

現率のモデルであっても，正解の範囲が

再現性を持って十分に異なっているので

はないか，またそのことから，より高い

性能を引き出せるのではないか，と予想

した． 

 

 
図 6．個性と性能の概念 

 図 6 はその概念を示したものである． 

 もしこのような個性が存在するならば，

あるモデルが評価した範囲でありかつ他

のモデルが評価しなかった範囲を，排除

すべきノイズであると考え平均や多数決

により除くのではなく，その範囲は別の

視点で得られた正解を含む範囲である，

特定のモデルでしか正解できない問題に

正答した正解を含む範囲である，と積極

的に考え，評価できれば，②教師データ

への依存性を低くできる AI につながる，

より高い性能が得られるはずである． 

 
 そこで，モデルごとの評価に工夫をし

た．各モデルが評価上位とした任意の一

定の範囲に対し，任意の一定の重みを付

与した．たとえば，モデル B に対しては，

モデル Bが 0.8 以上と評価した評価結果

に対し 6倍の重み付けを付与した．この

範囲と重みは，モデルごとの個性を主観

的に仮定し設定した．たとえば，モデル

Bに対しては，このモデルは擬似的な類

義語置き換え能力をもつはずであり，ノ

イズは多いが難解な問題に正解する能力

があるモデルである，との仮説を立て設

定した． 

 

 
図 7．重み付け評価と平均評価 

 
 その結果が図 7 である． 

一例であるが，重みを用いた合議にお

いて，平均だけの合議よりも高い性能が

得られることが示された．  
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 この結果は，モデルの個性を検討する

に十分な示唆であろうと考えられた． 

 
５－２．モデル個性の確認手法の検討 
 モデルの個性を確認するため，次の 2

つの手法を設定した． 

 

・I．モデルが重要と評価した形態素を取

り出し可視化する確認方法 
・II．十分な正解データを集め複数のモ

デルで判定させ，モデルの個性を機械学

習等を用い分類する確認方法 
 

 I について，深層学習を用いた画像処

理の分野では，学習過程においてどの部

分に注目したか可視化する手法がいくら

か存在する．そのうち，モデルの途中か

ら学習結果を取り出す，最も単純な手法

を適用させてみた．しかし，この手法で

は良い結果は得られなかった． 

まず，この単純な手法では，異なるモ

デルで共通した取り出し方法を設定する

ことが困難である．次に，画像では注目

部分が多少異なったとしても同一と認識

しえるが，自然言語では注目部分が多少

でも異なれば形態素が異なる結果となり，

形態素が異なれば同一と認識することは

困難である．たとえこれら形態素が分散

意味表現上において同一の意味を示して

いるとしても，人はそれを形態素のみか

ら把握することはできない．さらに，主

観的確認方法であるため，人の認知バイ

アスも大きく影響するだろう．これらは

今後の課題である． 

 II については，正解データを収集中で

ある．また，ありうる個性として，文の

表記ゆれに強い，単語に強い，特定分野

に強いなどが想定されるが，どのように

分類し確認するか検討中である． 
 
６. 今後の展望 
・1．モデル個性の確認 
 モデル個性の確認を行う 

・2．個性をコントロールできるか検討 
 モデルの個性が確認できたら，モデル

の個性のコントロールが可能か検討を行

う．経験上，初期値，モデル，ミニバッ

チサイズが個性に影響を与えると想定し

ている．word2vec モデルの学習データの

内容と前処理方法も個性に影響を与える

だろう．  

・3．個性の作成 
 BERT など新規なモデルを参照しつつ，

特定の個性を持つ多くのモデルを作成す

る．分野別に異なる学習データを用い事

前学習させた word2vec モデルを用いたモ

デルは，擬似的にフレーム問題を解決で

きる多様な個性を持ちうると期待してい

る． 

・4．個性を考慮した合議手法の検討 
 モデルの個性を評価できうる最適な合

議手法の検討を行う． 

・5．個性を考慮した専用 AI 設計の可能

性 
 目的に応じ，複数の個性から最適な個

性を選択することができれば，目的によ

り適合した評価をする専用 AI ができるか

もしれない 

・6．個性を考慮した汎用 AI 設計の可能

性 
 汎用とは，一般や常識のような大量の

情報から例外を希釈化した集合体から得

られるものではなく，「独立した専用群の

ゆるい集合体」から得られるものである

と信じている．単一の AI では，表現能力

がいくら高くとも，また過学習させても，

一面的な答えしか得られないと考えてい

る．個性を考慮した専用 AI のゆるい集合

の先には，汎用 AI が存在するかもしれな

い． 

 

 
図 8．個性の展望 

 
 これらの過程または先に，②教師デー

タへの依存性を低くできる AI が存在して

いると期待している． 

 
７. おわりに 
 本概報は，200 時間程度の時間をかけ

ることができるならば，内製での実装が
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現実的な解決手段となりうることを示し

た． 
 また，本実装は，市販 AI を組み込むこ

とも可能であり，さらに適切な合議手法

を用いることにより，市販 AI よりも高い

性能を発揮させられうる一例を示した． 
 また，モデルの個性を評価する展望を

示した． 
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