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 社会のあらゆる活動の根幹をなすコミュニケーション、そのための最も重要なメディア

は、日本語や英語など、誰もが日常で使っている言語（ことば）です。人が話すこうした

言語を、情報科学ではプログラミング言語などの形式言語と区別して「自然言語」と呼び

ます。本研修では、自然言語で表現され、伝達され、蓄積される情報や知識をコンピュー

タで処理する、「自然言語処理」と呼ばれる知能ソフトウェア技術の研究開発を実際に体

験し、「言葉がわかる」コンピュータ作りの難しさと面白さ、その可能性に触れてもらい

ます。 

 具体的な研究テーマは受講者の興味と実力に応じて話し合いで決める予定ですが、例え

ば次のようなものが考えられます。 

 自然言語処理によるソーシャルメディアの情報分析 例えば、東日本大震災直後にツイ

ッター上に流れた 2億ツイートのデータを対象に、ツイート間の同意・反論等の論理的

関係を自動解析し、可視化する技術を研究開発する（下図）。また、さまざまな意見や

デマ、訂正などの情報がソーシャルメディア上でどのように拡散するかを科学的に分析

する。 

 ウィキペディアを利用した質問応答システムの開発 ウィキペディア日本語 85 万記事

（あるいは英語 400万記事）を自動解析し、そこから構築する知識ベースを用いて自然

言語の質問に自然言語で答えるシステムを試作する。 

 ウェブ上の大量の対話データを利用した自然言語対話システムの試作 ツイッター上

での対話のデータなど、大量の対話データから自然な応答をディープラーニング等で学

習し、自然言語対話ができるシステムを試作する。 

 来年春の学会発表（言語処理学会、情報処理学会など）を目指します。人工知能や言語

処理、コミュニケーションに興味がある人、プログラミングが好きな人、プログラミング

の経験を積みたい人、歓迎します。期間中は各人にノート PC（MacBook Air）を貸与し、

意欲があれば空いた時間にいつでもどこでも課題に取り組める環境を用意します。先輩達

が取り組んだテーマについては本研究室の Webページをご覧ください。 

http://www.cl.ecei.tohoku.ac.jp/index.php?Step-QI%20School 

 

 

言語構造解析による
一般・専門知識の自動獲得

ディープラーニングによる
意味の分散表現の学習

Western Digital disappointed their shareholders this season.

But they toughed out the momentary losses.
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論理仮説推論による
「行間を読む」言語理解

世界最高速の仮説推論エンジン
（判断の根拠を説明できる機械）
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世界最大規模の知識獲得基盤
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「行間を読む」  言語解析	 
判断の根拠を説明できる	 

達成事項

達成事項

達成事項

達成事項

画像との統合理解へ多様な同義・反義関係を計算
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学術文献・特許	 

マスメディア	 

政府・会社	 大学・	
研究機関	 

国民	 

軽量、小型，大容量

メモリー効果が小さい
二次電池の中で最も市場規模が大きい(2012)家電での普及が始まる(1990～)

製造プロセスが複雑で高コスト 現在(2010)の性能は自動車用として不十分

高温下で長時間使用

過充電などを防ぐ保護機構を内蔵した

「電池パック」のかたちで提供

引火したり、爆発する可能性は極めて小さい

トヨタ，リチウムイオン電池搭載の
プリウスαを発売(2011.5)

ローガン空港でボーイング787型機(JAL)の機

体後方の補助動力電源装置が出火(2013.1)

ボーイング787型機(ANA)が機体前方電気室

から発煙，高松空港へ緊急着陸(2013.1)

ボーイング787型機

の運航停止

三菱自動車「アウトランダーＰＨＥＶ」の納車前
の車両で一部が融解(2013.3)

三菱自動車の電気自動車「アイミーブ」の水島
製作所での充電検査で発火 (2013.3)

エアバスは次世代旅客機A350でリチウム

イオン電池の導入を見送る(2013.4)

生産と販売を停止

生産を一時中止

GSユアサ：量産品が提供できるのは

10年後ぐらい(2013.3+10年)

米エナジー・パワー・システムズ：2年ほど前

(2013.4		- 2年)から鉛蓄電池の改良を開始

多くの技術者が輸送業界への普及に

はあと10年(2013.4+10年)以上と予想

世界初、リチウムイオン電池の詳細な充放電メカニズムを解明
(2013.4) Journal	of	the	American	Chemical	Societyオンライン版

原料のリチウムは全量を輸入

産出地域が偏在し、産出量も
僅少(南米・チリの鉱石)

商業的な需給ギャップ懸念

使用済み電池からのリサイクル技術の確立が課題

日鉱金属、早稲田大学、名古屋大学がリサイ
クル技術の実験，実用化へ

海水からのリチウム回収技術の確立が課題

メリット：陸上の推定埋蔵量1,400万トンに対し

て、海水中には2,300億トンも溶けている

デメリット：海水１リットル当たり0.1～0.2ミリグ
ラムと濃度が低い

「海水からの実用的リチウム回収」Journal	of	

Ion	Exchange	2011年学術賞

爆発の危険性
発火、破裂、液漏れ

電池内部の圧力が上昇

過電圧や過充電で過熱

化学的性質

新技術

最近の事件

今後の動向

貿易
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過去の動向

自然言語処理の基礎技術と応用分野
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