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今日今日の学習目標の学習目標  

1. 講義概要を説明できる。 

2. 本講義で得られる知識・スキル・ 
コンピテンシを知る。 
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分　類 項目名 １．指示待ち行動 ２．自主的行動 ３．卓越行動

傾聴力 他人の意見を聞き、正しく理解し、尊重する

記述力 正しい文章で他人が理解できるように記述する

読解力 記述された内容を正しく理解する

議論力 議論の目標を設定し、それに合わせて議論を展開する

課題発見
現状と目標（あるべき姿）を把握し、その間にあるギャップの
中から、解決すべき課題を見つけ出す

日々の活動の中で問題を発
見することができる

今までになかった新しいアイ
ディアを生み出すことができる

現状を分析し、既存の枠にとらわ
れず独創的に発想できる

課題分析
課題の因果関係を理解し、真の原因を見出す問題を解決す
るために取り組むべき事を抽出することができる

目標を把握し解決すべき課題
を見つけ出すことができる

課題の因果関係を理解し、真
の原因を見出すことができる

複雑な事象の本質を整理し、誰
が見てもわかりやすく構造化でき
る

論理的思考
複雑な事象の本質を整理し、構造化（誰が見てもわかりや
すく）できる。論理的に自分の意見や手順を構築・展開でき
る

解決方法を論理的に考え、手
順を構築できる

目的と目標を設定し、矛盾なく
順序立てて計画できる

計画に基づいて確実に実行し、そ
の結果を正しく評価し見直しがで
きる

学習
専門知識のみならず人文社会に関するものも含めて、幅広
い分野で知識やノウハウを深く習得する

応用力 入手した知識やノウハウを関連付けて活用する

情報収集力
必要な情報を入手し、精査した上で、取捨選択して自分の
ものとする

役割認識
（チームワーク）

チーム、組織の目標を達成するために個人の役割を理解
し、当事者意識を持って行動する

主体性 物事に対して自分の意志・判断で責任を持って行動する

協働
共通の目標を達成するためにお互いの考えを尊重し、信頼
関係を築くような行動をとる

目標設定 自らを高めるための適切な目標を設定する

自己管理
目標達成のために必要な日常生活の管理、ストレスコント
ロールを行い、適時的確な行動を取る

達成志向
普段から新しい目標を求めており、自分で設定してそれを
達成しようと道筋を立て、努力する。改善のための工夫をす
る

グローバル 多様性の理解
国境，人種，文化，専門の壁を越えてコミュニケーションを
取ることができる

複数の視点から多面的客観
的に物事を捉えることができ
る

物事に対して適切に判断して
行動することができる

物事に対して主体的に責任を
持って対応することができる

ストレスと上手に付き合い、それ
による悪影響を最小に抑えるよう
努力している

必要な情報を入手し、その正
しさを自ら判断して取捨選択
できる

継続的に幅広い分野から知識
やノウハウを取り入れている

入手した知識やノウハウを関連
付けて応用できる

チームや組織の目標を達成す
るために個人の役割を理解
し、協働できる

お互いの考えを尊重し、信頼関
係を築いて行動できる

共通の目標を達成するために率
先して行動できる

他人の意見に耳を傾け、内容
を正しく理解することができる

記述された文章や図表を読み、
内容を正しく理解できる

他人の意見あるいは記述された
文章を正しく理解した上で、それ
に対する自分の意見を明確に表
現できる。

画をたて遂行のためにスケ
ジュール意識をもって行動す
る

常に新しい目標を定めて実現
のために努力し、改善のための
工夫をしている

他人に正しく伝わるように、論
理的な文章表現ができる

適切な手段を用いてわかりや
すいプレゼンテーションができ
る

適切な手順・手段を用いてわかり
やすく説明した上で、自分の意見
を効果的に伝えることができる

到達レベルの例

内容・キーワード（定義）

自己実現力

コミュニケー
ション力

問題解決力
（デザイン）

評価項目

知識獲得力

組織的行動
能力

ＣＳの学生に必要なコンピテンシの一覧 

（注）教科書「教えないＰＢＬ」（仮称）より，神沼 他 
p.3 
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自然言語処理（授業概要より）自然言語処理（授業概要より）  

  私たち人間が日常の生活で使用している日本語や英語のことを、
自然言語というが、本講義では自然言語の文を計算機に理解させ
たり、あるいは計算機に文を生成させたりするための基礎技術に
ついて講述する。 

         実例を通じて、単語の認識、文の統語構造解析、意味解析の手
法について分析的に考える。その際、自然言語処理に必要な知識
（辞書・文法など）についても考察するとともに、人間における言語
処理過程についても対照素材として取り上げ、自然言語とその処
理方法についてより深い理解を得ることを目指す。 

          なお、自然言語処理には種々のアプリケーションがあり、それ

らを実現するためには今後どのような技術的課題があるのかもあ
わせて紹介したい。  
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自然言語処理（授業概要より）自然言語処理（授業概要より）  

  私たち人間が日常の生活で使用している日本語や英語のことを、
自然言語というが、本講義では自然言語の文を計算機に理解させ
たり、あるいは計算機に文を生成させたりするための基礎技術に
ついて講述する。 

         実例を通じて、単語の認識、文の統語構造解析、意味解析の手
法について分析的に考える。その際、自然言語処理に必要な知識
（辞書・文法など）についても考察するとともに、人間における言語
処理過程についても対象素材として取り上げ、自然言語とその処
理方法についてより深い理解を得ることを目指す。 

         なお、自然言語処理には種々のアプリケーションがあり、それら

を実現するためには今後どのような技術的課題があるのかもあわ
せて紹介したい。  
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本講義を受けると本講義を受けると……  

 NLPに関する基礎的概念を 
自分自身の言葉で説明できる。 

 NLPの簡単なプログラムを 
自力で書くことができる。 

 形式言語に関する見識を得られる。 

 オートマトンの意義が分かる。 

 “言語”に関する見識が深まる。 

 Prolog言語が学べる。 

 言語処理のツールに詳しくなれる。 

 NLPのアプリケーションが提案できる。 
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本講義を受けると本講義を受けると……  

 NLPに関する基礎的概念を 
自分自身の言葉で説明できる。（試験対象） 

 NLPの簡単なプログラムを 
自力で書くことができる。（試験対象） 

 形式言語に関する見識を得られる。（試験対象） 

 オートマトンの意義が分かる。（試験対象） 

 “言語”に関する見識が深まる。（試験対象） 

 Prolog言語が学べる。（レポート） 

 言語処理のツールに詳しくなれる。（レポート） 

 NLPのアプリケーションが提案できる。 （試験対象） 
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関連授業等関連授業等  
基礎理論 

– 離散数学（論理学） 

– 形式言語とオートマトン など 

関連分野 

– 言語プロセッサ 

– プログラミングの原理と言語 など 

– 音声情報処理 

– 人工知能と感性情報処理 など 

 その他 

– 英語・日本語 など 
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講義の講義のURLURL  

http://kameken.clique.jp/Lectures/ 
Lectures2014/NLP2014/ 
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それでは始めましょう！それでは始めましょう！  
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自然言語処理とは自然言語処理とは  

・「自然言語」 ＋ 「処理」 

 

– 自然言語とは？ 

そもそも言語とは？ 

– その処理とは？ 
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自然言語自然言語  

そもそも言語とは？ 

 

– 人工言語 (artificial languages) 

 ( 形式言語 (formal languages) ) 

– 自然言語 (natural languages) 
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どれが人工言語？どれが人工言語？  自然言語？自然言語？  
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出典：
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ros

etta_Stone.JPG 

public class Client { 

    public static void main(String[] args){  

        Creator a = new ConcreteCreatorA();    

        a.anOperation(); 

        Creator b = new ConcreteCreatorB(); 

        b.anOperation(); 

    } 

} 

For the things we have to learn 

before we can do them, we 

learn by doing them. 

quickSort [x] = [] 

qSort x:xs = qSort smaller ++ [x] ++ qSort larger 

     where 

          smaller = [ a | a <- xs, a <= x ] 

          larger = [ a | a ,- xs, a > x ] 
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人工言語の例人工言語の例  

 人工言語 

– 例：Programming 
languages 

 Algol, Apl, Awk 

 BASIC 

 C,  C++,  C#,  Cobol 

 Eiffel 

 Forth, Fortran, F# 

 Haskell, HyperTalk 

 Java, JCL 

 

 Lisp, Logo 

 Modula-2, Miranda 

 Oberon, Objective-C, 
Ocaml 

 Pascal,  Perl,  PHP, 
PL/I,  Prolog, Python 

 Ratfor, Ruby 

 Simula, Snobol  etc. 

 
p.14 

Q: How many programming   
     languages do you know? 

関連授業：「プログラミングの原理と言語 」 関連授業：「プログラミングの原理と言語 」 
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参考情報参考情報  

 “A History of the History of Programming 
Languages,” Thomas J. (Tim) Bergin, 
Communications of the ACM, Vol. 50 No. 5, 
Pages 69-74(2007). 

p.15 

"If I have seen further it is by standing 

on the shoulders of giants."—Isaac 

Newton, in a letter to Robert Hooke, 

Feb. 15 (1676). 
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自然言語（体系の多様性）自然言語（体系の多様性）  

自然言語 

– 英語(English) 

– ギリシア語(Greek, Ελληνικα)  

– スペイン語(Spanish, Español) 

– 中国語(Chinese, 中文) 

– ドイツ語(German, Deutsche) 

– 日本語(Japanese) 

– フランス語(French, français)など 約数千 

  

   Q: 本当に２千も４千もあるの？ 

     数えてみよう！ 
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How many languages?How many languages?  

 全世界で約２００カ国（国連加盟国は約190カ国） 

– アジア（約５０カ国）  1,013 言語 

– アフリカ（約２０カ国）  2,058 言語 

– オーストラリア（約２カ国） 1,311 言語 

– ヨーロッパ（約５０カ国）        230 言語 

– 南北アメリカ（約２０カ国） 1,013 言語 

      計 6,809 言語!! 

 

(出展) 

  http://www.ethnologue.com/ 
このサイト で是非調べてみてください。 

 

日本は何ヶ国語？ この数字は本当？ 
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自然言語（形態の多様性）自然言語（形態の多様性）  

自然言語 

– 文字言語 (written languages) 

  書き言葉 

– 音声言語 (spoken languages) 

  話し言葉 

– 視覚言語 (visual languages) 

  手話 (sign languages), Icons 
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文字言語（１）文字言語（１）  

 
 

ユ
ク
河
ノ
ナ
ガ
レ
ハ
、
絶

エ
ズ
シ
テ
、
シ
カ
モ
モ
ト

ノ
水
ニ
ア
ラ
ズ
。
澱
ニ
浮

カ
ブ
ウ
タ
カ
タ
ハ
、
カ
ツ

消
エ
カ
ツ
結
ビ
テ
、
ヒ
サ

シ
ク
留
マ
リ
タ
ル
タ
メ

シ
ナ
シ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（鴨
長
明
「方
丈
記
」よ
り
） 
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文字言語（文字言語（22））  
茜
草
指 
武
良
前
野
逝 

標
野
行 

 

野
守
者
不
見
哉 

君
之
袖
布
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

作 

額
田
王 

 
 

 

 
 

 
 

（「万
葉
集
」よ
り
） 
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文字言語（文字言語（33））  

Sous le pont Mirabeau coule la Seine, 

Et nos amour faut-il qu’il m’en souvient, 

La joie venait tousjour après la pein. 

   (「ミラボー橋の下をセーヌは流れ」より) 
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文字言語（文字言語（44））  

Es war einmal ein König in Thule 

Gar treu bis an das Grab, 

Dem sterbend seine Buhle 

Einen goldnen Becher gab. 
                  

                                     （Goethe 「Faust」より） 
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文字言語文字言語(5)(5)  
     Habe nun, ach! Philosophie, 

Juristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie! 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor; 
Heiße Magister, heiße Doktor gar, 
Und ziehe schon an die zehen Jahr 
Herauf, herab und quer und krumm 
Meine Schüler an der Nase herum - 
Und sehe, daß wir nichts wissen können! 

Das will mir schier das Herz verbrennen.  

                  Faustより 

p.23 
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文字言語文字言語(6)(6)  

 Δεν ελπίζω τίποτα. 
Δε φοβάμαι τίποτα. 
Είμαι λέφτερος. 
 
（ I hope for nothing. 
   I fear nothing. 
   I am free. ） 

 

p.24 

出典： 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis 
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文字言語（文字言語（77））  

Τι ωρα εινει; 

Πωλη καλα, εχαρηστω. 
 

你好。我是日本人。 

我想和你在一起。 

 

朝鮮語(ハングル)、ロシア語 など 

何も望まない。 

何も恐れない。 

私は自由だ。 
Copyright© 2014  School of Computer Science, Tokyo University of Technology(Kameda)  



（おまけ）トンパ文字（おまけ）トンパ文字  

p.26 

出典： Wikipedia トンパ文字 http://ja.wikipedia.org/wiki/ 
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音声言語音声言語  

KhoeKhoegowab （ナミビア語？） 

 http://www.youtube.com/watch?v=Nz44W
iTVJww 

 http://www.edsnet.na/Resources/african_la
nguages/Khoekhoegowab.htm ＜＝無く
なった？ 

Copyright© 2014  School of Computer Science, Tokyo University of Technology(Kameda)  
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視覚言語視覚言語  

手話学習支援システム (東京工科大学) 
（http://www2.teu.ac.jp/kmdit/JSL/） 

 NHKみんなの手話 
（http://www.nhk.or.jp/fukushi/min_syuwa/） 

Copyright© 2014  School of Computer Science, Tokyo University of Technology(Kameda)  
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処理対象処理対象  

以下は主として、文字言語とする。 

 （「テキスト処理」ということ。） 
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言語とは？言語とは？  

 そもそも言語とは何？ 

– 思考のための道具 

– 意思疎通のための道具 

– 知識の記述・格納・共有のための道具 

Copyright© 2014  School of Computer Science, Tokyo University of Technology(Kameda)  



p.31 

思考のための道具思考のための道具  

 言語的思考と非言語的思考 

– 数学は記号発明の歴史でもある。 

 分数表記  

 微積分記号  

3

2

Fd
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 (自然言語)処理 

 

文章 内部表現 理解 
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 (自然言語)処理 

 

文章 内部表現 生成 
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 (自然言語)処理 

 

言語表現 内部表現 理解 

＆ 

生成 
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自然言語処理 

＝＞ 自然言語を処理する 

＝＞ テキストを理解・生成する 

 

誰が？ 
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人間における言語処理 

ｖｓ 

機械における言語処理 

Copyright© 2014  School of Computer Science, Tokyo University of Technology(Kameda)  



p.37 

人間における言語処理 

 

機械における言語処理 

認知心理学・ 

脳神経科学 

人工知能(AI)・

自然言語処理
(NLP) 

ｖｓ 
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人間人間  vs vs 機械機械  

人  間 機   械 

 

理解 

 

生成 

大人・子供 

母国語話者 

第二外国語話者 

大人・子供 

母国語話者 

第二外国語話者 

実機ロボット 

知的エージェント 

 

実機ロボット 

知的エージェント 
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（おまけ）（おまけ）  

 モルモットの感情推定に関する研究 

– 鳴き声（voices） 

– 動き（behaviors） 

感情研究のこれまでとこれからを考える 
（日本心理学会第78回大会） 
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NLPNLPのアプリケーションのアプリケーション  

 （各自で調べてみよう！） 

– 機械翻訳 

– カナ漢字変換システム 

– ワープロソフト 

– テキストマイニング 

– 評判分析 

– 情報推薦システム 

– 音声ガイドシステム などなど 
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NLPNLPのプログラム例のプログラム例  

 形態素解析 

– Chasen（京都大学） 

– Juman（京都大学） 

– Mecab (京都大学＋NTTコミュニケーション) 

 統語解析（構文解析） 

– Knp（京都大学） 

 機械翻訳 

– ABS（東京工科大学） 

 その他 

– 未知語獲得システムUWAS-I（東京工科大学） 
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NLPNLP関連のソフトウェア関連のソフトウェア  

 openNLP  http://opennlp.sourceforge.net/ ) 

 Swi-Prolog ( http://www.swi-prolog.org/ ) 
のNLP関連ツール など 

p.42 

Copyright© 2014  School of Computer Science, Tokyo University of Technology(Kameda)  

http://opennlp.sourceforge.net/
http://www.swi-prolog.org/
http://www.swi-prolog.org/
http://www.swi-prolog.org/


p.43 

それではこのようなプログラムのそれではこのようなプログラムの
原理を理解原理を理解し、し、自分でも作れる自分でも作れるよよ
うにがんばりましょう！うにがんばりましょう！  
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参考参考  対話システム（有本先生）対話システム（有本先生）  
 コンピュータと音声や文字などを使って対話をし，あ
たかも人間と対しているかのように，必要な情報を
取り出し，問題を解決するシステムを構築するため
の理論と要素技術について学ぶ．具体的には，対
話システムの構成要素やアーキテクチャについて
概説し，対話のモデル化について解説する．また，
対話システム実装のための標準や技術について実
例を交えて学ぶ．到達目標は，（１）対話システムを
設計するために，人間のコミュニケーションの定式
化手法を理解し説明ができること、（２）現状の音声
対話システムの基本的な構成およびメリット・デメリ
ットについて説明できること、である。 
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参考（続き）参考（続き）  

本講義では今年度は，Virtual Personal 
Assistant (chatbot) の話題も取り上げる。 

 AIML(Artificial Intelligence Markup 
Language)や PandoraBot についても言及
する。  

参考文献： 

– M. F. McTear and Z. Callejas,  

Voice Application Development for Android, 

PACKT(2013). 
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出典等の情報出典等の情報  

p.46 

1. ロゼッタストーン
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosetta_Stone.JPGhttp://www.ethn
ologue.com/ 

2. ACM  Digital Library 

3. 大阪府吹田市緑化公園室公園えとせとら 
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/divkensetsuryokka/ryokkakouen
.html 

4. カンザキスの言葉
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis 
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レポート課題１レポート課題１  

 自然言語処理システムの例をWeb等で
１つ探し、その紹介文を作成しなさい。具
体的には、システム名、システムの概要
、システムの主要機能を簡単に説明して
ください。可能ならば図や写真を添えてく
ださい。A4１枚～２枚程度でOKです。 

 提出日は次回平成26年9月29日（月）と
します。A4レポート用紙を使い、必ず表
紙を付けてください。 
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