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•  国際会議の賞 3件

•  言語処理学会年次大会賞 6件
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•  情報処理学会山下賞 2件

•  国内若手奨励賞 12件、他
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人の知の活動はすべて編集である	

６４編集技法 （松岡正剛，知の編集工学，2001）

収集，選択，分類，流派，系統，編定，要約，凝縮，
原型，模型，列挙，順番，規則，配置，交換，比較，
適合，競合，共鳴，結合，比較，推理，境界，地図，
図解，注釈，引用，例示，暗示，相似，擬態，象徴，
輪郭，強調，変容，歪曲，不調，諧謔，意匠，装飾，
模擬，補加，削除，保留，代行，速度，構造，形態，
生態，焦点，報道，統御，筋道，脚本，場面，劇化，
遊戯，競技，翻訳，通訳，周期，曲節，総合，創造
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選択	 構造化	 分類	 関係化	 構成	 伝達	



ウェブ・SNS	  
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

:	  positive
:	  negative

過去の動向

言語処理による情報・知識の編集

マーケティング	 コールセンター	

文献・特許検索	議論支援	 法務	

医療・ヘルスケア	

報道メディア	

談
話
解
析	

情
報
検
索	

解
析	

言
語
解
析	

情報・知識の整理・集約・可視化・分析	

知
識
獲
得	

意
味
解
析	

アプリケーション	

解析・集約	

選択	 構造化	 分類	

関係化	 構成	 伝達	
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情報の編集＝組織化

分類による組織化 関係による組織化

同意，対立，根拠 属性 



分類による組織化

靖国神社への首相参拝
に中国が反対している
ことに配慮した。	

地元民は基地に反対し
ていない	

誰が	 賛否	何に	

中国	

地元民	

首相参拝	 反対	

ー	  
（賛成？）	

基地に	

賛否の意見から世の中の関心を掘り起こす	  
（渡邉ら，2013）	



朝日新聞社とライセンス契約（2013）

世の中の関心を自動的に掘り起こす



世の中の関心を自動的に掘り起こす
（  2013年7月26日  朝日新聞掲載）

結果と課題	

•  「児童ポルノ禁止法改正
案」「Ｊリーグの２ステージ
制」など，新聞が取り上げ
ていない話題を抽出	  

• 分析結果がそのまま新聞
記事に掲載された	  

• 賛否を分離して数を出す
ことは出来なかった	  

分析内容	　　　　　　　 記者のフィル
ターを介さずに，ツイートか
ら社会の論点・関心を抽出	



「報道に耐えうる」とのギャップ

	 !
!
!

!

省略、婉曲、皮肉、、、

一方で、手法の透明性も



情報の編集＝組織化

分類による組織化 関係による組織化

同意，対立，根拠 属性 



関係による組織化

イソジンを飲めば甲状腺がんを防げるよ．	

東北太郎(@tohokutaro)	

313人がリツイート	

イソジンの件はデマです．
放射線研究所HPを見て！
http://bit.ly/gQxWZq	

東京花子(@hanatky)	

78人がリツイート	 @tohokutaro これ本当？	

九州一郎(@ichirok)	
ヨウ素を含むうがい薬”飲ま
ない で” (NHKニュース)	  

大阪二郎(@jirosaka)	

反論	

懐疑	

反論	

情報の信頼性をどう担保するか	



関係による組織化
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大阪二郎(@jirosaka)	

反論	

懐疑	

反論	

参照	

参照	

ソースは？	

北海道君(@hokka)	

懐疑	

イソジンを飲んではいけ
ません．	  

厚労省(@mhlw)	

反論	

同意	

新聞で読んでびっくり．	  

中部力(@chuburiki)	

発言	

参照	

反論	

イソジン飲んでみたけど，
超まずかった．	

東京兼(@tkyken)	

消毒薬を服用すると，下
痢・腹痛が発生します．	  

厚労省(@mhlw)	

発言	

発言	

参照	

みんな，これ見て！	

近畿鯛(@kinkidai)	

同意	

同意	

参照	

震災の混乱に乗じた
悪質な流言に注意を	

宮城子(@miyako)	

参照	

同意	

参照	

ちょっとイソジン買ってくる．	  

東海亜(@tokaia)	

同意	

情報社会でもこんなこ
とが起こるとは…．	

山陰塊(@saninkai)	

参照	

同意	



言論マップ

イソジンで被曝を防げる？ 
質問	

被曝を軽減するにはイゾジンがいい 
肯定	

イソジンは被曝対策には使えません 
否定	



平時の一般のトピックでも



同意・対立・根拠の認識

＋存在	  
+	  existence	

−	  存在	  
−	  existence	

コラーゲンをサプリメントで飲んでも、	  
Even when taken as a supplement,	

途中でアミノ酸に分解されてしまうので、	
(collagen) ends up broken down into amino acids so,

肌をきれいにする効果は期待できません。	  
we cannot expect (collagen) to be effective at making skin pretty.
（Φが）	

Collagen has beautiful skin effects.  
コラーゲンには美肌効果がある	

事実性（モダリティ）解析 ＋ 構造的アライメント ＋ 関係パターン認識	



否定文の解析

流出しなかった （流出しなかった）

流出したではないか （流出した）

流出しただけでない （流出した）

流出を防いだ （流出しなかった）

流出を抑えた （流出した，でも少し）

流出を止めたい （流出した，今も流出）

そのイベントは起こったのか起こっていないのか	



根拠	  
evidence	

対立意見の根拠	  
evidence	  of	  	  

opposing	  opinion	

同意・対立・根拠の認識	

＋存在	  
+	  existence	

−	  存在	  
−	  existence	

対立	  
conflict	

コラーゲンをサプリメントで飲んでも、	  
Even when taken as a supplement,	

途中でアミノ酸に分解されてしまうので、	
(collagen) ends up broken down into amino acids so,

肌をきれいにする効果は期待できません。	  
we cannot expect (collagen) to be effective at making skin pretty.

肌を美しくする	  
to	  beau(fy	  skin	

美しい→きれい	  
beau(ful→pre2y	

美肌＝肌を美しくする	  
beautiful skin = to beautify skin

（Φが）	

Collagen has beautiful skin effects.  
コラーゲンには美肌効果がある	

事実性（モダリティ）解析 ＋ 構造的アライメント ＋ 関係パターン認識	



言論マップで利用している語彙知識の例
•  日本語WordNet（Bond+ 2009）： 56,741 synsets，92,241 語

–  過剰： 冗多,過多,冗長,余った,余計,余分
–  効果： 効目,実効,効,利き目,効き目,利き,効力,効き,功能,効能
–  病気 ⇔ 具合い, 丈夫, 健康, フィットネス, 健全, 多幸

•  事象間関係知識（Matsuyoshi+ 2008）： 約140万対
–  <誰か>が<何か>を摂取する − <誰か>が<何か>を取る （上位語） 
–  <何か>が普通だ − <何か>が異常だ （反義） 

•  Wikipediaから抽出した同義語： 113,401 synsets
–  ＨＩＤランプ−高圧放電灯−高輝度放電ランプ
–  バイオ燃料−エコ燃料−バイオエネルギー 

•  Wikipediaから抽出した上位下位関係（Sumida+ 2008）： 約350万対
–  イソフラボン−女性ホルモン様成分
–  キシリトール−甘味添加物

•  文脈類似度に基づく動詞間含意関係（ALAGIN）： 約170万対
–  引き起こす−もたらす， 予防する−防げる， ケアする−防止する



あらゆる命題で



「うがいは風邪を予防する」	

意味論的含意・矛盾	 語用論的効果による同意・対立	

含意	
「うがいをすれば風邪を引かない」	  

同義	
「うがいは風邪を防ぐ」	  
	

矛盾	
「うがいでは風邪予防に効果がな
い」	  

条件付き同意・対立	
「外出後に必ずうがいをすれば風邪予防の効果は見込める」	
	

例示（同意）	
「うがいのおかげで風邪を引いたことがない」	  
逆向き含意	
「うがいは風邪に良い」	  
裏	
「うがいをしないと風邪を引きやすい」	  
比較	
「手洗いよりうがいの方が風邪予防に効果的だ」	  
	

程度制限	
「うがいをすると少しは風邪予防になる」	

例示（対立）	
「うがいをしていたのに風邪を引いてしまった」	

含意・矛盾を超える関係	



「うがいは風邪を予防する」	

意味論的含意・矛盾	 語用論的効果による同意・対立	

含意	
「うがいをすれば風邪を引かない」	  

同義	
「うがいは風邪を防ぐ」	  
	

矛盾	
「うがいでは風邪予防に効果がな
い」	  

条件付き同意・対立	
「外出後に必ずうがいをすれば風邪予防の効果は見込める」	
	

例示	
「うがいのおかげで風邪を引いたことがない」	  
逆向き含意	
「うがいは風邪に良い」	  
裏	
「うがいをしないと風邪を引いてしまう」	  
比較	
「手洗いよりうがいの方が風邪予防に効果的だ」	  
	

程度制限	
「うがいをすると少しは風邪予防になる」	

対立例示	
「うがいをしていたのに風邪を引いてしまった」	

矛盾(著者)＋含意(非著者)	
「うがいで風邪を予防できると聞
いたが，違うと思う」	

同意例示(著者)＋矛盾(非著者)	
「うがいの風邪予防効果は疑問視されているが，少なくとも私
には効果があった」	

13%	 68%	  

10%	9%	



Time	  to	  collaborate	
分類と関係に基づく情報編集	

言語処理技術は着実に進歩	

「報道に耐えうる」とのギャップ	

今の技術と３年５年後の技術	

相談してください。具体例で。	


