
大学でワクワクするための
いくつかのヒント	

乾 健太郎 （@inuikentaro）!
東北大学 

情報知能システム総合学科	

〜言葉がわかるコンピュータの話とともに〜	



乾 健太郎  （いぬい けんたろう）	

•  県立千葉高校 （1985年卒）#
– ラグビー部 （フルバック）	

•  学生時代#
– 東京工業大学工学部から 

大学院へ#
•  社会人：#

– 東京工業大学 助手#
– 九州工業大学 助教授#
– 奈良先端科学技術大学院大学 助教授#
– 英国Sussex大 客員研究員#
– 東北大学 教授 （2010年〜）#



言葉がわかる  
コンピュータ	
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自然言語処理	







http://www.nttdocomo.co.jp/service/information/shabette_concier/feature/	

ネット情報との仲介も自然言語で	



多様な意見を賛否で整理（東北大）



賛否によるネット情報の自動分析は世界初	
言語処理学会 最優秀発表賞（2010）#
言語処理学会 若手奨励賞（2010）#
CICLing Best Paper Award（2011）#

日経新聞技術トレンド調査 総合3位（2011）#
情報処理学会 山下記念研究賞（2012）	



今日のメッセージ	
自ら問題を考え行動/協働する力を鍛える	

究極の目標は「離見の見」を育てること	

大学（の研究室）はその最良のOJTの場	

人を本当に伸ばすのはワクワクできる何か	

東北大工学部にはその種が詰まっている	

皆さん各自のワクワクを見つけてください	

私のワクワクは言葉がわかるコンピュータ	



何のために大学で学ぶのか？	



大学では何を学べる？ 
～学生の声～	

専門性の高い知識、最先端の技術	

自分で問題を見つけ解決していく方法	

プレゼン能力（自己アピール能力）	

社交性・協調性（人間関係）	

色々な人の考え	

時間の使い方	

社会に出ていくのに必要な知識	



大学とはどういうところ？ 
～学生の声～	

自分の興味のあることを自由に深く学べるところ	

自分から進んで学べるところ	

主体的に学ぶ方法を身に付けるところ	

様々な地域から集まるので人脈を広げられるところ	

メインは勉強だが、何でも自由にできるところ	

自ら楽しもうとすれば楽しいが、そうしなければ楽しくないところ	

学んだことを発展できるところ	

専門知識を学び、様々なスキルを身に付けるところ	



大学とはどういうところ？ 
～大学教員の声～	

自分が学びたいと思えるものを見つけるところ	

自分のやる気に応じて成長できるところ	

様々な可能性を自分で発掘するところ	

自分の考えを正しく伝えるスキルを身に付けるところ	

自分で課題を見つけ、解決する方法を見つけるところ	

学ぶための道具が詰まっているところ	

道具の使い方にも自分なりの工夫が必要なところ	

自由と引き換えに行動に責任を求められるところ	



大学生に望むことは？　  
～企業人の声～	

自分で考え行動する力	

新しいことへのチャレンジ精神	

友人以外の人とのコミュニケーション能力	

自分の考えを持ちつつ柔軟に対応できる力	

授業以外の学び方（自分で学ぶ方法）の修得	

世のため人のために働くという意識	

勉強だけでなく、様々な社会経験を積むこと	

すぐにあきらめない忍耐力	
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「企業の採用と教育に関するアンケート」　ｂｙ 経済同友会	

大学生に望むことは？  
～新卒採用時の重点項目～	



問題を考えるところから	
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これまでと違う筋肉を鍛える  
ことが求められている	

どうすればいいか？	



趣味はたのしいもの	 勉強はしないと 
いけないもの？	



わくわくできれば人は伸びる



工学にはわくわくが詰まっている 
たとえば、Watson 開発チーム	

http://www.youtube.com/watch?v=Wq0XnBYC3nQ	



わくわくできれば人は伸びる



大学の研究室はわくわくが詰まった場所	



講義室での学びと研究室での学び	

講義室で講義を聴く （多人数）	 研究室で研究する （少人数）	



乾の青春	

県立千葉高校 （1985年卒）#
– ラグビー部 （フルバック）	

大学受験#
営業、企画、コンサルティング#
– 某私立大学経済学部#
– 某私立大学商学部#
– 某私立大学経営学科#

浪人(;｡;)	 
「情報を勉強してから文系就職しよう」#

東京工業大学工学部情報工学科#
自然言語処理との出会い、悩んだ末、大学院へ#

→	  理転	



大学の研究室で研究する
とは何をすることか？	

卒業研究、大学院での研究	



言葉がわかる  
コンピュータ	

28	

自然言語処理	



「言葉がわかる」とは？  
単語を知っている、単語に分けられる	

そのひとことで元気になった。	

その　ひ（日）　と　こと　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひとこと　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひと（人）　こと（事）　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひとこと　で　元気　になっ（担っ）　た　。	

その　ひ（火）　とこ（床）　と　で　元気　に　なっ　た　。	

その　ひとこと　で　元　気　に　なっ　た　。	



「言葉がわかる」とは？  
構文構造（修飾関係）がわかる	

（名詞）と（名詞）に（動詞）#

彼女 と 仙台 に 行きました	

彼女と  仙台に  行きました	

I visited Sendai with her	

盛岡 と 仙台 に 行きました	

I visited Mori. and Sendai	

盛岡 と 仙台 に 行きました	



どうやってコンピュータに
言葉を教えるか	



言語とは、コミュニケーションのための記号の体系である...	

自然言語処理は、人間が使っている言葉をコンピュータに...	

落語は、江戸時代の日本で成立し、現在まで伝承されて... 	

都市に人口が集積することによって芸能として成立した。	

基本戦略①	  
たくさんの例題を与えて規則性を学ばせる	

例題と答え（教師データ）	

規則性（答えの傾向）	

• 名詞の後には助詞が一番続きやすく，つぎに名詞が続きやすい 
• 助詞の後には名詞が一番続きやすく，つぎに動詞が続きやすい 
•  「が」「を」「に」「で」という文字は助詞になりやすい 
• 長い単語が候補にあるなら、短い単語に細切れにするよりも良い	

言語  と  は  、  コミュニケーション の ため の 記号 の 体系  で  ある	

自然 言語 処理 は  、 人間 が 使っ  て  いる  言葉 を コンピュータ に	

落語  は  、 江戸 時代 の 日本 で 成立  し  、  現在 まで 伝承  さ   れ 	

都市 に 人口 が 集積 する こと に よっ  て  芸能 と  し  て  成立 し た	

名詞	 助詞	助詞	記号	 名詞	 名詞	助詞	 助詞	 助詞	名詞	 名詞	助動詞	助動詞	

名詞	 名詞	 名詞	 名詞	 名詞	 名詞	助詞	記号	 助詞	助詞	 助詞	助動詞	助動詞	動詞	

名詞	 名詞	 名詞	 名詞	 名詞	サ変	記号	助詞	 助詞	 助詞	 動詞	記号	 助詞	 サ変	 助動詞	

名詞	 名詞	 サ変	   サ変	 サ変	動詞	動詞	 名詞	助詞	 助詞	 助詞	動詞	 動詞	助詞	 助詞	 助詞	助詞	

動詞	

統計解析（機械学習）	



• 名詞の後には助詞が一番続きやすく，つぎに名詞が続きやすい 
• 助詞の後には名詞が一番続きやすく，つぎに動詞が続きやすい 
•  「が」「を」「に」「で」という文字は助詞になりやすい 
•  「なる」という動詞は「になう（担う）」という動詞よりも出やすい 
• 長い単語が候補にあるなら、短い単語に細切れにするよりも良い	
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大問題 
単語の組み合わせ → 多すぎる！	

（名詞）と（名詞）に（動詞）#

彼女 と 仙台 に 行きました	

彼女と  仙台に  行きました	

I visited Sendai with her	

盛岡 と 仙台 に 行きました	

I visited Mori. and Sendai	

盛岡 と 仙台 に 行きました	

10万種類	 10万種類	 1万種類	



基本戦略②	  
単語の出現傾向を大量のデータから獲得	

彼女と  仙台に  行きました	

「彼女と行く」 はよく言う（560万回）#

「盛岡や仙台」 はよく言う（20万回）#

盛岡 と 仙台 に 行きました	彼女 と 仙台 に 行きました	

「彼女や仙台」 は言わない（4回）#

盛岡と  仙台に  行きました	

「盛岡と行く」 は言わない（23回）#



基本戦略②	  
単語の出現傾向を大量のデータから獲得	

「彼女と行く」 はよく言う（560万回）#

「盛岡や仙台」 はよく言う（20万回）#

「福島と行く」 は言わない（24回）#

「彼女や仙台」 は言わない（4回）#

インターネット	

単語の出現傾向	

（億単位の文書集合）	

自動獲得	



研究は「本当に必要な筋肉」を鍛える
最良のOJT#（on-‐the-‐job	  training）	

考える 

話し合う 

調べる 

学ぶ 
試す 

作る 見る 

伝える 
楽しむ 



考える 
•  「自分で考えなさい」#

– 「人に頼るな」#
– 「鵜呑みにするな」#

•  人のアタマを使って考えよう#
– キャッチボールから生まれる#
– 別の見方があることに気づこう#

•  Critical Thinking（批判的思考） 
– 正しい vs. 間違い　ではない！#
– 質問（コメント）しよう#

→	  無理	



思考のAND/ORグラフ 



離見の見  

目前心後と云事あり。「目を前に見て、心を後に置け」
となり。  

見所より見る所の風姿は、我が離見也。しかれば、我が
眼の見る所は、我見也。離見の見にはあらず。離見の見
にて見る所は、則、見所同心の見なり。其時は、我姿を
見得する也。我姿を見得すれば、左右前後を見るなり。
しかれ共、目前左右までをば見れども、後姿をばいまだ
知らぬか。後姿を覚えねば、姿の俗なるところを（わき
まえず）。  

世阿弥  「花鏡」より  

h5p://www.airplanelabel.com/
ougonka/introduc@on/ms.html	



そんなに簡単ではない 
もちろん，そうはうまく行かない#

進むべき方向がわからなくなったり、  
問題が多すぎて途方に暮れることもある#



頼りにできるのは 
•  エネルギー源は面白いと思える
知的好奇心 
– だからわくわくできるものを見つける

ことが大切#

•  気持ちを支えるのは目的意識 
– 問題解決が目的ではない#
– 「経験が成長につながる」と考えよう#

•  方向性を支えるのは仲間と見聞 
– ヒントは自分の外にある#



東北大学工学部には  
そのための理想的な環境があります	





２年次	

エネルギー	
インテリジェンス	

	

電力、超伝導、	
電気自動車、	

システム制御、	
ロボット	

コミュニケーション	
ネットワーク	

	

アンテナ、放送、	
無線、光通信、	

携帯電話、	
ネットワーク	

情報知能システム総合学科の７コース

情報ナノ	
エレクトロニクス	

	

半導体、	
ハードディスク、	

液晶ディスプレイ、	
ナノテク、	
メディカル	

応用物理学	
	
	

超伝導、	

光ファイバー、	
熱電材料、	

磁気メモリー、	
生体分子モーター	

コンピュータ	
サイエンス	

	

ハードウェア、	
ソフトウェア、	

情報処理技術、	
情報処理デバイス、

プログラミング	

知能	
コンピューティング	

メディカルバイオ	
エレクトロニクス	

電気	 通信	 電子	 応用物理	 情報	

全コース共通	

エネルギーインテリジェンス	

コミュニケーションネットワーク	

情報ナノエレクトロニクス	

メディカルバイオエレクトロニクス	

応用物理学	

コンピュータサイエンス	

知能コンピューティング	

１セメ	 ２セメ	 ３セメ	 ４セメ	 ５セメ	 ６セメ	 ７セメ	 ８セメ	

１年次	 ３年次	 ４年次	

エネルギーから電子機器、通信、ソフトウェア、 
医療機器まで、幅広く学べます	



工学、情報科学から医工学まで	
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全コース共通	

情報知能システム総合学科 大学院 



八木･宇田アンテナ （八木博士，宇田博士，1925）	

•  世界中で最も用いられているテレビ用アンテナ	

分割陽極マグネトロン （岡部金治郎博士，1928）	

•  電子レンジで使われるマグネトロンの原型	

電子管・半導体 （渡邉寧博士）	

•  ブラウン管や半導体集積回路の基礎	

光通信３要素 （西澤潤一博士）	

•  フォトダイオード、半導体レーザ、光ファイバ	

垂直磁気記録 （岩崎俊一博士）	

•  大容量ハードディスク装置として世界中で使用	

情報知能システム総合学科  
世界を変えた数々の研究	



情報知能システム総合学科から 
広がる活躍の場	



情報知能システム総合学科から 
広がる活躍の場	



ワクワクを見つけよう
そして、挑戦しよう



オープンキャンパス（7月30，31日）	



今日のメッセージ	
自ら問題を考え行動/協働する力を鍛える	

究極の目標は「離見の見」を育てること	

大学（の研究室）はその最良のOJTの場	

人を本当に伸ばすのはワクワクできる何か	

東北大工学部にはその種が詰まっている	

皆さん各自のワクワクを見つけてください	

私のワクワクは言葉がわかるコンピュータ	



今の私のわくわく



* 0	  5D	  3/4	  3.287031	  
米 	　　名詞,固有名詞,地域,国,*,*,米,ベイ,ベイ,, 	  B-‐ORGANIZATION	  
航空 	　　名詞,一般,*,*,*,*,航空,コウクウ,コークー,, 	  I-‐ORGANIZATION	  
宇宙 	　　名詞,一般,*,*,*,*,宇宙,ウチュウ,ウチュー,, 	  I-‐ORGANIZATION	  
局 	　　名詞,接尾,一般,*,*,*,局,キョク,キョク,, 	  I-‐ORGANIZATION	  
は 	 助詞,係助詞,*,*,*,*,は,ハ,ワ,, 	  O	  
*	  1	  2D	  1/2	  1.773937	  
太陽系　　名詞,一般,*,*,*,*,太陽系,タイヨウケイ,タイヨーケイ,, 	  O	  
外 	　　名詞,接尾,一般,*,*,*,外,ガイ,ガイ,, 	  O	  
に 	　　助詞,格助詞,一般,*,*,*,に,ニ,ニ,, 	  O	  
*	  2	  3D	  1/1	  0.000000	  
存在 	　　名詞,サ変接続,*,*,*,*,存在,ソンザイ,ソンザイ,,	  O	  
する 	　　動詞,自立,*,*,サ変・スル,基本形,する,スル,スル,, 	  O	  
*	  3	  4D	  2/3	  0.000000	  
観測 	　　名詞,サ変接続,*,*,*,*,観測,カンソク,カンソク,, 	  O	  
史上 	　　名詞,一般,*,*,*,*,史上,シジョウ,シジョー,, 	  O	  
最小 	　　名詞,一般,*,*,*,*,最小,サイショウ,サイショー,, 	  O	  
の 	　　助詞,連体化,*,*,*,*,の,ノ,ノ,, 	  O	  
*	  4	  5D	  0/1	  0.000000	  
惑星 	　　名詞,一般,*,*,*,*,惑星,ワクセイ,ワクセイ,, 	  O	  
を 	　　助詞,格助詞,一般,*,*,*,を,ヲ,ヲ,,	  O	  
*	  5	  -‐1D	  1/2	  0.000000	  
発見 	　　名詞,サ変接続,*,*,*,*,発見,ハッケン,ハッケン,,	  O	  
し 	　　動詞,自立,*,*,サ変・スル,連用形,する,シ,シ,, 	  O	  
た 	　　助動詞,*,*,*,特殊・タ,基本形,た,タ,タ,, 	  O	  
	  。 	　　記号,句点,*,*,*,*,。,。,。,,	  O	  
EOS	  

固有表現抽出	

係り受け	  
解析	

米航空宇宙局は太陽系外に存在する観測史上最小の惑星を発見した。	

述語	

項

項

項

述語	

ガ	

ヲ	

ニ	

ガ	

（発見する）	

（存在する）	 述語-‐項	  
構造解析	

自然言語処理　　実際の解析例	



週末に母とやなぎに行ってみました。 
私は評判のきつねうどんを頼んだの
ですが、期待通りの味に大満足。	

やなぎはうどん屋の名前	

私はきつねうどんを食べた	

味はきつねうどんの味	
大満足は美味しかったってこと	

やなぎに行ったのは母と私	

いたる所に省略が...	



ガッカリ	

「行間を読む」
常識に基づく推論	

庭に洗濯物を干す	 雨が降る	

庭に洗濯物を干したとたんに雨が降ってきた	

常識的な 
知識	

〈洗濯物を干す〉 〈洗濯物を乾かす〉 目的	

〈晴れ〉 〈洗濯物が乾く〉 条件	

乾
・岡崎	  
研究室	



大問題！ 
膨大な常識をどうやって集めるか	

•  「作品の著者」は「作品を書いた人」のこと#
•  「うどん」は，「レストラン（うどん屋）で食べる」#
•  「レストラン」では，「料理を注文」して，しばらく 

すると料理が「出て」きて，それを「食べる」#
•  「洗濯物を干す」目的は「洗濯物を乾かす」こと#
•  「洗濯物が乾く」条件は「晴れている」こと#

言葉の理解に必要な知識	



常識をウェブから自動で集める	

天気が良いので，洗濯物がよく乾く	
最近，晴れが続いているので，洗濯物がよく乾く	

日が当たらないので，洗濯物が乾くのもままならず	
お天気は晴れマークが多かったから，洗濯物が乾く	

湿度はなかったから，洗濯物が乾く	
今日は，空気が乾燥していて，洗濯物がよく乾く	

梅雨空が続いたため，洗濯ものが乾かず	

天気が良い（晴れる） → 洗濯物がよく乾く	



天気が良いので，洗濯物がよく乾く	
最近，晴れが続いているので，洗濯物がよく乾く	

日が当たらないので，洗濯物が乾くのもままならず	
お天気は晴れマークが多かったから，洗濯物が乾く	

湿度はなかったから，洗濯物が乾く	
今日は，空気が乾燥していて，洗濯物がよく乾く	

梅雨空が続いたため，洗濯ものが乾かず	

天気が良い（晴れる） → 洗濯物がよく乾く	

自然言語処理から人工知能に

ブレークスルーを	



母とやなぎに行った。　評判のきつねうどんを頼んだ。 期待通りの味に大満足。	

何かを食べるならば，何かを頼む 
食べ物がおいしいならば，満足する 
美味しいと聞いたならば，期待する 

店の食べ物が美味しいならば，それを食べに行く 
うどんを食べるならば，うどん屋に行く	

: 

「行間を読む」仮説推論	

やなぎはうどん屋の名前	

私はきつねうどんを食べた	

味はきつねうどんの味	
大満足は美味しかったってこと	

やなぎに行ったのは母と私	

常識的知識	



「行間を読む」仮説推論	

私(x) ∧ やなぎ(y) ∧ 行く(e1, x, y) ∧ 評判(e2, z) ∧ きつねうどん(z) ∧ 頼む(e3, x, z) ∧ 期待通り(e4, v) ∧ 味(v) ∧ 満足する(e5, x, v)	

店(w) of(w, z) 行く(u2, x, w)	

食べる(u1, x, z)	

美味しい(u3, z) 聞いた(u4, x, e7)	

食べ物(v)	やなぎはうどん屋 
の名前	

私はきつねうどんを食べた	
味はきつねうどんの味	

大満足は美味しかったってこと	

何かを食べるならば，何かを頼む 
食べ物がおいしいならば，満足する 
美味しいと聞いたならば，期待する 

店の食べ物が美味しいならば，それを食べに行く 
うどんを食べるならば，うどん屋に行く	

: 

常識的知識	

母とやなぎに行った。　評判のきつねうどんを頼んだ。 期待通りの味に大満足。	

世界最速の説明推論システムを開発（東北大）	



仮説推論による文章解釈の様子	



コミュニケーション
あらゆる社会活動の根幹	

最も重要なメディアは 

言語  （ことば）



https://twitter.com/	



https://twitter.com/	



ソーシャルメディアの爆発的普及	

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/itweek12/20120511_532162.html	



自然言語処理で地球規模の  
コミュニケーションを仲介	

言葉が少しわかる 
コンピュータ 



言論マップで少数意見を掘り起こす





震災直後に流れたデマ	



デマを否定する情報も	



震災後のﾂｲｰﾄを言論マップで調べる	

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	
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_____	  
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	  	  	  _____	  

	  
	  

現在の	  
Web空間	  

ハイパー	  
リンク	  

ハイパー	  
リンク	  

まとめ	

デマ	
中和情報	

中和情報やまとめ情報が 
誤情報を見ている人に伝わらない！	

ネットの情報伝達の形を変える	
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	  	  	  _____	  
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_____	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ②	  
	  	  	  _____	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ③	  
	  	  	  _____	  
_____	  

	  

現在の	  
Web空間	  

ハイパー	  
リンク	  

ハイパー	  
リンク	  

ネットの情報伝達の形を変える	

まとめ	

デマ	
中和情報	

	  	  	  	  	  	  	  	  ①	  
	  	  	  _____	  
_____	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  _____	  

	  
批判	   賛成	  

対立	  
発信	  

まとめ	

デマ	
中和情報	

論理的な	  
言論空間	  



深海魚油 
ソフトカプセル 

○○社によって製造された深海
魚油のソフトカプセルです。... 
 
主な成分であるω-3脂肪酸は，
血液のより良い循環を促進し，
高コレステロールの改善，血栓
の防止，高血圧の改善，心臓の
健康維持をサポートします。ま
た、双極性障害，ADHDの改善
に有効です。 

Deep	  sea	  Fish	  Oil	  
So]	  Capsules	  

[ロイター]  英国で行われた研究によると、
魚油に含まれるオメガ３脂肪酸は、心臓の
健康のためには良いが、脳の機能を高める
効果はないという。ロンドン大学の研究者
らが専門誌「アメリカン・ジャーナル・オ
ブ・クリニカル... 

魚油のオメガ3脂肪酸、頭を良
くする効果ない＝英研究 

[独立行政法人 国立栄養研究所] 
小児のADHDは血中DHAレベルの低さと
関連があるが、 DHAは小児の注意欠陥多
動性障害(ADHD)に対して、経口摂取で効
果がないことが示唆されている。DHAを1
日あたり345mg摂取しても改善はみられ
なかった... 

健康食品データベース DHA.. 

生活習慣をサポートする 
『オメガ3脂肪酸 （後編）』 
[サプマートUSA] ... ADHD、統合失調症、
アルツハイマー疾患のような精神・認知に
関する疾患を患う人は、血中のオメガ3脂
肪酸レベルが低い人が多いことから、この
ような精神・認知に関係する疾患に対し、
オメガ3脂肪酸は有効性が期待できます。... 
 

「ω-3脂肪酸はADHDの改善に有効です」の対
立ページ 

「ω-3脂肪酸はADHDの改善に有効です」の根
拠ページ 

対立	  

根拠	  

Web上の情報伝達を変える	
「裏を取る」作業を支援	



言葉がわかるコンピュータは 
どこまでできたか	

ビッグデータの時代 （大情報流通社会）	

大規模コミュニケーションの支援が必要	

カギは自然言語処理による情報の仲介	

文の解析は結構できるようになってきた	

言葉がわかる機械の実現は簡単でない	

最大の技術課題は知識のボトルネック	

ビッグデータからの知識獲得で技術革新	


