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ことばとは，人と人のコミュニケーションに用いられる道具である。人間がこ

とばを身につけることはとても容易で，特別な才能や長く地道な訓練などは一切

必要ない。ところが，人間以外がことばを操るのは不可能に近いほど難しい。実

に不思議な存在だ。

自然言語処理は，そんなことばをコンピュータで取り扱おうとする研究だ。そ

の始まりは今のコンピュータの原形が生まれたのと同じ 1940年代であり，コン

ピュータでことばを扱うことは，その誕生時からの夢であった。

当初の自然言語処理は「ことばとは，このようなものだ」という規則を書き連

ねることで実現していた。しかし，ことばは極めて多様で，常に変化し，人や文

脈によって解釈が異なりうる。そのすべてを規則として記すのは，まったく現実

的ではなかった。その後，規則による自然言語処理に代わって，1990年代後半

あたりからデータ，すなわち実際の自然言語の文にもとづく統計的な推論が主流

となっていく。統計的な自然言語処理とは，乱暴に言えば「ことばが実際にどの

ように使われているか」というモデルをたてて問題を解くものだ。

自然言語処理は統計的なアプローチのもとで大きく前進するが，特にここ 5

年 10年は，これまで解けなかった問題を解くなどの目覚ましい進展を見せてい

る。そこで活躍する数々の手法は，問題を単純に解くだけではなく，「見えない

ことばの裏側」をも推論するという共通点を持つ。

本特集では，そんな「ここ 5年 10年の自然言語処理の進展」のいくつかを取

り上げた。最初に紹介するのはトピックモデルという技術だ。

｢ことばのモデル入門｣(中谷)は自然言語処理の多くの手法で登場する言語モデ

ルとはどのようなものか紹介する入門記事だ。これを入口として，続く「言葉の

個性をとらえるトピックモデル｣(持橋)は言語モデルの発展形の一つとしてトピ

ックモデルを解説する。隠れた構造を想定し，単語の出現確率とその構造を同時
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に推定するというトピックモデルの特徴は，自然言語処理にとどまらず，画像処

理や推薦モデルなど，多くの分野に応用を生み出している。

隠れた構造は普遍的に存在する。「創発する記号 ことばを知るロボット｣

(谷口)では，言語モデルを高度化することで教師なしの単語分割という問題を見

事に解いた持橋らの仕事を紹介し，ロボティクスにその技術を応用することで，

人間の言語獲得の秘密に迫る。

本特集の後半では，最近注目されている分散表現(単語埋め込み)の背景と記号

的・分散的な意味表現について，またそうした自然言語処理技術の総合格闘技と

もいえる統計的機械翻訳について解説していただいている。これらの紹介は，中

書きに譲ることにしよう。

こうした進歩の勢いが続くとすれば，ことばはいつか人間だけの専売特許では

なくなり，『ことばを理解した機械』という特集が岩波データサイエンスで組ま

れる日がくるかもしれない。とても楽しみである。 (特集担当 中谷秀洋)

自然言語処理は不思議な領域である。「ことば」という，我々が普段何気なく

使っているものを扱う，一見「文系的」な領域でありながら，最先端の研究には

どの分野にも増して，高度な統計的機械学習とプログラミング技術が必要とされ

る。実際，筆者の卒業した奈良先端大(NAIST)松本研究室は，良い意味のハッカ

ーの集まる NAISTの中でも，その度合いは一・二を争っていたと記憶している。

また，自然言語処理は人工知能に興味を持った人が最後に辿りつく，「約束の地」

でもあるようである。

初心者でも簡単なレベルでは手を出しやすい自然言語処理だが，先端でどのよ

うな高度なことが考えられているかということは，あまり一般には広まっていな

いように思う。本特集では，自然言語処理の研究で重要となっている問題のいく

つかについて，気鋭の研究者によるわかりやすい解説を試みた。真の最高レベル

の論文をそのまま紹介することは難しいが，これらを足がかりに，普段行ってい

る処理の背後に存在する理論や，自然言語処理の未来について想像していただけ

ればと思っている。 (特集担当 持橋大地)
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言語処理の多くの分野では言語モデルというものが登場し，これが言語を処理

するキモになっている。本特集でも頻出キーワードの一つだろう。

そこで「言語モデル」とは何だろうと思って専門的な本を手に取ってみると，

「文字 x∊Σの列からなる集合 Σ
＊の部分集合Lを言語という」などと，ものす

ごく大上段に振りかぶった定義が目に飛び込んできて，ぱたんと本を閉じるハメ

になったりする。もちろんそういったアプローチは極めて重要だが，言語モデル

は高尚で遠い存在であると感じてしまう人も多いのではないだろうか。

しかし，言語モデルとはことばを話すすべての人の中にあり，ここに書かれて

いる文章を読んでいる間も無意識に使い続けている，とても身近なものなのだ。

一時期ネットで「なぜか読めちゃう文章」というのが流行った。

こんちには みさなん おんげき ですか？ わしたは げんき です。

普通に読めるが，よく見ると文字がところどころ入れ替わっていて，明らかに

おかしい。でも読める。これもあなたの中の言語モデルのおかげである。

本稿では，一番簡単な言語モデルを例に，言語モデルとは何で，コンピュータ

でどのように実現し，使うと何が嬉しいのかを紹介しよう。

1 ことばとは

そのためには，まずそもそもことばとは何かというところから始めないわけに

はいかない。
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本特集の中谷の解説「ことばのモデル入門」では，言葉の出やすさ，つまり推

定すべき単語のユニグラム分布はひとまず一つだとしていた。しかし，それだけ

で充分だろうか。

実際には人によって，話す言葉の出やすさは大きく違っていると考えられる。

小学生は“放課後” “ランドセル”のような言葉をよく使うだろうし，サラリーマ

ンなら“会議” “出張”などが多くなるだろう。ある人の全言語を記録することは

難しいが1，ここまでしなくとも，この記事のような「文書」の単位でも，単語

の分布は文書によって違っていると考えられる。たとえば新聞なら，家庭欄に出

てくる“晩御飯” “ニット”のような言葉と，経済記事に出てくる“提携” “日経平均”

といった言葉の出かたは，まったく異なっている。

すると，一つの自然なモデルは，ある文書の中での言葉の出やすさが，家庭欄

や経済記事のようなジャンルによって異なっている，というものだろう。これは

上の新聞記事のような場合にはよく当てはまる。ただ，一般にすべての文書にジ

ャンルがいちいち書いてあるわけではない。友達から来るメールのテキストのジ

ャンルは何だろうか。コンビニで買ったパンの裏に書いてある“原材料名：小麦

粉”のようなテキストは何の「ジャンル」といえるのだろうか？

そこで，そんな難しい問題はコンピュータに解いてもらうことにして，ジャン

ルにあたる「トピック」という潜在的な構造をデータから推定し，文書の「意

味」をとらえることができるのがトピックモデルである。トピックモデルは

2000年代初頭に提案され，文書だけでなく，友達関係，買い物，投票，…のよ
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『生物から見た世界』という本がある。ドイツの生物学者であり，生物記号論

というユニークな学問領域を生み出したユクスキュルの著作である[1]。その本

には，マダニやヤドカリにとっての世界がどのようであるかが魅力的に描かれて

いる。あらゆる動物は自らの感覚器と運動器によって閉じた世界の中で生きてい

る。あらゆる動物は自らの感覚器で知覚できない事象は感じ取れないし，自らの

運動器で作用できない物事に変化を与えることはできない。生き物ならば誰しも

が主観的な認知の世界で生きているのだ。

ユクスキュルはこの感覚器と運動器に閉じた主観的な世界に環世界という名前

を与えた。人間はつい自分が見ている世界が「客観的だ」と思いがちだが，それ

は思い上がりである。私たち人間も自らの感覚器と運動器に閉じた世界の中で生

きている環世界の住人である。

感覚器と運動器を英語で表現すると，センサ・モータ系となる。「ロボットか

ら見た世界」を想像してみて欲しい。視覚をあらわすカメラからは毎秒数十枚の

画像が入力される。しかし，それらは RGBの画素値の並びであって，そこに何

が映っているのか，何が動いているのか，はロボットにとってはわからない。聴

覚をあらわすマイクからも連続的に環境音の情報，話しかけられる音声情報が流

れこんでくるが，それがどういう意味の言葉なのか，どこからどこまでの音声デ

ータがひとまとまりの単語なのかすらもわからない。

この状況は生まれたばかりの人間の赤ちゃんと大変よく似ている。赤ちゃんは

生まれたばかりのときには，成人が持つような音声認識能力や画像認識能力，概
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我々が外国語をマスターするには，その言語の単語の意味と文法に関する知識

を身につけることが基本です。では，自然言語を理解するコンピュータを実現す

るという目標に向けて，単語の意味をコンピュータに教えるには，どのようにす

ればよいのでしょうか？

すぐに思い浮かぶのは，国語辞典や英英辞典など，人間が使う辞書をコンピュ

ータに与えることです。EPWING1などで電子化された辞書が簡単に手に入る時

代ですので，コンピュータに単語の意味を教えるのは容易なことのように思えま

す。しかし，この戦略は人間にとっても厳しいかもしれません。たとえば，国語

辞典で知らない単語の意味を引けるようになるのは，早くても小学生低学年頃で

す。小学生は先生の指示を聞いたり，友達とお喋りができますので，コンピュー

タと違って日本語をマスターしています。あるいは，英英辞典だけで英語を勉強

する状況を想像してみてください。いかに無謀な戦略であるか，お分かりいただ

けると思います。

1 辞書

そこで，人間が使う辞書の代わりに，コンピュータに単語の意味を教えること

を念頭に置いて作られた辞書を用います。英語では，WordNet, PropBank,

FrameNetなどが有名ですが，ここではWordNetを紹介したいと思います。

WordNet では，単語の意味を synset と呼ばれるグループで表現します。各

synsetは，その意味に関する簡単な記述や用例，さらに上位関係や下位関係など
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自然言語の文章が何らかの情報，すなわち意味を伝達している，というのは多

くの人が認めているところである。ところが，「意味とは何ですか」「コンピュー

タ上で(あるいは数学の言葉で)どのように定義しますか」と問われると，自然言

語の専門家であってもはっきりと答えられる人はほとんどいない。自然言語の意

味とは，存在することはほぼ確実だが，だれも見たことがないダークマターのよ

うなものである。

ダークマターは，観測されている事実と現在の理論とをつきあわせて，そのズ

レから存在が推測された。つまり，ダークマターが何であるか，どういう姿形を

しているのか，を直接見ることはできないが，それが及ぼす影響が観測事実とし

て得られるので，そこから逆算してダークマターの姿形を求めるのである。

自然言語処理における意味に関する研究もこれと似ている。その実体を直接見

ることができない「意味」は，観測できる事象からアプローチする。以下では，

まず自然言語処理において意味の研究がどのように行われるのか，そのアプロー

チを紹介する。次に，意味表現の 2つの流派として，記号表現と分散表現を紹

介し，それぞれの長所と短所を説明する。最後に，これら 2つのアプローチの

融合を目指す研究を紹介する。

1 意味へのアプローチ

自然言語の意味の研究は，我々が「意味」について考えるときにどのような事

実に基づいているのかを考えることから始まる。たとえば，以下の文を見てみよ
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機械翻訳[13]とは，日本語や英語のような自然言語の間で自動的に翻訳を行

う技術である。このような自動翻訳はドラえもんの「ほんやくコンニャク」から

様々な SF映画まで登場し，長年夢になっている技術であると言えよう。そして，

近年の著しい発展により，ようやく実現が近づいてきた。

しかし，人間の言葉は非常に複雑であり，正確な翻訳システムを実現する上で，

2つの大きな問題を克服する必要がある。

1つ目は，入力された単語を正しい語彙で翻訳する語彙選択の問題である。語

彙選択が難しい理由は，入力言語と出力言語の間の語彙的な差にある。英日翻訳

における分かりやすい例として，英語の「has」という単語が挙げられる。「has」

は普段「持っている」というふうに訳すが，「has a cold」なら「風邪を引いてい

る」，「has debt」なら「借金を負っている」など様々な訳し方が存在するため，

柔軟に対応する必要がある。

2つ目は入力言語の文を出力言語の正しい語順で再現する並べ替えの問題であ

る。先ほどの例で言うと，「has a cold」を「風邪を引いている」と翻訳してよい

が，「引いている風邪」と翻訳すると日本語の意味が変わるため，誤訳である。

この並べ替えの問題は特に日本語と英語のように，大きく言語構造が変わる言語

対で発生する(図 1)。

この 2つの問題はどの言語を翻訳しようとしても出てくる問題だが，翻訳し

たい言語の特徴によって他の問題が立ちはだかることもある。たとえば，トルコ

語は非常に活用が豊富な言語で，「gidiyormuşsam」という 1単語で「もし行くと
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Graham Neubig (奈良先端科学技術大学院大学)
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