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アウトライン

「自然言語処理」は，人間の言葉を，コンピュー
タが処理すること

• 構文解析，意味解析

• 翻訳

• 文章からの画像の合成

• 品詞の判定

• 単語数の数え上げ

• 音声合成

• 組織化
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14-1 自然言語処理
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自然言語処理
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• 人間の言葉（日本語や英語など）を，コンピュータが
処理することを，自然言語処理という

• 人間の言葉を理解できる能力をもつアプリやサービス
の制作に役立つ

（用途の例）

インターネット検索，対話システム，音声合成，

翻訳，かな漢字変換での予測変換，

迷惑メールフィルタ
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https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX

WikiPediaの SpaceX の記事
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Web ページの中の単語の数を数える



14-2 構文解析，意味解析
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構文解析

•構文解析は，係り受けの解析を行うこと．

主語，述語，修飾語などの，単語間の関係の分析
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•構文解析 KNPのデモサイト

http://lotus.kuee.kyoto-u.ac.jp/nl-

resource/cgi-bin/knp.cgi



演習①

•構文解析 KNPのデモサイトを試してみる

http://lotus.kuee.kyoto-u.ac.jp/nl-resource/cgi-

bin/knp.cgi
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意味解析の例

•意味解析は，単語の意味の判定を行う

•それぞれの言葉の意味を，コンピュータが理
解しながら，他の言葉の意味を判断するなど

駅前のコンビニは，油を売っていた

あの人は，仕事中に，油を売っていた
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14-3 人工知能による翻訳
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翻訳の例
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DeepL https://www.deepl.com//translator



演習②

• DeepLによる翻訳を試してみる
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DeepL https://www.deepl.com//translator



機械翻訳の例

•ワード，パワーポイントファイルの中から，

文字を読み取ることもできるように

14



14-4 文章からの画像の合成
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I like chocolate

https://www.craiyon.com/
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moon in a sky

https://www.craiyon.com/
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mountain and lake

https://www.craiyon.com/



演習③

次のページで，文章（英語）からの画像の合成を試
してみる
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https://www.craiyon.com/



14-5 単語の切り出し，
品詞の判定
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単語，品詞

•単語 単一の意味のまとまり

•品詞 単語の種別
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前準備

Python, MeCabを用いて，単語の切りだし，品詞の
判定を行う．

① Python のインストール

② MeCabのインストール

pip install -U mecab

MeCab本体のインストール操作も必要
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Python, mecabはWindows の標準機能ではない．

使えるようにするにはインストールが必要．



単語の切り出しと品詞の判定①
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import sys
import MeCab
m = MeCab.Tagger ("-Ochasen")
print(m.parse ("海は広い"))

単語に切り分けられ，単語ごとの読み仮名，
品詞などが，得られる



単語の切り出しと品詞の判定②
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白い雲と青い空が美しい



日本国民は、正当に選挙された国会における代
表者を通じて行動し
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単語の切り出しと品詞の判定②



14-6 HTML (Webページ) の
単語の切り出しと，
単語数の数え上げ
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https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX

WikiPediaの SpaceX の記事



前準備

Python, BeautifulSoap4, html5lib, nltkを用いて，
Web ページのダウンロード，単語の切りだし，単
語の数え上げを行う．

① Python のインストール

② Beautiful Soap 4, html5lib, nltkのインストール

pip install -U bs4 html5lib nltk
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Python, BeautifulSoap 4 はWindows の標準機能ではない．

使えるようにするにはインストールが必要．
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import urllib.request
response =  
urllib.request.urlopen('https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX')
html = response.read()
print(html)

Web ページのダウンロードを行うプログラム

この資料のソースコードは，次で公開されているものを使用
https://towardsdatascience.com/gentle-start-to-natural-language-processing-using-python-6e46c07addf3
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Web ページから HTML タグを取りのぞくプログラム（テキス
トが残る）

from bs4 import BeautifulSoup

soup = BeautifulSoup(html,'html5lib')

text = soup.get_text(strip = True)

print(text)
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文章を，単語ごとに切り分けるプログラム

tokens = [t for t in text.split()]

print(tokens)
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単語の数を数えるプログラム

import nltk

nltk.download('stopwords')

from nltk.corpus import stopwords

sr= stopwords.words('english')

clean_tokens = tokens[:]

for token in tokens:

if token in stopwords.words('english'):

clean_tokens.remove(token)

freq = nltk.FreqDist(clean_tokens)

for key,val in freq.items():

print(str(key) + ':' + str(val))

freq.plot(20, cumulative=False)



14-7 音声合成の例
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前準備

Python, pywin32を用いて，音声合成を行う．

①（必要に応じて）マイクロソフトから，
Windows 用の音声合成機能をダウンロード

② Python のインストール

③ pywin32のインストール

pip install -U pywin32
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Python, pywin32はWindows の標準機能ではない．

使えるようにするにはインストールが必要．
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import win32com.client
tts = win32com.client.Dispatch("Sapi.SpVoice")
tts.Speak("日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われら
とわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由
のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのない
ようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確
定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に
由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 ");

Windows パソコンで音声合成を行うプログラム



14-8 組織化
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ここで行うこと

文章の組織化による，人工知能による類似語の取得
を行う．

•謝辞

次のサイトの記事，ソースコード，データを使用し
ています

https://aial.shiroyagi.co.jp/2017/02/japanese-

word2vec-model-builder/
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Word2Vecにより「楽しい」に意味の似ているものを検索
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• コマンドで，データのダウンロードと展開

wget http://public.shiroyagi.s3.amazonaws.com/latest-ja-word2vec-
gensim-model.zip

7z x latest-ja-word2vec-gensim-model.zip

・プログラム

from gensim.models.word2vec import Word2Vec

mpath = 'word2vec.gensim.model'

m = Word2Vec.load(mpath)

def sim(w):

for i in m.wv.most_similar(positive=[w]):

print(i)

sim('楽しみ')
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http://public.shiroyagi.s3.amazonaws.com/latest-ja-word2vec-gensim-model.zip

