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条件付き連語を用いた名詞句の文脈抽出
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あらまし 人間が日常的に用いている言語を計算機で処理させる自然言語処理において，文章に含まれる出現傾向や

時系列解析を行うテキストマイニングの分野が存在する．形態素解析や構文の解析等,文章にあらわれる語句を表層的

に扱う研究は多く存在するが，語句が潜在的に持ち合わせている意味を捉え，それを抽出する研究はあまりなされて

いない．本研究ではテキストマイニング手法である頻出共起語抽出と条件付き連語を用いて，名詞句に対し適切な文

脈を表す語群を抽出する手法を提案する．
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1. ま え が き

人間が日常的に用いている言語を計算機により自動的に処理

をさせる自然言語処理において，テキストマイニングという分

野が存在する．文字列を対象としたデータマイニングを行い，

文章に含まれる単語の共起関係や出現傾向，時系列等を解析す

るテキストデータの分析方法であり，単語を定量的に解析する

計算言語学による援用が期待できるため，多様な場面で盛んに

議論がなされている．

中でも「習慣的な表現」を意味する連語 (コロケーション，

Collocation)を自動抽出する研究領域があり，文章の特徴が出

やすいため知的処理に有効であるとされている．とくに，連語

に生じる語どうしで，一方の語の出現がもう一方の語の出現を

誘発すると捉えた「条件性」に着目する条件付き連語は，共起

語間に潜在的に存在する支配語と被支配語の関係を抽出するこ

とが可能である．

テキストマイニングの領域では，一般的には形態素解析や構

文解析，統語論といった言語を表層的に利用する研究が主流で

ある．しかしながら語句自身が潜在的に持ち合わせている意味

(semantics)を捉え，それを発見する議論はあまりなされてい

ない．本研究では，条件付き連語の抽出手法を応用することで

特定の語句と，その語句を意味を含んだ文脈をもった共起語組

を抽出できるのではないかという点に着目をする．

本稿ではテキストマイニング手法である頻出共起語抽出と条

件付き連語の抽出を応用し，名詞句に対し適切な文脈を表す語

群を抽出する手法を提案する．2章では基礎となる条件付き連

語の概要を述べ，3章では語句の文脈抽出への応用と利点，考

えられる問題点を述べる．4 章で具体的な提案手法を述べ，5

章で実験を行い，6章では得られた結果に関する考察を述べる．

7章で関連研究について述べ，8章で結びとする．

2. 条件付き連語

連語とは複数の語の共起によりまとまった意味をもつ自然かつ

習慣的な言語表現を意味する．例えば Strong Tea と Powerful

Teaについて，Teaと共起する Strong/Powerfulは共に「強い」

を意味するが，Strong Tea と表現すると「濃いお茶」という意

味に変化する．逆に Strong Computer と Powerful Computer

では後者が「高性能コンピュータ」を意味する．このように単

語単位では同じ意味でも，特定の共起により特別な意味が生ま

れる表現を連語という．データマイニング手法と統計指標を用

いた連語の自動抽出では，辞書と比較をして連語抽出精度が最

大 88%の成果が得られている [1]．

連語の発展系として，共起語間に条件的関係があると解釈

して抽出する条件付き連語 (Conditional Collocation)がある．

条件付き連語とは，共起する語を支配語と被支配語の２つに分

けて解釈し，支配語の出現を条件に被支配語が誘発して出現す

ると捉えた共起である．

例えば，「馬」を支配語としたとき，これに誘発されて出現す

る被支配語には「鳴く」「飼う」「食べる」「走る」「嘶く」など

多数存在すると考えられる．逆に「嘶く」を支配語としたとき，



誘発される被支配語はおそらく「馬」のみであろう．

このようにすべての事象の中で，２つの事象が同時に起こる

確率 (共起頻度) を評価するのではなく，ある事象が起こる確

率 (語の周辺確率) の下で別の事象が出現する (被支配語が共起

する) 確率を評価 (以降，条件性と呼ぶ) し，特徴的である共起

を条件付き連語と定義する．特徴として１つの共起「馬, 嘶く」

に対し，「馬が嘶く確率」と「嘶くのが馬という確率」の２つが

考えられ，評価が非対象になる点が挙げられる．これにより，

従来手法の問題点であった頻度に大きく左右される問題を軽減

することができる利点を獲得できる．

例えば総文章数 10000件のうち，共起 {犬,吠える } の出現
頻度が 1000回，{猫,鳴く } が 100回出現したとする．意味論

の評価を行うことは難しいが，「犬が吠える」ことも「猫が鳴く」

ことも一般的な事象であり，２つの共起の特徴に差があるとは

考えづらい．しかし従来手法では，{犬,吠える }の共起頻度は
1000/10000=0.1，{猫,鳴く }の共起頻度は 100/10000=0.01

となり，{犬,吠える }が {猫,鳴く }より特徴的な共起である
と評価されてしまう．これに対し，ある事象が起こるという条

件下で別の事象が起こる確率を考えることで，「吠える」の条件

性を考慮した「犬」も，「鳴く」の条件性を考慮した「猫」も確

率は最大でも P (犬 | 吠える) = 1000/1000 = 1.0，P (猫 | 鳴く
) = 100/100 = 1.0となり，共起頻度が大きく違っても同じ状

況下での評価が可能となる．

関連研究では統計指標に非対称性を持たせた条件付統計指標

を用い，各指標毎に特徴的な条件付連語が抽出できるという成

果が得られている [2]．

3. 語句の文脈抽出

本項では条件付き連語抽出の考え方を応用し，語句とその文

脈を抽出に関する定義，利点と問題点について述べる．

条件付き連語における支配語と被支配語の関係を，それぞれ

「説明される語句」と「その文脈を示す語句」と置き換えるこ

とで，語句とそれに対応する文脈語の抽出が可能であると考え

られる．

例えば {巨人，プロ野球，セリーグ，チーム }といった共起
語が得られ，これの条件付き連語として P (プロ野球，セリー

グ，チーム | 巨人) が抽出されたとする．このとき誘発された

「プロ野球，セリーグ，チーム」は「巨人」という語を補足する

役割を持っていると捉えることができ，「巨人といえば，プロ野

球のセリーグのチームだ」という文脈を獲得することができる．

このように，共起する語集合が単独で独立した意味をもつと

解釈するのではなく，共起語の一部が他の共起語を誘発して発

生させたと捉える．その一部の語を「説明される語句」，誘発

して発生したその他の語を補足するために現れた「文脈を示す

語句」と定義し，これらを条件対連語を用いて抽出する．

語句の文脈の抽出に条件付き連語関係を用いることで，文章

の構造の考慮や構文解析をせず，語が表している意味を抽出す

ることができる．基本構造は共起であるため，単語の出現数を

計量するのみの容易な方法で抽出が可能になる．

また条件付き連語の利点でもある頻度に大きく左右されない

点は，語句の文脈抽出においても有効である．

例えば総文章数 1000件のうち，生起 {巨人 }が 500回，共

起 {巨人，プロ野球，セリーグ }が 100回出現し，また総文章

数 100 件のうち，生起 { 巨人 } が 10 回，共起 { 巨人，杉内，
2013，ノーヒットノーラン }が 2回出現したとする．共起頻度

では { 巨人，プロ野球，セリーグ } が 100/1000=0.1 に対し，

{巨人，杉内，2013，ノーヒットノーラン }は 2/100=0.05と

前者のほうが特徴量が高いという結果が得られる．しかし条件

付き連語による {巨人 }に関する文脈語を抽出した場合，P (プ

ロ野球，セリーグ | 巨人)は 100/500=0.2，P (杉内，2013，ノ

ーヒットノーラン | 巨人) も 2/10=0.2 と同じだけの特徴量を

得ることができる．

総文章数に対する頻度の影響が少ないため，どのようなコー

パスにおいても必要な状況に沿った語句の文脈を平等に抽出す

ることが可能である．

さらに抽出語句と文脈の関係を用いることで，言語の高度な

運用に利用することが期待できる．例えば説明される語句に

「野球」，説明する文脈語に「セリーグ，巨人，阪神」が得られ

ているとする．ここで「セリーグ，巨人，阪神」が本文に含ま

れる記事があったとき，記事の表すテーマとして「野球」を付

与するといった，文書のラベル付けなどに応用できると考えら

れる．

語句の文脈抽出において，２つの問題がある．まず得られた

語句が説明「される」語句であるか，説明「する」文脈語句で

あるかの区別がつかない場合があることが挙げられる．

例えば {巨人,野球 }が 5回，{巨人 }と {野球 }が 10回

という出現頻度が得られたとする．非対照性を考慮した最も基

本的な指標である条件付き確率を用いて条件付き連語を抽出す

ると，P (巨人 |野球) = 0.5，P (野球 |巨人) = 0.5と同じ特徴

量をもつ．このとき，「巨人といえば野球である」なのか「野球

といえば巨人である」なのかの区別がつかず，互いの語が互い

の語の文脈を表現してしまう可能性がある．抽出を行う際にど

のような統計指標を用いるかはよく検討する必要がある．

もうひとつの問題点として，語句を説明する文脈語句が正し

く抽出できているかを評価する手法が存在しないことが挙げら

れる．必要に沿った語句の文脈を抽出できることは先に述べた

通り利点であるが，時期により語句の表す文脈は変わっていく

ため，客観的に評価可能な指標やコーパスはなく，正誤の判定

が難しい．得られた結果をどのように評価するかについて，よ

く検討する必要がある．

4. 提 案 手 法

本項では単語の共起の自動抽出手法として，頻度によるスク

リーニングを行う頻出共起語抽出を提案する．また得られた共

起に条件性を与え語句とそれを説明する語句群を抽出するため，

条件付き統計指標を用いる．

4. 1 頻出共起語抽出

あまりに低頻度の共起はノイズになりやすいため頻度による

スクリーニングを行うべきである．大規模な情報から自動的か

つ高速に共起を抽出するため，本研究では頻出アイテムセット



発見手法である Aprioriアルゴリズム [3]を用いる．

4. 2 条件付き統計指標

頻出共起語抽出で得られた共起語に対し，特徴選択を行うた

めに自己相互情報量，ダイス係数，Tスコア等の統計指標がし

ばしば用いられる．これらの指標に対し，条件付き連語におけ

る支配語，被支配語を判断するため条件付き確率を用いて再定

義したものを条件付き統計指標と呼ぶ．

本稿では条件付き T スコア (Conditional TScore，以降

cTScore とする) を用いる．P(X,Y) を語 X,Y の共起頻度，

P(X)と P(Y)を語 Xと語 Yの生起頻度とし，以下のように定

義される．

cTS(X | Y ) =

√
(| P (X,Y ) |2− | P (X) | · | P (Y )− P (X) |)2

| P (X,Y ) |

条件付き統計指標の中でも，cTScoreは共起語間の非対称性

を強調する指標であり，片側連語（注1）の抽出に適していると知

られている [2]．この特性により，語句の文脈抽出における説明

される語句であるか，説明をする語句であるかの判断が難しい

問題を軽減することが可能となる．

5. 実 験

本項では実験環境と評価方法を述べ，実験により得られた結

果を示す．

5. 1 実 験 環 境

語句の文脈を抽出に使用するコーパスとして，読売新聞記事

データ集 2007(日外アソシエーツ株式会社)より 1月分に含ま

れる「巨人軍」タグが付与された記事 69件，総文章数 548文

を用い，Mecab（注2）を用いて形態素解析を行う．各文章より名

詞句のみを抽出し，一つの文章をトランザクションデータと捉

え，頻出共起語抽出を行う．抽出手法の各パラメタは Apriori

Algorithm の最小支持度を 1[%]，cTScore の閾値は経験的に

2000.0とする．

5. 2 評 価 方 法

2.3節「語句の文脈抽出」で述べたとおり，意味の評価は数

値で判断できず，また具体的な評価対象は存在しない．このた

め，得られた条件付き連語の共起頻度と，文脈を表す語群の数

に正解と思われる傾向を仮定し，新聞記事を参考に人手による

主観的な評価を行う．共起頻度に関しては高頻度であるほど語

句と文脈の依存性が高く，正解数が多いと仮定する．また文脈

を表す語群の数に関しては，多いほど語句を詳細に説明できる

ため，正解数が多いと仮定をおく．得られた条件付き連語関係

のうち上位 400件に対し人手による評価を行い，上記二つの仮

定に同じ傾向が得られれば精度が高いと評価をする．

5. 3 実 験 結 果

Aprioriアルゴリズムと cTScoreにより得られた条件付き連

語の抽出数を表 1に示す．

（注1）：共起語 X,Yに対して P(X｜Y)は特徴的であり，P(Y｜X)は特徴的では

ないとされるものを片側連語 (Single-Sided Collocation)と呼ぶ．一方で P(X

｜Y) も P(Y｜X) が共に特徴的であるとされるものを両側連語 (Double-Sided

cTScore 抽出数

10000 108

9000 173

8000 230

7000 273

6000 305

5000 334

4000 387

3000 483

2000 754

表 1 条件付き連語抽出数

cTScoreの値が低くなるほど抽出数は増えていき，閾値であ

る 2000.0で 754の条件付き連語を抽出する．

主観による条件付き連語と共起頻度，文脈語数間の正解率の

遷移を表 2，3に示す（注3）．また共起頻度毎の抽出例と正誤を表

4に，文脈語数毎の抽出例と正誤を表 5にそれぞれ示す．

頻度 候補数 正解数 正解率 [%]

11 53 18 33.962

10 30 10 33.333

9 34 15 44.118

8 43 16 37.209

7 62 16 25.806

6 178 38 21.348

表 2 条件付き連語正解数 対共起頻度

文脈語数 候補数 正解数 正解率 [%]

1 148 23 15.541

2 173 46 26.590

3 64 31 48.438

4 15 13 86.667

表 3 条件付き連語正解数 対文脈語数

頻度については高ければ正解が多いと仮定したが，最も高い

正解率は頻度が 9のときであり，仮定した傾向とは違った結果

となっている．一方，文脈語数については多くなれば正解が多

いと仮定をおき，実際の正解率の遷移も仮定どおりの結果と

なっている．

6. 考 察

6. 1 抽出された名詞句の傾向

表 4や表 5において，説明される名詞句には「巨人」や「宮

崎」といった固有名詞が多く存在する傾向がうかがえる．抽出

された説明される名詞句のうち，Mecabにより固有名詞と判定

される語の割合を各 cTScore毎に表 6に示す．また説明される

名詞句で固有名詞であるもの，固有名詞でないものの具体例を

表 7に示す．

Collocation) と呼ぶ．

（注2）：http://mecab.googlecode.com/svn/trunk/mecab/doc/index.html

（注3）：正解率は正解と仮定した傾向と比較するために算出したものであり，具

体的な数値には大きな意味がないことを補足する．



名詞句 文脈語 頻度 正誤 名詞句 文脈語 頻度 正誤

頻度 11 以上

巨人 プロ 52.0 × 巨人 春季 15.0 ×

巨人 自主トレ 33.0 × 巨人 今年 15.0 ×

巨人 宮崎 29.0 × 巨人 小笠原 15.0 ○

巨人 監督 27.0 × 巨人 投手 15.0 ×

巨人 市 25.0 × 巨人 新人 14.0 ×

巨人 合同 21.0 × 巨人 ２月 14.0 ×

巨人 野球 19.0 ○ 巨人 原, 監督 14.0 ○

選手 ファン 19.0 × 巨人 一軍 14.0 ×

巨人 球場 18.0 × 選手 高橋 14.0 ○

巨人 移籍 18.0 × 選手 小笠原 14.0 ○

巨人 練習 18.0 ○ 巨人 発表 13.0 ×

巨人 自主トレ, 合同 18.0 × 巨人 球団 13.0 ×

巨人 ジャイアンツ 17.0 ○ 巨人 工藤 13.0 ○

巨人 原 16.0 ○ 巨人 入り 13.0 ×

巨人 ＦＡ 15.0 × 巨人 球場, ジャイアンツ 13.0 ○

頻度 9 以下

巨人 川崎 9.0 × 巨人 一軍, 宮崎 9.0 ○

巨人 川崎, 市 9.0 × 巨人 自主トレ, 宮崎 9.0 ○

巨人 川崎, ジャイアンツ 9.0 ○ 選手 主力 9.0 ×

巨人 川崎, 市, ジャイアンツ 9.0 ○ 選手 空港 9.0 ×

巨人 日本ハム 9.0 × 巨人 選手, ファン 9.0 ×

巨人 ブルペン 9.0 × 選手 ２月, 宮崎 9.0 ○

巨人 球場, 練習 9.0 ○ 選手 試合 9.0 ○

巨人 球場, ジャイアンツ, 練習 9.0 ○ 選手 合同, 宮崎 9.0 ×

巨人 刃 9.0 × 選手 中 9.0 ×

巨人 左 9.0 × 選手 阿部, 主将 9.0 ○

巨人 新人, 自主トレ, 合同 9.0 ○ 自主トレ 巨人, 宮崎 9.0 ○

巨人 期待 9.0 × 自主トレ 巨人, 新人, 合同 9.0 ○

巨人 金, 刃 9.0 ○ 選手 投手 9.0 ○

巨人 高橋, 由 9.0 ○ 宮崎 巨人, 自主トレ 9.0 ×

巨人 主将 9.0 × 宮崎 巨人, 一軍 9.0 ×

頻度 6 以下

巨人 巨人軍 6.0 ○ 宮崎 巨人, 到着 6.0 ○

巨人 今季 6.0 × 宮崎 巨人, 原, 監督 6.0 ×

巨人 スタート, 春季 6.0 × 宮崎 巨人, 選手, 春季 6.0 ○

巨人 ＦＡ, 小笠原 6.0 ○ 監督 巨人, プロ 6.0 ○

巨人 ＦＡ, 入り 6.0 × 監督 巨人, 原, プロ 6.0 ○

巨人 球場, 川崎, 練習 6.0 ○ 監督 巨人, 原, 宮崎 6.0 ×

巨人 球場, 市, 練習 6.0 × 投手 巨人, 新人 6.0 ×

選手 現役 6.0 × 投手 巨人, 自主トレ 6.0 ×

選手 歓迎 6.0 × プロ 後 6.0 ×

選手 歓迎, セレモニー 6.0 ○ プロ 移籍, 工藤 6.0 ×

選手 フリーエージェント 6.0 × 市 巨人, 自主トレ 6.0 ×

選手 開催 6.0 × 市 巨人, 春季 6.0 ×

自主トレ 巨人, 投手 6.0 × 市 巨人, ２月 6.0 ×

自主トレ 巨人, 市 6.0 ○ 市 巨人, 球場, 練習 6.0 ×

宮崎 巨人, 原 6.0 × 練習 巨人, 川崎, ジャイアンツ 6.0 ○

表 4 条件付き連語具体例 対共起頻度

cTScore 抽出数 固有名詞数 固有名詞比率 [%]

10000 109 109 100.0

9000 174 174 100.0

8000 231 231 100.0

7000 274 274 100.0

6000 306 306 100.0

5000 335 335 100.0

4000 388 354 92.526

3000 484 374 77.273

2000 754 424 56.233

表 6 名詞句　固有名詞比率

固有名詞 非固有名詞

巨人 選手

宮崎 自主トレ

小笠原 野球

阿部 市

表 7 名詞句　具体例

cTScoreの値が 5000.0に下がるまで 100%であり，その後閾

値である 2000.0の時点でも 56%と高い固有名詞比率であるこ

とが分かる．固有名詞は一般名詞と比べて既存の辞書などで意

味を調べることが困難であるが，本提案手法ではこれに対して

文脈を示す語群を自動的に抽出することができる．また固有名

詞は時期によって意味が変わる事が多く，2.3節で述べた必要

な時期に沿った文脈の抽出に対応できる．

表 2において，条件付き連語の頻度が高ければ正解ではない

かという仮定のもと評価した結果，中頻度での正解率が最も高

くなる傾向を示した．一般的に共起する語が少ないほど頻度が

高くなるため，条件付き連語においても文脈語の数が少ないも

のが頻度が高くなると予想できる．各頻度毎に文脈語数の割合

を以下表 8に示す．

文脈語数割合

頻度 1 2 3 4

11 79.245 18.868 1.887 0

10 36.667 56.667 6.667 0

9 47.059 41.176 11.765 0

8 30.233 51.163 16.280 2.326

7 24.194 53.226 22.581 0

6 28.652 43.258 20.225 7.865

表 8 頻度毎の文脈語数割合



名詞句 文脈語 cTScore 正誤 名詞句 文脈語 頻度 cTScore

文脈語数 1 語

巨人 プロ 2138.09 × 巨人 今年 5655.59 ×

巨人 自主トレ 2885.16 × 巨人 小笠原 5360.98 ○

巨人 宮崎 3213.27 × 巨人 投手 4940.12 ×

巨人 監督 3339.97 × 巨人 新人 6064.16 ×

巨人 市 4102.2 × 巨人 ２月 6064.16 ×

巨人 合同 4649.13 × 巨人 一軍 5541.39 ×

巨人 野球 4308.43 ○ 選手 高橋 2177.11 ○

選手 ファン 2003.95 × 選手 小笠原 2007.13 ○

巨人 球場 5493.51 × 巨人 発表 6737.67 ×

巨人 移籍 5339.83 × 巨人 球団 6511.63 ×

巨人 練習 4456.19 ○ 巨人 工藤 6511.63 ○

巨人 ジャイアンツ 5367.56 ○ 巨人 入り 6421.21 ×

巨人 原 5280.0 ○ 巨人 中 5788.3 ×

巨人 ＦＡ 5992.28 × 選手 阿部 2075.41 ○

巨人 春季 5908.11 × 巨人 横浜 6958.51 ×

文脈語数 2 語

巨人 自主トレ, 合同 3726.22 × 巨人 市, ジャイアンツ 6320.13 ×

巨人 原, 監督 5628.52 ○ 巨人 市, 練習 6320.13 ×

巨人 球場, ジャイアンツ 6421.21 ○ 巨人 監督, 選手 5289.23 ×

巨人 春季, 宮崎 6330.79 ○ 巨人 プロ, 自主トレ 4052.14 ×

巨人 ２月, 宮崎 6535.03 ○ 巨人 選手, 自主トレ 2969.69 ○

巨人 選手, 合同 2723.65 × 巨人 選手, 宮崎 2969.69 ×

巨人 球場, 市 6966.12 × 選手 高橋, 由 2545.63 ○

巨人 春季, ２月 6867.83 ○ 選手 市, 宮崎 2210.43 ×

巨人 移籍, ＦＡ 6769.53 × プロ 巨人, 自主トレ 2064.97 ×

選手 原, 監督 2305.66 × 自主トレ 巨人, プロ 2011.21 ×

巨人 工藤, 横浜 7402.58 × 自主トレ 巨人, 選手 2011.21 ○

巨人 新人, 自主トレ 7144.85 × 自主トレ 巨人, 新人 2011.21 ×

巨人 新人, 合同 7144.85 × 巨人 川崎, 市 8340.0 ×

巨人 ジャイアンツ, 練習 6938.67 ○ 巨人 川崎, ジャイアンツ 8340.0 ○

巨人 合同, 宮崎 6629.4 × 巨人 球場, 練習 7688.0 ○

文脈語数 3 語

巨人 春季, ２月, 宮崎 6867.83 ○ 巨人 球場, ジャイアンツ, 自主トレ 8705.28 ×

巨人 選手, 自主トレ, 合同 2969.69 ○ 巨人 移籍, ＦＡ, フリーエージェント 8458.84 ×

自主トレ 巨人, 選手, 合同 2011.21 ○ 巨人 移籍, 工藤, 横浜 8458.84 ○

巨人 川崎, 市, ジャイアンツ 8340.0 ○ 巨人 一軍, 春季, 宮崎 7781.15 ○

巨人 球場, ジャイアンツ, 練習 7688.0 ○ 巨人 市, ジャイアンツ, 練習 7534.72 ×

巨人 新人, 自主トレ, 合同 7525.0 ○ 巨人 選手, 合同, 宮崎 3530.19 ×

自主トレ 巨人, 新人, 合同 2126.33 ○ 選手 高橋, 由, 宮崎 3023.34 ×

巨人 球場, 川崎, 市 8148.34 ○ 自主トレ 巨人, 球場, ジャイアンツ 2423.13 ○

巨人 球場, 川崎, ジャイアンツ 8148.34 ○ 宮崎 巨人, 選手, 合同 2348.29 ×

巨人 球場, 市, ジャイアンツ 8148.34 ○ 宮崎 巨人, メンバー, 一軍 2348.29 ×

巨人 新人, 金, 刃 7975.46 ○ 宮崎 巨人, 一軍, 春季 2348.29 ○

巨人 自主トレ, 合同, 宮崎 5497.4 ○ 選手 巨人, 合同, 宮崎 2265.14 ×

自主トレ 巨人, 合同, 宮崎 2261.33 ○ 練習 巨人, 市, ジャイアンツ 2092.79 ×

宮崎 巨人, 自主トレ, 合同 2191.32 ○ 巨人 川崎, 市, 練習 10196.0 ○

巨人 メンバー, 一軍, 宮崎 9321.36 ○ 巨人 川崎, ジャイアンツ, 練習 10196.0 ○

文脈語数 4 語

巨人 球場, 川崎, 市, ジャイアンツ 8148.34 ○ 練習 巨人, 球場, 川崎, ジャイアンツ 2265.78 ○

巨人 川崎, 市, ジャイアンツ, 練習 10196.0 ○ 練習 巨人, 球場, 市, ジャイアンツ 2265.78 ○

巨人 球場, 川崎, 市, 練習 9397.47 × 練習 巨人, 川崎, 市, ジャイアンツ 2265.78 ○

巨人 球場, 川崎, ジャイアンツ, 練習 9397.47 ○ 市 巨人, 球場, 川崎, 練習 2027.36 ○

巨人 球場, 市, ジャイアンツ, 練習 9397.47 ○ 市 巨人, 球場, ジャイアンツ, 練習 2027.36 ○

巨人 新人, 金, 刃, 合同 9197.83 × 市 巨人, 川崎, ジャイアンツ, 練習 2027.36 ○

練習 巨人, 球場, 川崎, 市 2265.78 ○ 巨人 川崎, 市, ジャイアンツ, 自主トレ 11164.24 ○

巨人 メンバー, 一軍, 春季, 宮崎 11018.45 ○

表 5 条件付き連語具体例 対文脈語数

頻度が 11以上の条件付き連語関係のうち，80%近くが文脈

語が一つしかない．その後頻度が下がると，文脈語数が 2つ以

上の条件付き連語関係が多くなっている．また表 3からも分か

るように文脈語数が多くなるほど正解率が高くなる傾向が得ら

れているため，結果として頻度と正解率が比例しないことが分

かる．

7. 関 連 研 究

「コロケーション」とは，語 (word)や句 (term)が一般的な

予想を超えて共起することを意味する．しかしその概念は，多

くの言語で長きに渡り様々な検討がなされている，Firth [4]は，

コロケーションによる意味は統辞的 (言語の場合は文)なレベル

での抽象化であり，直接言葉の意味する概念とは関係がないとし

ている．また Halliday [5]は，コロケーションを前述の Strong

Teaと Powerful Teaのように言い回し (Phraseology)である

と提唱している．

コロケーションの抽出には共起，構造，表現といった様々な

解釈がある [6]．共起 (Co-Occurrence)とは統計的解釈であり，

語のテキスト中の同時出現を示す [7]．構造 (Construction)は

語彙や文法的パターンの相関による解釈を示す [8]．最後に表現

(Expression)はコロケーションの実利的な見方であり，形態等

を考慮しない解釈である [9]．

8. 結 び

本稿ではテキストマイニング手法である頻出共起語抽出と条

件付き連語を用いて，名詞句に対し適切な文脈を表す語群を抽

出する手法を提案した．実験では新聞記事より条件付き連語を

抽出し，既存の辞書で調べることが困難な固有名詞に対し文脈



を表す語群を抽出可能であることを示した．また抽出精度は高

頻度なものほど精度が高いと予想したが，頻度ではなく文脈を

表す語群の数に依存することが分かった．

今後の課題として，本稿で述べた条件付き連語を用いて文書

のラベル付け等言語の高度な応用の場面で利用価値があるかを

検討したい．
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