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確率モデルによる品詞分布の特徴推定
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あらまし 本研究では名詞の割合の事前分布にガウス分布を用いたジャンル分類を提案する．単語の頻度を用いる分

類では数万次元の単語分布を比較する必要があったのに対し，本手法では品詞分布により分類を行うため高速に分類

が行える．日本語文書の名詞に対する他の品詞の割合には相関関係があることが知られており，いくつかの近似式が

示されている．品詞分布の特性は文書のジャンルごとに表れると仮定し，ジャンル分類を行う．
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Abstract In this investigation we propose category classification using Gaussian distribution to prior distribution

of nouns ratio in Japanese documents．It is known that there is correlation between nouns ratio and other part of

speech ratio in Japanese documents．However，conventional method which apply same principle to documents of

all domain is not accurate．We assume characteristics of part of speech distribution appearing in each category．

We show some experimental results to see the effectiveness of our method．
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1. 前 書 き

計量言語学は，言語現象を統計手法を用いて定量的に分析す

る分野である．書き言葉である文章テキストは言語現象の例で

あり，計量文体学や計量的コーパス言語学などは計量言語学と

して盛んに論じられている．

文章は，何らかの文字列が一定の文法規則に基づいた文の集

合体であり，定型化されていないデータとして典型的である．

記号列が何らかの規則に従ってはいるが，定型化されていない

ため，単語やフレーズ，品詞など何らかの単位に分割し，それ

らの出現頻度や共起関係・同時出現などを抽出して，定量的に

解析できる．この手法は総称してテキストマイニングと呼ばれ

ている．計量文体分析の分野では一世紀以上も前から，文章を

構成する要素の特徴を定量的に分析する方法で文章の執筆者の

推定などを行っている．例えば，一般人が書いた短い文章の書

き手の同定・推定では短い文章でも書き手がほぼ同定できる [5]．

このような手法は，手紙や脅迫文の著者同定，スパムメール識

別，ブログ分類にも応用されている．もっと一般的は応用分野

として，アンケート分析などを用いた顧客サービスの自動評価，

テキストマネジメントと情報・知識の抽出などがある．

文書は，その目的や対象とする読者のためにある統一的な難

易度で作成され，例えば“増える”という日常表現は，論文な

どの公式的な分野では“増加する”という表現に代わって利用

される．このように，文書ジャンルとは，文書の役割・状況を

考慮した文書の種類であり，典型的には ”日記”, ”随筆”, ”小

説”, ”社説”, ”報道記事”などがある．

本研究では延べ語数での品詞分布を用いることで文書のジャ

ンル類別が行えることを示す．品詞分布を特徴量として用いて

ジャンル分類が高精度に実施可能ならば，次元数が品詞の種類

数となり，小さい次元で文書の比較を行うことができる．この

結果，次元数が極めて少ないことでデータ数が増えても必要な

メモリ量は少量で済むという利点がある．

第 2章ではジャンル分類について述べ，第 3章は日本語文書

の品詞分布特性を論じる．第 4 章では提案手法について述べ，

第 5章では実験によりこの有効性を示す．第 6章は結論である

2. 日本語文書のジャンル分類

文書を構成する文章テキストには，その文書ジャンルに含ま

れる典型的な構成要素，テキストにおける構成要素の一般的な

出現順序，構成要素間の関係などに特徴があるとされる．ジャ

ンルに応じた特徴を利用し，文書の属するジャンルを推定する

ことにより，当該文書の重要箇所抽出や要約文生成，表現の書

き換えなどに重要な手掛かりを与えることになる．たとえば，

論文ならば目的，方法，結果，考察，結論などの構造が，手紙



なら，頭語，季節の挨拶，安否の問いかけ，本文，結語などから

構成される．また，”文体” (style)とは，それぞれの作者がジャ

ンルに応じて特有な文章表現上の特色を有し，文章の語句・語

法・修辞などが作者固有の特徴・傾向となっているものをいう．

本研究では延べ語数での品詞分布を用いることで文書のジャ

ンル類別が行えることを示す．文書の特徴としては語の分布が

挙げられ，ジャンル分類では通常語の頻度が用いられる．小説

や新聞などの系列長の長い文書では語彙数が数万から数十万と

なり，語の頻度による分類では数万次元の単語分布の比較が必

要となる．これによりデータ数の増加に伴い必要なメモリ量が

膨大となる．また，単語を特徴量として用いると語の共起によ

る分類では多義語などの語の意味の扱いや，語の確率による分

類では出現しない語の扱いにより分類結果が異なるという問題

がある．

しかし，特徴量として品詞分布を用いることで，ジャンル分

類に必要な次元数が語彙数から品詞数へと大幅に削減でき語の

扱いが容易になる．また，日本語文書の品詞分布には法則性が

あることが知られており [2] [3]，各ジャンルの品詞の割合の理

論値は品詞分布の決定要素である名詞の割合によって求めるこ

とが可能である．文章を構成する主語・述語には，修飾語など

の要素が付け加わって，より複雑な構造を形成する．文章を成

り立たせる要素を「文の成分」というが，通常「主語」「述語」

「修飾語」（連用修飾語・連体修飾語）「接続語」「独立語」の５つ

が挙げられる．形態素的には，名詞や動詞など独立した意味を

担う自立語と，格などでこれらを補完する補助語があり，個々

の語の利用を調べるだけではなくて，これらの分布を特徴量と

して用いることで，計量的な判断を高精度にすることが考えら

れる．

この法則性を用いることで品詞分布により各ジャンルの特徴

を表すことができ，ジャンル分類が行えると考えられる．ジャ

ンル分類では，各ジャンルに確率モデルを与え，品詞分布の生

成過程を表現する．名詞の割合の事前分布にガウス分布を仮定

し，ジャンルごとにガウス分布のパラメータを学習することで

各ジャンルの名詞分布の特徴を得る．このガウス事前分布によ

る各ジャンルへの所属確率と確率モデルから求まる理論値と観

測値の誤差によりジャンル分類が行えることを示す．

3. 日本語文書の品詞分布

日本語文書では，自立語と付属語が組み合わされて出現する．

自立語とは独立して意味を成す語であり，典型的には名詞や動

詞がある．一方付属語とは単独では意味を持たず自立語と合

わせて節を成す語であり，助詞や助動詞が挙げられる．例えば

「出た出た月が」を単位語に区切ると「出/た/出/た/月/が」と

なり，自立語は「出」と「月」，延べ語数は 6 である．「出る」

が２，「た」が２，「月」が１，「が」が１であり，これはそれぞれ

の語の使用度数を示す．単位語の総数から，重複するものを省

いて数えた語のが異なり語である．この例では，延べ語数は６

であるが，「出る」と「た」が重なっているため，異なり語数は

「出る」「た」「月」「が」の４つである．

樺島の法則は，延べ語数に関する品詞分布の特性である．自

立語を名詞，動詞，名詞・動詞などについてそれがどのようで

あるかというありさまを示す形容詞類（形容詞・副詞・連体詞），

文の成分としては比較的独立性をもつ接続詞類（接続詞・感動

詞）に分ける．このとき，名詞の百分率を N，動詞を V，形容

詞類を Ad，接続詞類を Iとしたとき各品詞の割合は以下の近

似式で表される．

Ad = 45.67− 0.60N (1)

logI = 11.57− 6.56logN (2)

V = 100− (N +Ad + I) (3)

樺島の法則で示されている近似式は名詞の割合に対しての品

詞分布の特性である．品詞の割合には文書のジャンルによって

差がある [1]としながら，ジャンルによる品詞分布の特性を考

慮していないため，当てはまりがあまり良くない．

文書ジャンルを考慮した品詞分布の法則としては，古典文学

作品での品詞分布に関する大野の語彙法則がある．大野の語彙

法則は異語数に関するものではあるが，古典 9作品において名

詞の割合がもっとも高い文書を左端に，名詞の割合がもっとも

低い文書を右端におき二つの作品の品詞の割合を直線で結ぶと，

他の作品の品詞の割合はこの直線状に垂直に並ぶ．ただ，大野

の研究では古典文学作品のみに焦点を当てており，他のジャン

ルについてこの法則が成り立つかは論じられていない．

大野は語彙法則をグラフで図示したが，この定式化が水谷に

よってなされた [4]．ある 3作品の名詞構成比をX0，x，X1 他

の語類の構成比を Y0，y，Y1 としたとき以下の式が成り立つ．

y = Y0 +
Y1 − Y0

X1 −X0
(x−X0) (4)

先行研究が着目するポイントは，延べ語数，異語数に関して

日本語文書には品詞分布に法則性が存在することにある．本研

究では品詞分布の特性がジャンルごとに変化すると仮定し，文

書のジャンルごとに回帰直線を設ける．これにより品詞分布で

の分類が名詞により相関分析でき，名詞分布によりジャンル分

類が行える．

4. 提 案 手 法

4. 1 品詞分布の確率モデル

本稿では，品詞分布の対応関係を確率モデルで表現し，ジャ

ンル分類に用いる (図 1で表す)．ここで X は名詞の割合，V

は動詞の割合，Aは形容詞類の割合，C は接続詞類の割合であ

る．w は多項式係数ベクトルであり，μとσはガウス事前分布

のパラメータである．文書の名詞の割合は事前分布であるガウ

ス分布によって決まり，ガウス事前分布のパラメータがジャン

ルごとの名詞分布の特徴を表す．動詞，形容詞類，接続詞類の

割合は名詞の割合と多項式係数ベクトルによって求まる．この

確率モデルを各ジャンルに与え，ジャンルごとにガウス分布の



vn An cn
w1 w2 w3

xn
N

μ
σ

図 1 グラフィカルモデル

パラメータと多項式係数ベクトルの学習を行う．ガウス分布の

パラメータは学習データの平均と分散より (5)式で求まる．各

品詞の多項式係数ベクトル wi は｛wi0, wi1｝で表され，(6)式・

(7)式より求まる．
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4. 2 ジャンルの分類

ジャンル分類では，ジャンルごとに学習したパラメータより，

動詞，形容詞類，接続詞類の品詞の割合の観測値と理論値の誤

差を求め，ガウス分布を仮定した名詞の出現確率の逆数をかけ

ることによりジャンル分類を行う．これにより単語の頻度を用

いる分類では数万次元の単語分布を比較する必要があったのに

対し，本手法では各ジャンルの名詞の出現確率と多項式係数ベ

クトルにより分類を行うため高速に分類が行える．各ジャンル

での名詞の出現確率はガウス事前分布のパラメータである µj，

σj により以下の式で求まる．

N(j) =
1

(2πσj)
1
2

exp(− 1

2σj
(x− µj)

2) (8)

各ジャンルの動詞，形容詞類，接続詞類の理論値はテスト文

書｛d1，d2，...，dn｝の名詞の割合｛x1，x2，...，xn｝と多項式係数

ベクトルによって wji0+wji1 ∗xnで求まる．ここで jはジャン

ル数であり，iは品詞数である．テスト文書の品詞の割合を動詞

｛v1，v2，...，vn｝,形容詞類｛a1，a2，...，an｝,接続詞類｛c1，c2，

...，cn｝としたとき，理論値との誤差は以下の式より求まる．

V (j)=(vn−(wj11xn+wj10))
2+(an−(wj21xn+wj20))

2

　　　+(cn−(wj31xn+wj30))
2 (9)

ジャンル分類では品詞分布の理論値と観測値の誤差と名詞の

出現確率の逆数によって求まる値が最も低いジャンルを分類結

果とする．以下の式に基づいて分類を行う．

Ans = arg min
j

V (j) ∗ 1

N(j)
(10)

5. 実 験

本章では 2 つの実験を行う．第 1 の実験では F 検定を行う

ことにより，回帰式が品詞分布の特性を表すものであることを

示す．回帰式がジャンルに固有のものとなればコーパスに依存

せずジャンル分類が行える．第 2の実験ではジャンル分類を行

う．ジャンル分類ではベースライン手法として単純ベイズを用

いて精度と実行時間の比較を行う．品詞分布による分類が分類

法によらず行えるか検証する．また，(形態素ではなくて) 語

自体の頻度による分類として，名詞のみを対象とする Latent

Direchlet Allocation (LDA) を用いる．LDA による分類とは，

ジャンルのトピックの確率分布とテスト文書のトピックの確率

分布を比較し，KL情報量が最も小さいジャンルを推定結果と

するものである [6]．単純ベイズでは尤度が最も高いジャンルを

推定結果とする．

5. 1 実 験 準 備

実験には 4つのコーパスを用いる．各コーパスは，5人の著

者の小説を 20作品ずつ計 100作品 (表 1)，朝日新聞の 2007年

1 月度を 30 日分，日本語話し言葉コーパス (Disc3) を収録順

に先頭から 100 文書，NTCIR-3 より 98 年度公開特許公報全

文データを 100 文書 (表 2) である．特許データは発明の詳細

な説明のみを抽出して用いる．また，これらのうち小説・話し

言葉・特許は 50 文書，新聞は 20 日分を学習データとして用

いる．実験データには茶筅による形態素解析を行う．比較手法

である LDAのパラメータはトピック数 150，ディリクレ分布

の初期値をα=0.01，β=0.01とし，ギブスサンプリング繰返

しは 500回行う．実行時間の測定に用いる計算機は CPU Intel

Corei3 1.33GHz，メモリ 4GB である．

　

著者 作品名

夏目 漱石　　 坊っちゃん，文芸と道徳，ケーベル先生，硝子戸の中

彼岸過迄，一夜，こころ，草枕，行人，幻影の盾

道草，門，手紙，野分，三四郎，変な音

趣味の遺伝，二百十日，虚子君へ，落第

芥川 龍之介　　 アグニの神，或敵打の話，桃太郎，疑惑，犬と笛

歯車，英雄の器，二つの手紙，一夕話，報恩記

影，羅生門，開化の良人，河童，三つの窓

おしの，地獄変，蜃気楼，運，彼

太宰 治　　　 老ハイデルベルヒ，玩具，グッド・バイ，走れメロス

逆行，女生徒，佳日，火の鳥，鴎，犯人

喝采，故郷，狂言の神，黄金風景，ろまん燈籠

正義と微笑，斜陽，嘘，兄たち，女の決闘

島崎 藤村　　 秋草，嵐，朝飯，旧主人，食堂，岩石の間

三人の訪問者，並木，千曲川のスケッチ，船

伸び支度，芽生，分配，ある女の生涯，藁草履

家 (上)，刺繍，再婚について，北村透谷の短き一生，家（下）

森 鴎外　　　 あそび，興津弥五右衛門の遺書，阿部一族，かのように，雁

カズイスチカ，魚玄機，最後の一句，細木香以，じいさんばあさん

堺事件，文づかい，余興，みちの記，心中

食堂，二人の友，沈黙の塔，高瀬舟，鶏

表 1 小説リスト

　



公開番号

特開平１０－１，...，特開平１０－１００

表 2 特許リスト

　

5. 2 評 価 方 法

回帰直線の評価には F検定を用い，分類の評価には f尺度を

用いる．F検定では，回帰による要因効果と誤差による変動要

因から求まる値が有意水準以上であれば，回帰直線と観測値の

間に有意差が有り，回帰直線が品詞分布の特性を表していると

いえる．ここで回帰による要因効果についての平方和 SF と平

均平方 VF を以下の式で定義する．

SF =

n∑
i=1

(Ȳ − Yi)
2 , VF =

SF

m− 1
(11)

次に誤差による変動要因についての平方和 SC と平方平均 VC

を以下の式で定義する．

SC =

n∑
i=1

(yi − Yi)
2 , VC =

SC

n−m
(12)

この時，

F =
VF

VC
(13)

となる．自由度は分母に対して (全標本数-群数)であり，分子

に対して (群数-1)である．

次に分類の評価方法として f尺度を用いる．f尺度は再現率と

適合率の調和平均であり，実際に正であるもののうち，正であ

ると予測されたものの割合である再現率を次のように定義する．

Ri =
ai

ai + ci
(14)

また，正と予測したデータのうち，実際に正であるものの割合

である適合率を次のように定義する．

Pi =
ai

ai + bi
(15)

ai は推定結果が正である数，ci は正であるが負と推定された

数，bi は正であると推定した中で正解が負である数である．こ

の 2つの式の調和平均である f尺度を次のように定義する

fi =
2× Pi ×Ri

Pi +Ri
, f = Averageifi

5. 3 実 験 結 果

まず，回帰式の係数とガウス分布のパラメータを表 3，4に

示す．各パラメータはジャンルごとに異なっており，ジャンル

の特徴を表している．F検定の結果を表 5，6 に示す．すべて

の値が有意水準 5％での F分布の基準値より大きい値となって

いることから，有意水準 5％で回帰直線と観測値には有意差が

有り，回帰直線が品詞分布の特性を表していると言える．

次にジャンル分類の結果と実行時間を表 7，8に示す．ジャン

ル分類の f尺度は提案手法で 0.945，単純ベイズで 0.899，LDA

で 0.99 となる．(単語分布を用いた) LDA による分類と比し

て，品詞分類を用いた手法では精度が低いが, 提案手法では遜

　小説　 　話し言葉　 　特許　 　新聞　

動詞

　 w11 　 -0.461 -0.039 -0.815 -0.690

　 w10 　 0.557 0.304 0.804 0.718

形容詞類

　 w21 　 -0.453 -0.368 -0.127 -0.276

　 w20 　 0.375 0.297 0.132 0.251

接続詞類

　 w31 　 -0.086 -0.593 -0.057 -0.033

　 w30 　 0.069 0.399 0.064 0.031

表 3 回帰式の係数

　小説　 　話し言葉　 　特許　 　新聞　

　平均　 0.585 0.440 0.779 0.799

　分散　 1.84E-03 5.07E-03 1.63E-03 1.12E-04

表 4 各ジャンルの名詞分布の平均と分散

　動詞　 　形容詞類　 　接続詞類　

小説 61.94 19.77 58.08

話し言葉 33.27 54.08 88.11

特許 364.68 85.50 45.49

表 5 F 検定結果 (自由度 1,48)

　動詞　 　形容詞類　 　接続詞類　

新聞 85.40 8.38 12.96

表 6 F 検定結果 (自由度 1,8)

　新聞　 　小説　 話し言葉 　特許　 　全体　

(提案手法)

　再現率　 1 1 0.840 0.960 0.950

　適合率　 0.909 0.847 1 1 0.939

　 f 値　 0.952 0.917 0.913 0.980 0.945

(単純ベイズ)

　再現率　 1 1 0.82 0.88 0.925

　適合率　 0.667 0.833 1 1 0.875

　 f 値　 0.800 0.909 0.901 0.936 0.899

(LDA)

　再現率　 0.960 1 1 1 0.990

　適合率　 1 1 1 0.962 0.990

　 f 値　 0.980 1 1 0.980 0.990

表 7 ジャンル分類結果

色がないほど高精度に分類が行える．提案手法による分類では

すべてのジャンルの f尺度が高い値を示す．一方，単純ベイズ

では新聞の f尺度が低い．LDA分類と比較すると，単語分布で

は新聞と特許の f尺度が比較的低いが，品詞分布による分類で

は逆に新聞と特許の f尺度が他のジャンルより高いことに注目

したい．実行時間は，提案手法で 5.05秒，単純ベイズで 4.85

秒，LDAで 24576秒となる．提案手法と単純ベイズではほと

んど差がないが，LDAでは品詞分布による分類の約 5000倍と

なっている．

5. 4 考 察

ジャンル分類では提案手法による分類で f値が 0.945と高い

精度になっている．単純ベイズによる分類では特許との名詞の



提案手法 単純ベイズ LDA

学習時間 4.92 4.74 24575

分類時間 0.125 0.109 0.68

合計 5.05 4.85 24576

表 8 実行時間 (秒)

小説 話し言葉 特許 新聞

群内分散 4.04E-04 1.25E-03 1.91E-04 8.09E-06

表 9 動詞の群内分散

割合の平均値が近い新聞で f値が小さくなっているが，提案手

法ではすべてのジャンルで高い精度となっている．このため，

提案手法では名詞の割合の分布が近いジャンルが存在しても

ジャンル分類が行えると考えられる．また，単語分布による分

類においても新聞と特許の f尺度は他のジャンルより低くなっ

たが，提案手法では逆に他のジャンルより高くなっている．表

9よりテスト文書の動詞の群内分散を見ると，F検定の値が大

きい特許と新聞では分散が 1.91E-04，8.09E-06となり非常に

小さい値となっている．分散が最も大きい話し言葉では分散が

1.25E-03 となり，この値は分散の最も小さい新聞の 155 倍で

ある．提案手法で f尺度の高くなったジャンルは群内分散の小

さいジャンルであり，回帰式の当てはまりがいいために精度が

高くなったと考えられる．分類の実行時間は品詞分布での分類

に比べて，繰り返し学習が必要な LDA での分類は 5000 倍近

い値となっており，品詞分布を用いることで非常に高速に分類

が行える．

6. 結 論

本論文では，品詞分布の決定要素である名詞分布によるジャ

ンル分類法を提案した．また，品詞分布の特性は文書のジャン

ルごとに異なっており，ジャンルごとの回帰直線を用いること

により品詞分布の特性が得られることを検定により示した．
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