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研究成果の概要（和文）： 多様な書き言葉を分類するための基本的な尺度を，コーパスに基づ

く探索的研究を通して構築することを目的に，四回の評定実験を実施した。分析の結果，「スタ

イル」「抑揚・リズム」「文構成の明晰性」という三つの分類指標が得られた。また実験データ

の言語分析の結果，指標毎に特徴的な言語傾向を有することが分かった。この結果は，三つの

指標によって多様な文体の書き言葉が分類可能であることを示唆する。 

 

 
研究成果の概要（英文）：  In order to construct the classification criteria for the 
variation in written text based on the written corpus, four experiments on evaluation 
of text were conducted. As the results of the analysis, three classification criteria, 
style of writing, rhythm of texts, and clarity of text structure, were extracted. In 
addition, the linguistic analysis reveals that each criterion has its own linguistic 
pattern, implying that the extracted three classification criteria could properly 
classify a diversity of texts.  
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１．研究開始当初の背景 

  

近年，大規模な言語コーパスが研究に利用
できる環境が整ったことにより，例えば，新
聞とインターネット上のテキストの文体が
どことなく異なるという直観を，コーパスを

用いた定量的分析を通して具体的に捉える
ことが容易になった。しかし，書き言葉の多
様性は，媒体の違いや主題の違いでは捉えき
れない広がりがあり，新たな指標の体系化が
求められている。 

 この種の類型化・体系化の試みは，文体研
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究や理論研究の中で古くから行われており，
様々な観点や指標が提案されてきた。しかし，
これらの観点や指標によって，多種多様な書
き言葉が具体的にどのように，またどの程度
妥当に分類できるのかといったことを実証
的に評価した取り組みは，少なくとも日本語
の研究を見る限りあまり行われていない。書
き言葉の頑健な分類尺度の構築は，コーパス
日本語学にとって喫緊の課題と言える。 

 

２．研究の目的 

 

本研究の目的は，新聞や雑誌，インターネ
ット上のテキストなど様々な書き言葉を多
角的に分類するための基本的な尺度を，コー
パスに基づく探索的研究を通して構築する
ことである。具体的には，(1)従来提案されて
きた観点や指標を参考に予備調査を経て分
類尺度を選択，(2)様々な種類の書きことばを
対象に尺度に基づき人手で評定値を付与，(3)

評定値データを利用した多角的分析を通し
て個々の尺度の妥当性・有用性を評価した上
で基本尺度を決定する，という手順を踏むこ
とで，コーパス研究に有用な分類尺度を探索
的，実証的に構築することを目指す。 

 

３．研究の方法 

 
書き言葉を多角的に分類するための基本

的な尺度を，コーパスに基づく探索的研究を
通して構築することを目標に，4 回の評定実
験を実施した。 
 
(1)評定実験 A： 
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（以下，
BCCWJ）より，テーマを社会に限定して 300
のサンプル（各 500文字）を抽出した。その
上で，評定者 3 名により，八つの評定語対
（例：「改まった・くだけた」，「客観的・主
観的」）にもとづき，テキストに対する印象
について SD 法による 5段階評定実験を実施
した。評定語対については，先行研究を参考
に文体や文章分類に関する指標・評定語を抽
出・整理した上で，2回の予備実験を通して
選別した。 
 
(2)評定実験 B： 
評定実験 Aの結果をふまえ，テキストと評定
語対を増やした実験を実施した。具体的には，
BCCWJ より，新聞，書籍，雑誌，行政白書，
Yahoo!ブログから 40のサンプル（各 300 文
字）を抽出した上で，評定者 3名により，20
の評定語対（例：「改まった－くだけた」，「整
然とした－雑然とした」，「めりはりのある－
単調な」）にもとづき，SD法による 5段階評
定実験を実施した。評定語対については，7
名による 40 のテキストを対象としたテキス

ト印象表現抽出調査に基づき作成した。 
 
(3)評定実験 C： 
評定実験 Bで得られた三つの分類指標「スタ
イル」「抑揚・リズム」「文構成の明晰性」の
妥当性を検証するため，被験者を 3 名から 30
名に増やした上で，評定実験 Bと同じ手続き
（同一テキスト 40 サンプル，異なる評定者
30 名，同一の評定語対 8対に基づく SD 法に
よる 5段階評定）に従い実験を実施した。 
 
(4)評定実験 D： 
評定実験 Cにより三つの分類指標の妥当性が
確認されたことを受け，サンプル数を 40か
ら 300に増やした上で，評定者 3名により六
つの評定語対（スタイル指標から「改まった
－くだけた」「硬い－柔らかい」，抑揚・リズ
ム指標から「テンポのよい－テンポの悪い」
「めりはりのある－単調な」，文構成の明晰
性指標から「簡潔な－冗長な」「整然とした
－雑然とした」）に基づく SD 法による 5 段階
評定実験を実施した。 
 
４．研究成果 
 
評定実験 Aの結果を受け，評定語間の相関

関係や評定者間の一致度などの観点から，調
査の妥当性や問題点などについて検討した。
また，品詞・語種・文特徴(文末文体など)と
各評定語との関係についても予備的に調査
した。 
以上の調査の結果，先行研究を参考に選択

した指標だけでは多様なテキストを有効に
分類することはできないと判断し，評定実験
B の方針に切り替えた。評定実験 B は，理論
的側面から類型化・体系化を試みるという方
向を離れ，まず人が種々のテキストを読んだ
際に感じる印象を表わす表現を調査し，実際
のテキストに対して評定実験を行った上で，
分類指標を探索的に体系化することを試み
るものである。実験で得られた評定結果を対
象に因子分析を行った結果，最終的に 12 の
評定尺度が残り，「スタイル」「抑揚・リズム」
「文構成の明晰性」という 3 つの因子が抽出
された。 
  評定実験 Cでは，規模を増やした上で再度
実験を行い，同種の三つの因子が得られた。
これにより評定実験 B・C で得られた三つの
分類指標の妥当性が確認された。 
以上の 3 回に渡る予備調査を踏まえ，サン

プル数を増やした本調査（評定実験 D）を実
施し，各指標にいかなる言語特徴が関わるか
を検討した。具体的には，文章の特徴を捉え
る上で関連が深いと考えられる言語特徴（品
詞や語種など単語に関わる特徴量５種，文末
の種類や文長など文に関わる特徴量８種，計
13 種）を先行研究･予備調査を踏まえて選択



 

 

し，各指標との関係を分析した。その結果，
指標毎に特徴的な言語傾向を有することが
分かった。 
この結果は，三つの指標によってそれぞれ

異なるタイプ･文体の書き言葉が分類されて
いることを示唆するものであり，書き言葉を
多角的に分類する指標を探索的に構築する
という本研究の目標に対しある一定の成果
が得られたと言える。 
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