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本発表の構成
• 社会科学における量的テキスト分析

• 欧米における量的テキスト分析の動向
• Rによるテキスト分析パッケージの開発（quanteda）
• 計量テキスト分析のメディア研究への応用

• 国際政治研究におけるバイリンガル分析
• プロジェクトの概要
• 従来の方法の問題点
• 本研究における方法

• 共出現に基づいた分かち書きの修正
• ベクトル空間モデルによる辞書の拡張

• 結論



社会科学における量的テキスト分析



量的テキスト分析手法
• 辞書型

• General Inquirer (Stone, Dunphy, Smith, & Ogilvie, 1966)
• DICTION (North, Lagerstrom, & Mitchell, 1984) 
• Lexicoder Sentiment Dictionary (Young & Soroka, 2012)

• 教師あり
• Wordscore (Benoit & Laver 2003)

• 教師なし
• Latent Semantic Analysis (Indexing)(Deerwester et al. 1990)
• Wordfish (Slapin & Proksch 2008)
• Latent Dirichlet Allocation(Blei, Ng & Michael 2003)



様々なプラットフォームへの拡散
• IBM PL/1

• General Inquirer
• STATA

• Wordscore
• R

• LSA, LDA, Wordfish
• Python

• LSA, LDA
• Java

• LSA, LDA, Lexicoder



quantedaの誕生
• Quantitative analysis textual dataの短縮
• Kenneth Benoit（LSE）が2012年ごろからEUの

支援を受けて開発をはじめた，Rにおける社会
科学向けのテキスト分析パッケージ

• 既存のRパッケージとの互換性（topicmodels,
stm, text2vec etc.）を重視し，文書の管理、
トークン化、文書行列の作成に注力

• Windows, Mac, Linuxをサポート



現在のquantedaの特徴
• Rの使いやすさ維持しながら，中核をC++（Intel TBB）で実装

することで高い効率性を実現
• ユニコードに準拠し，アジア言語で利用できる
• 開発者は日本人や中国人を含む国際チーム
• 開発はオープンソースで進行中

https://github.com/kbenoit/quanteda



• Pythonの二倍速く，メモリー使用量は半分

quantedaの効率性



quantedaの利用例：Wordcloud
library(quanteda)
uk2010immigCorpus <-

corpus(data_char_ukimmig2010,
docvars = data.frame(

party = names(data_char_ukimmig2010)
))

mydfm <- dfm(uk2010immigCorpus, 
remove = c("will", stopwords("english")),
remove_punct = TRUE)

textplot_wordcloud(mydfm, min.freq = 6, 
random.order = FALSE,
rot.per = .25, 
colors = RColorBrewer::brewer.pal(8,"Dark2"))



quantedaの利用例：Wordfish
library(quanteda)
iedfm <- dfm(data_corpus_irishbudget2010)
wfmodel <- textmodel(iedfm, model = “wordfish”, dir = c(2,1))
textplot_scale1d(wfmodel, mar_left = 20)



メディア研究におけるテキスト分析
• ITAR-TASSによるウクライナ危機の報道パターン

Watanabe, Kohei. ‘Measuring News Bias: Russia’s Official News Agency ITAR-TASS’ Coverage of the Ukraine Crisis’. European Journal of 
Communication, 20 March 2017.



メディア研究におけるテキスト分析
• ロシア政府によるメディア統制強化



30年間の日英新聞における
米国外交政策の表象



プロジェクト概要
• 正式名称

• International perceptions of US security commitments
• 構成

• Peter Trubowitz（US Centre & IRS, LSE）がリーダー
• Kiichi Fujiwara（東京大学）がアドバイザー
• Kohei Watanabe（Methodology, LSE）がデータ収集・分

析を担当
• 目的

• 米国の安全保障のコミットメントを同盟国の観点から分析
• 米国の政治的二極化と外交政策への信頼を関連付ける

• 範囲
• 1986年から今日まで
• Timesと朝日新聞（ドイツ・韓国などの新聞を含む予定）



米国の政治的二極化

McCarty, Nolan, Keith T. Poole, and Howard Rosenthal. Polarized America: The Dance of Ideology and Unequal Riches. Second edition edition. 
Cambridge, MA: The MIT Press, 2016.



本研究における課題
• 全ての言語を一貫した方法で分析する

• 多言語に対応した、効率的な分析ツールが必要
• 特定の言語に特化したモデル（形態素解析）を利用しにくい

• 全ての言語に対応する形態素解析モデルは存在しない
• 形態素解析モデル自体が学習データの質に依存している

• 分析結果の再現性を担保する
• 複雑な自家製システムは、環境依存および完成度の低さ、マニュアル

の不備で、他の研究者が使えない



本研究における方法
1. 日本語と英語の文書を共通の手続きで処理

• 全ての処理をquantedaを用いて行う
• 日本語には形態素解析によるトークン化（分かち書き）を行わない
• 不完全なトークン化は共出現に基づき修正

2. 米国の政治・外交に関する専門辞書を作成
• 米国の政治・外交に関する新聞記事からベクトル空間モデルを構築
• ベクトル空間モデル（LSA）を用いて自動的に類語を抽出
• 10語程度の種語から500語以上の辞書を国内政治および外交政策につ

いてそれぞれ作成



ニュース記事の収集
• 朝日新聞

• 聞蔵IIテキストを(アメリカ OR 米国) AND (政府 OR 政治 OR 外交 OR  
軍事)で検索

• 138,108件
• 530MB

• Times
• Nexisデータベースを(america OR US) AND (government OR politics 

OR diplomacy OR military)で検索
• 117,942件
• 480MB



一般的なトークン化処理
• トークン化（tokenization）とは，自然言語を機械が扱える形

に変換する処理
• 一般的に，分かち書き（word segmentation）を伴う

• 英語
• 文をスペースで区切り単語に分ける

• 日本語（中国語）
• 単語がスペースで分かれていないため，より複雑な処理が要求される
• 日本語にはMecabやChasenなどの形態素解析プログラムを用いることが多い



quantedaによる日本語の分かち書き
txt <- "政治とは社会に対して全体的な影響を及ぼし，社会で生きるひとりひとりの人の人生にも様々な影響を及ぼす複雑な領
域である。"

quanteda::tokens(txt)

[1] "政治"         "と"           "は"           "社会"         "に対して"     "全体"         "的"          
[8] "な"           "影響"         "を"           "及"           "ぼ"           "し" "，"          

[15] "社会"         "で"           "生きる"       "ひとりひとり" "の"           "人"           "の"          
[22] "人生"         "に"           "も"           "様々"         "な"           "影響"         "を"          
[29] "及ぼす"       "複雑"         "な"           "領域"         "で"           "ある"         "。" 

unlist(RMeCab::RMeCabC(txt), use.names = FALSE)

[1] "政治"         "と"           "は"           "社会"         "に対して"     "全体"         "的"          
[8] "な"           "影響"         "を"           "及ぼし" "，"           "社会"         "で"          

[15] "生きる"       "ひとりひとり" "の"           "人"           "の"           "人生"         "に"          
[22] "も"           "様々"         "な"           "影響"         "を"           "及ぼす"       "複雑"        
[29] "な"           "領域"         "で"           "ある"         "。" 



quantedaにおける日本語処理
• quantedaのトークン化関数の内部構造

• ICUはIBMやGoogleなどによって管理されているオープンソース・
プロジェクト

• IPA辞書はMecabやChasenなどでも使われる標準辞書
• ICUはstringiに含まれるため外部ライブラリを必要としない

quanteda::tokens()
└ stringi::detect_boundaries()

└ ICU (International Components for Unicode) boundary analysis
└ IPA (情報処理推進機構) 辞書



英語と日本語のトークンの修正
• 単純なルールに基づくトークン化は完璧ではない
• 機械的な分かち書は語を細かく分けすぎる傾向にある

• スペースによる英語のトークン化はフレーズや複合名詞を分割する
• 辞書による日本語のトークン化も未知語を正しく分割しない

• 強く結合した語を共出現分析によって発見し，分かち書きを修
正する

• quantedaのsequences()は，可変長の連続語を大きなデータの
中から見つけることができる(Blaheta & Johnson 2001)



不完全なトークン化の例
txt_jp <- "ニューヨークのケネディ国際空港"
txt_en <- "Kennedy International Airport in New York"

quanteda::tokens(txt_jp)

[1] "ニュー"   "ヨーク" "の"       "ケネディ" "国際"     "空港"

quanteda::tokens(txt_en)

[1] "Kennedy"       "International" "Airport"       "in"            "New"           "York"

unlist(RMeCab::RMeCabC(txt_jp), use.names = FALSE)

"ニューヨーク" "の"           "ケネディ"     "国際"         "空港"



トークンを修正するための共起分析
load('data_corpus_asahi_q10.RData')

sents <- corpus_segment(data_corpus_asahi_q10, what = "other", delimiter = "。")
toks <- tokens(sents, include_docvars = TRUE)

toks <- tokens_select(toks, '^[０-９ぁ-んァ-ヶー一-龠]+$', valuetype = 'regex', padding = TRUE)

min_count <- 50
seqs_kanji <- sequences(toks, '^[一-龠]+$', 

valuetype = 'regex', nested = FALSE, min_count = min_count, ordered = FALSE)

toks <- tokens_compound(toks, seqs_kanji[seqs_kanji$p < 0.01,], 
valuetype = 'fixed', concatenator = '', join = TRUE)

seqs_kana <- sequences(toks, '^[ァ-ヶー]+$', 
valuetype = 'regex', nested = FALSE, min_count = min_count, ordered = FALSE)

toks <- tokens_compound(toks, seqs_kana[seqs_kana$p < 0.01,], 
valuetype = 'fixed', concatenator = '', join = TRUE)

seqs <- sequences(toks, '^[０-９ァ-ヶー一-龠]+$', 
valuetype = 'regex', nested = FALSE, min_count = min_count, ordered = FALSE)

toks <- tokens_compound(toks, seqs[seqs$p < 0.01,], valuetype = 'fixed', concatenator = '', join = TRUE)



発見された連続的共起語（漢字）
collocation lambda sigma count z p
米 軍 64.61 0.00 24944 515,045 0
日 米 62.94 0.00 11516 472,954 0
国 連 64.03 0.00 21075 441,838 0
日本 政府 63.82 0.00 20717 409,272 0
国際 的 62.47 0.00 11524 381,975 0
米 政府 63.53 0.00 19801 373,369 0
具体 的 62.98 0.00 15217 371,822 0
政治 的 61.76 0.00 8742 344,728 0
積極 的 62.53 0.00 13166 340,771 0
日本 側 62.03 0.00 10753 311,347 0
米 側 62.09 0.00 11745 297,372 0
民主 党 62.56 0.00 16256 271,174 0
国際 社会 62.29 0.00 14234 270,956 0
米 大統領 62.00 0.00 12856 261,088 0
日 午後 61.21 0.00 8784 254,404 0
基本 的 60.46 0.00 6520 236,935 0
経済 的 59.65 0.00 4514 226,196 0
世界 的 59.87 0.00 5165 221,702 0
本格 的 60.06 0.00 5706 220,330 0
関係 者 60.69 0.00 7641 219,017 0
日 午前 60.24 0.00 6346 213,224 0
最終 的 59.75 0.00 5189 206,260 0
億 円 61.30 0.00 11366 200,691 0
核 問題 59.69 0.00 5108 194,490 0
米国 人 59.66 0.00 5154 191,407 0



発見された連続的共起語（カタカナ）
collocation lambda sigma count z p
ニュー ヨーク 50.89 0.00 14851 78,340 0
ゼ ロ 48.03 0.00 6317 41,862 0
ウィー ン 44.63 0.00 1374 32,384 0
リー マン 44.51 0.00 1413 29,009 0
プー チン 46.19 0.00 4465 22,693 0
サイ バー 43.74 0.00 1276 21,926 0
バグダ ッド 46.11 0.00 4662 20,972 0
アル ジャジーラ 41.93 0.00 567 18,730 0
ロッキー ド 42.82 0.00 948 18,457 0
ボルト ン 41.70 0.00 529 18,174 0
バラ ク 42.18 0.00 752 16,621 0
ク ローン 41.46 0.00 584 14,611 0
アッ バス 42.67 0.00 1168 13,791 0
サウジ アラビア 44.84 0.00 3811 13,228 0
ラマ ラ 40.31 0.00 396 11,838 0
ゴー ン 39.25 0.00 225 11,751 0
サン ダース 40.27 0.00 383 11,748 0
サマ ワ 41.82 0.00 915 11,311 0
ラ ディン 39.83 0.00 321 11,179 0
ゴールド マン 39.65 0.00 289 11,128 0
サン トリー 39.82 0.00 322 11,017 0
モータ ーズ 41.17 0.00 672 10,909 0
ゲバ ラ 39.91 0.00 352 10,828 0
コリア ン 38.93 0.00 208 10,824 0
イン グランド 40.23 0.00 412 10,796 0



トークンを修正するための共起分析
load('data_corpus_times_q10.RData')

sents <- corpus_segment(data_corpus_times_q10)

toks <- tokens(sents, include_docvars = TRUE)
toks <- tokens_select(toks, ‘^[0-9a-zA-Z]+$’, 

valuetype = 'regex', case_insensitive = FALSE, padding = TRUE)

min_count <- 50
seqs_cap <- sequences(toks, '^[A-Z][a-zA-Z]+$', 

valuetype = 'regex', case_insensitive = FALSE, nested = FALSE, 
min_count = min_count, ordered = FALSE)

toks <- tokens_compound(toks, seqs_cap[seqs_cap$p < 0.01,], 
valuetype = 'fixed', case_insensitive = FALSE, concatenator = ' ', join = TRUE)



発見された連続的共起語（大文字）
collocation lambda sigma count z p
The Times 60.79 0.00 14913 679,774 0
The US 59.99 0.00 11234 593,698 0
Mr Bush 59.87 0.00 10029 573,479 0
Mr Obama 59.65 0.00 9330 550,426 0
Mr Blair 59.06 0.00 7656 493,860 0
The Government 58.71 0.00 7390 468,164 0
Mr Brown 57.13 0.00 4007 347,498 0
Mr Cameron 56.98 0.00 3830 336,658 0
Mr Clinton 56.95 0.00 3798 334,947 0
United States 61.45 0.00 45075 308,368 0
Mr Trump 56.44 0.00 3198 304,401 0
Mr Putin 56.07 0.00 2830 284,306 0
The British 55.93 0.00 2939 280,168 0
The American 55.43 0.00 2487 254,916 0
The President 55.11 0.00 2261 239,713 0
The Bank 54.86 0.00 2065 228,352 0
The UK 54.75 0.00 1979 224,924 0
The Americans 54.69 0.00 1962 220,336 0
New York 58.75 0.00 16016 215,302 0
Mr Gorbachov 54.50 0.00 1680 212,858 0
White House 58.36 0.00 13641 204,690 0
The French 54.27 0.00 1699 204,230 0
The FTSE 54.23 0.00 1692 201,932 0
The Pentagon 53.77 0.00 1450 185,347 0
Mr Netanyahu 53.75 0.00 1307 185,074 0



修正前との比較
> toks_strig[38]
tokens from 1 document.
text2.22 :
[1] "これまで" "ソ連"     "が"       "提案"     "してき"   "た"       "極東"     "で"       "の"      

[10] "信頼"     "醸成"     "措置" "，"       "アジア"   "・"       "太平洋"   "諸国"     "間"
[19] "で"       "の"       "相互"     "不可侵"   "・"       "武力"     "不"       "行使" "協定"    
[28] "など"     "の"       "実現"     "こそ"     "，"       "同"       "地域" "ひいては" "「"      
[37] "世界"     "情勢" "の"       "健全"     "化"       "」"       "に"       "役立つ"   "と"      
[46] "述"       "べ"       "，"       "シュルツ" "長官" "と"       "際"       "立"       "って"    
[55] "異なる"   "見解"     "を"       "展開"     "し"       "て"       "いる" 

> toks_redef[38]
tokens from 1 document.
text2.22 :
[1] "これまで"     "ソ連"         "が"           "提案"         "してき"       "た"          
[7] "極東"         "で"           "の"           "信頼醸成措置" ""             "アジア"      

[13] ""             "太平洋諸国間" "で"           "の"           "相互"         "不可侵"      
[19] ""             "武力不行使" "協定"         "など"         "の"           "実現"        
[25] "こそ"         ""             "同地域" "ひいては"     ""             "世界情勢"
[31] "の"           "健全化"       ""             "に"           "役立つ"       "と"          
[37] "述"           "べ"           ""             "シュルツ長官" "と"           "際立"        
[43] "って"         "異なる"       "見解"         "を"           "展開"         "し"          
[49] "て"           "いる"



Mecabとの比較
> toks_mecab[38]
$text2.22
[1] "これ"     "まで" "ソ連"     "が"       "提案"     "し"       "て"       "き"       "た"      

[10] "極東"     "で"       "の"       "信頼"     "醸成"     "措置" "，"       "アジア"   "・"      
[19] "太平洋"   "諸国"     "間" "で"       "の"       "相互"     "不可侵"   "・"       "武力"    
[28] "不"       "行使"     "協定"     "など"     "の"       "実現"     "こそ"     "，"       "同"      
[37] "地域"     "ひいては" "「"       "世界"     "情勢" "の"       "健全"     "化" "」"      
[46] "に"       "役立つ"   "と"       "述べ" "，"       "シュルツ" "長官" "と"       "際立っ"  
[55] "て"       "異なる"   "見解"     "を"       "展開"     "し"       "て"       "いる" 

> toks_redef[38]
tokens from 1 document.
text2.22 :
[1] "これまで" "ソ連"         "が"           "提案"         "してき"       "た"          
[7] "極東"         "で"           "の"           "信頼醸成措置" ""             "アジア"      

[13] ""             "太平洋諸国間" "で"           "の"           "相互"         "不可侵"      
[19] ""             "武力不行使" "協定"         "など"         "の"           "実現"        
[25] "こそ"         ""             "同地域"       "ひいては"     ""             "世界情勢"
[31] "の"           "健全化" ""             "に"           "役立つ"       "と"          
[37] "述"           "べ" ""             "シュルツ長官" "と"           "際立"        
[43] "って"         "異なる"       "見解"         "を"           "展開"         "し"          
[49] "て"           "いる"



米国に注目したテキスト分析
• ニュース記事では，米国以外が頻繁に言及されるため，収集さ

れた記事全体すべてを利用できるわけではない
1. 米国に注目した記事を地理的分類器（e.g. Newsmap）で選択する
2. 米国が言及される文脈をKWIC（Keyword-in-context）で抽出する

Watanabe, Kohei. ‘Newsmap: A Semi-Supervised Approach to Geographical News Classification’. Digital Journalism, 2017. 

require(quanteda)

toks <- readRDS('data_tokens_asahi_sentence_min50.RDS')
kwic_us <- kwic(toks, c('米国*', 'アメリカ*'), window = 10)



KWICによる文脈の抽出
document position pre keyword post

text3859.4 4 4 カダフィ大佐 は 米国 が 襲撃事件 の 犯人グループ として いる パレ
スチナ ゲリラ過激派アブ

text3859.7 24 24 使用 できる 状態 で パレスチナ の 問題 に関す
る 限り

米国 は 中立的立場 を 取る べ きだ と 強 く 警告

text3859.8 1 1 米国 の イスラエル支援 の 姿勢 を 非難 した

text3860.49 18 18 海外 で の 知名度 が ゼロ に 近く 米国 では ゼンコーフー と いぶかる 声 も

text3861.15 13 13 は １期４年２期限 り と 憲法 で 決め て いる 米国 と は 大 違い で ある

text3862.1 3 3 昨年 米国 を 舞台 に した 一連 の スパイ摘発事件 で 異色
だ

text3862.10 10 10 アラブ情報 に 照準 か 科学関係局 の 米国 で の 任務 は 地中海 に 展開 する 米第６艦隊
の

text3862.11 1 1 米国 と 戦略協力協定 まで 結び 互い の 軍事情報 を
交換

text3862.12 15 15 エジプト など に 多額 の 軍事供与 を し て い
る

米国 が イスラエル に 出し 惜しみ を し てい た

text3863.2 11 11 ２期目 の 折り返し 点 に 向 かって ８６年 の 米国 の 内政 外交 の かじ取り が 始まる

text3863.43 52 52 兵器体系 に 反対 する と の 表現 で 米国 の 戦略防衛構想推進 に 強 く 抗議 の 気持ち を
示し



国名による辞書分析
en:

country:
China: [PRC, China, Chines*]
Russia: [USSR, Soviet*, Russia*] 

ja:
country:

China: [中華人民共和国*, 中国*]
Russia: [ソビエト*, ソ連*, ロシア*]

require(quanteda)

dict <- dictionary(file='dictionary.yml', concatenator = '+', tolower = FALSE)
mx_asahi <- dfm_trim(dfm(toks_asahi), min_count = 50)
plot_lookup(mx_asahi, dict[['ja']][['country']], add = FALSE, ylim = c(0,0.01))

mx_times <- dfm_trim(dfm(toks_times), min_count = 50)
plot_lookup(mx_times, dict[['en']][['country']], add = FALSE, ylim = c(0,0.01))



中露が言及される頻度：朝日

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



中露が言及される頻度：Times

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



政治・外交についての辞書分析
en:

foreign policy:
commitment: [commit*]
credibility:  [trust*, reliabl*]
concern:      [concern*]
isolationism: [isolation*, nation*, unilater*]

domestic politics:
dysfunction:  [dysfunct*, paralysi*, stalemat*, gridlock*]
bipartisan:   [bipartisan*]
polarisation: [polaris*, confront*, divis*]        

ja:
foreign policy:

commitment :  [関与, コミットメント, 参画, 参与, 参加]
trust:        [信頼*, 信憑*, 信用*]
concern:      [懸念, 危惧, 疑惧, 憂虞, 不安, 心配]
isolationism: [孤立*, 一国*, 単独*]

domestic politics:
dysfunction:  [機能*, 麻痺, マヒ, 膠着, 停滞, 停止]
bipartisan:   [超党派]
polarisation: [二極*, 対立*, 分断, 分裂]



人力辞書による分析：朝日

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



人力辞書による分析：Times

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



人力辞書による分析の問題
• 大きな辞書の作成にかかる膨大な手間

• 語がどのように使われているかをKWICなどで調べる必要がある
• 編纂者の知識の限界

• 人間による語の選択は適合率（precision）は高いが，再現率
（recall）が低く，分析から多くの語が欠落する

• 歴史的分析では現代語に偏りがちで，疑似的な上昇傾向が生じやすい



ベクトル空間モデルによる辞書拡張
• Latent Semantic Analysis (LSA)や Word2vec などのベクトル

空間モデルを利用し，人力辞書の語彙を拡張できる(lexicon
expansion)

• LSAやWord2vecは教師無し学習モデルであり，効率的に語同士の意味
的距離を推定できる

• 情報科学では自動的な類語抽出法として昔から使われている
• 本研究では，文書行列の特異値分解（SVD）を用いて 𝑋𝑋 ≈ �𝑋𝑋 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

となる縮小された文書行列 �𝑋𝑋 において，語同士の意味的距離（平均コ
サイン距離）を推定する

• ‘米国*’および ‘アメリカ*’の共起語（p＜0.001）のうち，種語に最も距
離が近い10％の語から政治・外交辞書を作成（朝日とTimesでは502語
と1212語）



LSAの概念図



自動的に拡張された辞書
- foreign policy:

- 単独行動主義, 信頼, 危惧, 孤立, 超大国, 単独, 孤立主義, 一国, 一国主義, 信頼性, 抑止, 独走, 
友好国, 同盟国, 親しい, 懐, 軍事的脅威, ジレンマ, 懸念, 武力衝突, 広がり, 走, 東アジア, 心配, 信
用, 日米同盟, 頼み, 悪影響, 同時に, 最強, 揺らぐ, 挑戦, 中心的, 同地域, 慎重論, 軍事プレゼンス, 
未払い, 心理, 危機感, 景気減速, 政権, 軍事的プレゼンス, 基軸, 国際秩序, 東西冷戦, 大学教授, 構築, 
結びつく, 協調, 失, 度, 高まり, 一極支配, 昨年来, 中東地域, 抱, 金融システム, 深, アジア太平洋, 
付き合い, 友, 第一歩, 軍事超大国, 見え隠れ, 亀裂, 挑発, 難題, 食い, アジア戦略, 冷戦後, アジア回
帰, 失速, 安保政策, コミットメント, 動く, 引きつけ, 西欧諸国, 厳, 躍起, 風当たり, 冷戦構造, 近隣
諸国, 小規模, 混迷, 強める, 目標, パワー, 金利上昇, 強まる, 陰り, 軍事面, 一層, 描く, 巧み, 損, 
信頼感, 強大, 国内景気, 勝者, 保つ, 軍事的, アジア重視, 再定義, アジア太平洋地域, 世界秩序, 緊密, 
隠, 増す, 米欧, 反感, 振る舞い, 周辺諸国, アジア地域, 同時多発テロ後, 崩れ, 均衡, 阻害, 秩序, 発
揮, 苦境, 欠, 直面, 崩す, 試練, 湾岸諸国, 役割分担, 以外, 骨抜き, 冷戦終結後, 経済的, インフレ, 
根, 追随, 依存, 独裁者, 関, 異論, 裁, 歴史的, 陥る, 余りに, 警戒, 溝, 共有, 穏健派, 政策転換, 
脅し, 警戒感, 同盟, イラク攻撃, 自身, 間違い, 引き締め, 軍事支援, 不透明, 債務不履行, 長期的, 不
安定, 重み, 結束, 軟着陸, 頼る, 疑う, 形成, 西太平洋, 憂慮, 世界戦略, ゴルバチョフ大統領, アジア
経済, 逆に, 西欧, 直撃, プレゼンス, 原油価格, トーマス, 助長, 導, 賛否, 軽視, 破たん, 頼, 国際的, 
政変, 発, 傾斜, 一変, 高まる, 揺る, 必死, 黙, 保護貿易主義, 国際指標, 停滞, 湾岸, 広がる, 緊迫, 
挑, 日中韓, 核不拡散, 柔軟性, 強固, 長引く, 歴史問題... (502語)



自動的に拡張された辞書
- domestic politics:

- 分断, 停滞, 分裂, 対立, 鋭, 深まる, 超党派, 真っ向, 根深い, 財政危機, 解, 激, 南シナ海問題, 
巡, 決定的, 対立点, 構図, 握, 機能, 長引, 後ろ, 停止, 米ソ, リベラル, 一国主義, 利害, 失, 図式, 
鮮明, 再開, 最大, 巡る, 農業交渉, 浮き彫り, ナショナリズム, 世論, 領有権, 再選, 延長, ジレンマ, 
尖閣諸島, 深める, シーア派, 挑, ミサイル発射, 火種, 双方, 盾, 打開, 導, 要因, 内政, 農業分野, 不
振, 強行, 統合, 中断, 多国間主義, 総選挙, 主役, 試練, 大幅削減, 国際機関, 核爆発, 左右, 肩入れ, 
新興国, 際立, 克服, 脱退, 単独行動主義, 依然として, 仏独, ブリュッセル, 穏健派, 心理, 多国間協議, 
世界秩序, 打ち切り, 波及, 回避, 溝, 閣僚会議, 上空, 覚悟, 繰り返し, 安全保障問題, 端, 以外, 連邦
政府, 陥, 米ロ, 鍵, 破たん, 道筋, 結束, 経済運営, 保守, 継続的, 訴え, 実は, 援助国, コントラ, 超
大国, 未払い, 経済発展, 貿易相手国, 見え隠れ, 詰, 同時に, 継続, 貫く, 時点, 軍事面, 巡り, 許, サ
ブプライム問題, 貿易相手, 国連改革, 凍結, 影, 打ち, 核実験, マーシャル諸島, ウルグアイ, 進め方, 
イラク復興, 財政赤字削減, 管理貿易, 容易, 繰り返す, 難題, 実験, 軍事超大国, 米欧, 中東政策, 至る, 
接近, 中東和平会議, 絡, 政治問題, 冷戦期, 危機, 改め, 浸透, 高まり, 強める, 混迷, 議論, シナリオ, 
コントロール, 中ロ, 基盤, 過度, 脱却, アナン氏, 是非, 楽観論, 安全性, 世銀, 独占, 軍事衛星, 遂行, 
追い上げ, 発展途上国, 軍事的脅威, 側面, 長引く, 崩壊, 不安定, 誤算, 景気低迷, 戦争反対, 立て直し, 
広がる, 経済問題, 知的財産権, 人種, 勝者, イデオロギー, 反する, 崩れ, 失敗, 現実的, 抑止, コメ問
題, 内部, 重, 訴える, 課題, 検証, 西側陣営, 再生, 本田技研工業, 和らげる, 発揮, 経済政策, 世界各
国, 巻き込む, 自由貿易, 軍事交流, 冷戦後, 本格... (502語)



拡張辞書による分析：朝日

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



拡張辞書による分析：Times

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



人力辞書と拡張辞書の比較：朝日

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



人力辞書と拡張辞書の比較：朝日

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



人力辞書と拡張辞書の比較：Times

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



人力辞書と拡張辞書の比較：Times

ソ連崩壊

湾岸戦争 台湾海峡危機

米同時多発テロ・アフガニスタン紛争

イラク戦争 ウクライナ危機



結論：辞書分析について
• 語の数が少ない場合，変動幅が大きくなり，傾向が見えにくく

なる
• 大きな辞書を作成することは手間がかかり，その分野の語彙について

幅広い知識が要求される
• ベクトル空間モデル（LSA）による類語抽出によって，効率的に大き

な専門辞書を作成できる
• 異なる辞書を用いると，分析結果の頑健性を確かめられる



結論：バイリンガル分析について
• 分かち書きの後は，英語と日本語はおなじ枠組みで分析ができ

る
• 日本語（中国語）に関しては，形態素解析を用いずにRのみで分かち

書きを行える
• 連続的共起語を抽出することで不完全なトークン（未知語および複合

語）を修正できる
• 文書行列が作られれば，さまざまな統計分析モデルを言語を問わず適

用できる



結論：Rについて
• stringiパッケージがユニコードに準拠するため，Rで日本語を

（ほぼ）問題なく扱える
• 外部ライブラリのインストールが必要ない
• 他の言語と同じ枠組みで分析を行える

• Rは正しく使えば大規模テキスト分析に利用できる
• R（quanteda）は処理時間とメモリー使用量がPythonの半分
• 500MB程度のデータであれば一般的なノートパソコンで分析ができる



関連サイト

https://github.com/kbenoit/quanteda http://koheiw.net
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