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概要：この論文では、電子化された文学作品を統計処理の一種である TF-IDF により特徴語を抽出

し、これに形態素解析を加えることにより品詞の構成比率を求め、作家や作品ごとの文学作品の特

徴を見出すことを行った。具体的には、20 世紀のアメリカ文学を代表する作家であるアーネスト・

ヘミングウェイの複数の作品と彼と同時期に活躍したスコット・フィッツジェラルドの作品を電子

化し、比較することにより、それぞれの作家および作品の特徴を探った。その結果、ヘミングウェ

イの作品には、フィッツジェラルドの作品に比べ、作品中に同じ語が頻繁に使われていることが判

明した。また、今後更なる研究が必要ではあるが、ヘミングウェイの短編では、TF-IDF値が高い語

に注目することにより、作品理解が容易になることが推察された。また、形態素解析による分析で

は、The Sun Also Rises (1926)では、名詞と形容詞の割合に比べ動詞と副詞の割合が多いのに対し、

The Great Gatsby (1925)ではその逆であることが明らかになるなど、各作品による品詞別語彙の使

い方に特徴があることが判明した。 

 

1  背景・目的 

アメリカでは1971年12月に著作権切れの書籍

を電子化し、それらをインターネット上で広く公

開することを目的にマイケル・S・ハートによる

「プロジェクト・グーテンベルク」という電子図

書館がつくられた[1]。また、米国タフツ大学は

1987年よりアリストテレスやプラトンが書いた

古代ギリシャの作品を中心に集めており、それら

をCD-ROMにおさめ発行した。更に 1995年には

電子図書館「ペルセウス図書館」としてインター

ネットを通して無償で電子化したデータを公開し

はじめた[2]。 

一方、日本でも書籍の電子化より前に博物館、

美術館では収蔵してある歴史的文化財の情報化が

おこなわれ、東京国立博物館、国立歴史民俗博物

館においては収蔵品を画像資料として保存し、デ

ータベース化していた。1989年には情報処理学

会の研究会の一つに情報技術をいかして、人文科

学分野の情報資源を幅広く収集・記録、提供し、

人文科学分野の研究の推進及び発展に寄与するこ

とを目的に「人文科学とコンピュータ研究会（じ

んもんこん）」ができた[3]。 

1994年頃には東京大学の月尾嘉男名誉教授に

より、博物館・文書館・図書館が所蔵する資料な

どを電子化し保存するという意味である「デジタ

ルアーカイブ（digital archives）」という言葉がつ

くりだされた。そして、日本政府は 2003年 8月

の『e-Japan重点計画―2003』[4]の中で、日本文

化の理解向上を図るため、あらゆる情報の電子化、

アーカイブ化をおこない、国内外へ積極的に情報

を発信するために、2005年度までに図書館の蔵

書などの電子化・アーカイブ化を推進している。

これより前の 1997年より国立国会図書館では、

1990年代後半からインターネットが普及しはじ

めたことから、情報技術を活用したサービスの展

開を目指すため「電子図書館構想」をあげ、著作

権法に基づき古典籍、雑誌、新聞などを電子化し

それを利用提供している[5]。公共図書館では当

該地域の情報の活用や発信を促進させるために地

域資料を、大学図書館では教育や研究支援のため

に授業教材や研究資料・文献をそれぞれ対象とし

て電子化がおこなわれている。そして、デジタル

マイニングによって、電子化されたテキストデー

タを単語や語ごとに分解し、それらを分析するこ

とで特定の単語の出現頻度や時系列変化などをみ

ることができる。これによって、今まででは得ら

れなかった文書全体の傾向や特徴などをつかむこ

とが可能となる。 

我々は、6年前より稀覯本・古文献の電子化シ

ステムの研究を始め、適切な機器（Booksnap）と

文字化のための OCR ソフト（Fine Reader Pro）

の選定等を数年かけて行い、得られた電子データ

を統計処理するプログラムの開発も行い、文献の

電子化データ作成・処理システムの作成に一応の

成功を得た。このシステムを英国の Punch とい

う 100年に及んで刊行された雑誌とフランス語の



古文献に対して適用し、相応の結果が得られてい

る[6]。 

この論文ではこのシステムを使い、アーネス

ト・ミラー・ヘミングウェイ（Ernest Miller 

Hemingway, 1899-1961）とフランシス・スコッ

ト・フィッツジェラルド（Francis Scott 

Fitzgerald, 1896-1940）の小説を電子化し、その

データから作品や著者別に特徴をとらえることを

試みる。従来の人文科学の分野における調査・研

究方法では、研究対象となる資料中の文章につい

て単語を一つ一つ読みこむことがあげられるが、

この試みにより従来とは異なった視点から研究対

象資料を調べることで、従来の説を補足し、また

新しい事実・解釈を見つけることができることが

期待される。このことは、今後の文学作品を用い

た英語教育や文学研究の場において大いに役立つ

ものと考えられる。 

 

2  図書の電子化について 

書籍を電子化することにより、以下のような

効果が期待される。書籍（原資料）が貴重資料・

古文献であった場合でも破損・汚損を恐れること

なく多くの利用者に閲覧・提供することができる。

また、それらの資料はパソコン・プリンターなど

の機械と接続することで利用者は印刷資料として

入手することができる。日本では国立国会図書館

が 1980 年までに刊行された図書や一部の外国の

貴重資料を対象に資料の電子化を進め、「国立国

会図書館デジタルコレクション」[7]として資料を

インターネット上で閲覧できるサービスを展開し

ている。 

さらに電子化された資料は印刷資料と比較し、

音声や動画、別の印刷資料といった他の情報と組

み合わせをする、あるいは、情報の抽出・検索が

比較的簡単にできるデータベース化を行う、とい

った原資料とは異なる別の新しい資料をつくるこ

とが容易である。例えば、ある統計データ資料の

ような一般的には通読しない資料においては、利

用者はある一部分の統計情報を閲覧・入手し、そ

の情報をもとに調査・研究し、文書などでまとめ

ることが多い。加えてこのような資料の場合、印

刷されたものであると目視での検索に時間がかか

り、数字の見間違いも出てくる。これを踏まえて、

日本においては中央省庁が編集・刊行している白

書は印刷資料だけではなく、情報の検索性が高い

電子化された資料も作成され無償提供されている

[8]。また、ウェブなどを通してそれを世界中の

人に向けて情報提供することができ、利用者は時

間を気にすることなく、そして同時に多くの人数

が同じ資料を利用することが可能である。さらに

洋書の場合は原文に加え和文を付け加えた資料を

作成することが簡便となり、教育面での利用の幅

も広がると考えられる。 

近年では出版点数が年々増加し、網羅的に図

書・雑誌を収集・保存し、利用提供している図書

館などでは、印刷された状態の資料を保存するた

めの大きな保管場所が必要であり、紙質の劣化が

起こるという課題を抱えている。そのためこれら

の問題を解決する方法の一つとして資料の電子化

があげられており、所蔵資料を電子化する図書館

が増えている。 

図書の電子化についての問題点と課題の一つ

目は、著作権である。書籍自体は単独の著者であ

っても、その中の図表、写真などにもそれぞれ著

作権者があるため、電子化の際には書籍の著者及

び図表の著作権者からも許諾を得る必要がある。

二つ目は電子化するために必要な人と費用である。

電子化するためには通常は人がスキャナーを使用

し、1 ページずつ手でめくりながら読み取ってい

くため、数百ページの書籍であった場合にはその

作業時間を考える必要がある。そのため、書籍を

傷つけることなく自動でページをめくり読み取る

機械を使用して電子化することもある。2005年 4

月から Google はアメリカのハーバード大学、ニ

ューヨーク公立図書館の蔵書やそれらの関係書類

を電子化し、ウェブ上で電子化された資料を対象

とした全文検索システム「グーグル・プリント

（Google Print）（現グーグル・ブックス（Google 

Books））」を設計した。その際 Google 側は広告収

入や検索対象の拡大が期待されると考えたことか

ら高速でページをめくる機械を導入し、図書の電

子化にかかる費用と情報技術を提供した[9]。し

かし、企業ではない図書館などで図書の電子化を

考える際には、通常ある程度の費用が発生すると

考えなくてはならない。 

 

3  方法 

最初に、ヘミングウェイの作品の一つである

15篇の短編小説集 In Our Time (1924)を電子化

し、その中に現れた単語とその出現頻度をそれぞ

れの各短編小説について調べた。方法は、Atiz 社

のBook Snapを用いて書籍を 2ページずつ同時撮



影し、ABBYY 社の OCR ソフトウェア Fine 

Reader Pro によってその撮影された画像を文字

化し、1作品ごとにMicrosoft Wordのマクロ機能

を利用して単語を数えた。その際に、ソフトウェ

アによる文字誤読の修正が一番時間のかかる手作

業である。その後得られた電子データを使い、

TF-IDF 法で各作品の特徴的で重要となるような

単語を調べ、その結果を視覚的に表現することを

試みた。なお、単語の数え方は He's のような短

縮形の単語や、ハイフンでつながっている

two-week のような単語については、そのまま 1

つの単語として数えている。 

さらに前述の 15編の短編集 In Our Time と同

時期に出版された長編小説 The Sun Also Rises 

(1926)と晩年に出版された長編小説 The Old Man 

and the Sea (1952)を電子化し、合わせて 17作品

を形態素解析によって単語に品詞のタグ付けをお

こない各作品の特徴を調べた。なお、比較するた

めに、ヘミングウェイと同時期に活躍したアメリ

カの小説家フランシス・スコット・フィッツジェ

ラルドによる長編小説 The Great Gatsby (1925)

も同様に電子化し、形態素解析をして比較検討を

おこなった。 

 

4  TF-IDF法について 

TF-IDFとは、情報検索や文書要約など文書解

析分野などで主に利用されている指標であり、文

書中の単語に重みをつける方法で求めることがで

きる。この考えはキーワードの抽出、全文検索エ

ンジンの重みづけにも利用されている。さらにこ

の方法で求められた値は文書をベクトル化するこ

とが可能となり、二つの文書間においてどの程度

似ているかを示すコサイン類似度を計算するとき

の特徴量ベクトルの値となることが多い。 

TF-IDF値、TF値、IDF値は、それぞれ(1)式、

(2)式、(3)式で求めることができる。 
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TFは Term Frequency の略で、ある単語 iが

出現する頻度である。具体的な計算方法は、ある

単語 iがある文書 j中に出現頻度数 n(i,j)を文書 j

中に出現するあらゆる単語 kの出現頻度数の和で

除する。 

一方、IDFは Inverse Document Frequencyの

略で、ある単語が出現する文書の数の逆数である。

具体的な計算方法は、比較する全ての文書数Nを

ある単語 iが出現する文書数|d:d∋t(i,j)|で除した

値の対数である。つまり、TFはある単語 iが文書

j に出現する回数が多いほど大きな値となり、

IDFはある単語 iが比較する複数の文書間におい

て、それら全ての文書に出現する場合には 0とな

る。そして TF-IDF値は前述の TF値と IDF値を

乗ずることから、文書に出現する一般的な単語の

値は小さくなる。 

実際には図書館において書籍を主題分類する

場合を考えると、人間が資料を読んで主題分類を

おこなう場合には、同じ資料でも読む人によって

異なる主題に分類してしまうおそれがある。その

ために、資料の主題分類の自動化が考えられてき

た。その方法の一つとして TF-IDF法を用いて資

料の重要語を調べそれに基づいて、主題分類する

ことが行われている[10]。さらに藤田学園医学・

保健衛生学図書館の OPACでは検索語の TF-IDF

値が高い順に表示することができる仕組みにも応

用されている[11]。また、アメリカのノースカロ

ライナ州立大学（NCSU）図書館でも目録に

TF-IDF法を用いて適合度順にランキング表示さ

せる機能がある[12]。加えて TF-IDF法を用いて

重要語を抽出し、その重要語が使用されている文

章自体が重要であるという考えから、文書の重要

文抽出型の自動要約手法の一つにも応用されてい

る[13], [14]。 

 

5  形態素解析について 

形態素解析とは、文章を意味のある単語ごと

に分解し事前に用意した辞書や文法の規則にもと

づいて単語ごとに品詞を付与することであり、コ

ンピュータを利用する自然言語処理技術の一つで

ある。文章が日本語の場合は、はじめに文章を分

かち書きによって語と語の間に区切りを入れてか

ら解析を始めるが、今回は対象とした文章が英語

であり、各単語は通常スペースでわかれているこ

とから分かち書きは必要ない。 

今回はドイツの Stuttgart 大学の Helmut 

Schmid 氏によって開発されたフリーソフトの

Tree Tagger [15], [16], [17]を使用して、形態素解

析をおこなった。このソフトは無償提供されてお



り、英語以外にもフランス語やスペイン語の文章

にも対応しており、比較的簡単に操作できること

が特徴である。このソフトでは単語に 54種類の

品詞を表すタグ付けができる。また、isn'tのよう

な短縮形の単語の場合は isと n't（not）に分け、

Tom'sのようにTom isの短縮形かTom'sという所

有格をあらわす単語のどちらに当てはまるのか、

前後の文章で判別してそれぞれタグ付けがおこな

われる仕組みである。そこで、今回はその結果を、

冠詞、名詞、代名詞、形容詞、動詞、助動詞、副

詞、接続詞、前置詞、数詞、関係詞、there isに

おける there（不定副詞）、give up のような句動

詞における up（Particle）、外国語、記号（List 

Marker）、感嘆詞・間投詞の 16種類にわけて、

各作品の特徴を研究した。 

 

6  結果 

6.1 出現する単語の種類数と総単語数の結果 

はじめに、作品別に出現する単語の種類数、

総単語数およびそれらの結果から 1 作品あたり一

つの単語が出現する平均回数を表 1 に示す。なお、

表中の作品目に付けられた 1 から 15 の番号はヘ

ミングウェイの初期の短編集 In Our Timeに収録

された作品順であり、例えば、1は In Our Time

の 1作目の”Indian Camp”を表し、以下 2は”The 

Doctor and the Doctor ’s Wife”、3は”The End of 

Something”、 4 は ”The Three-Day Blow”、 5

は”The Battler”、6 は”A Very Short Story”、7

は”Soldier ’s Home”、8は”The Revolutionist”、9

は”Mr. and Mrs. Elliot”、10は”Cat in the Rain”、

11 は ”Out of Season”、 12 は ”Cross-Country 

Snow” 、 13 は ”My Old Man” 、 14 は ”Big 

Two-Hearted River: Part I” 、 14 は ”Big 

Two-Hearted River: Part II”を表している。 

表 1 から、In Our Time の 2 作品目の”The 

Doctor and the Doctor's Wife”と 9作品目の”Mr. 

and Mrs. Elliot”は出現する単語の種類数はほぼ

同じであるが、前者のほうが総単語数が多いこと

から、同じ単語が何回も繰り返して使われている

ことが分かる。さらに同様のことが長編小説同士

で比較した場合にもみられ、ほぼ同じ時期に出版

されたヘミングウェイのThe Sun Also Risesとフ

ィッツジェラルドの The Great Gatsby とを比較

してみると、前者の方が出現する単語数は少ない

にもかかわらず総単語数が多くなっており、ヘミ

ングウェイはThe Sun Also Risesにおいてフィッ

ツジェラルドが The Great Gatsby で同じ単語を

何度も使うよりも多い頻度で同じ単語を繰り返し

用いていることが分かる。このことは、この２作

品だけを検討して断言するのは危険であるが、ヘ

ミングウェイがフィッツジェラルドと比べ、同じ

単語を繰り返し使うことを好む傾向にある作家で

あることを示唆していると考えられる。 

 

6.2 TF-IDF法による特徴語の抽出 

表 2は、In Our Time に収録されている 15作

の短編小説の中で 1 作ずつに対して TF-IDF 値を

求め、その値が高い順に上からそれぞれ 20 単語

まで並べたものである。この表から全体的な結果

として、人名の TF-IDF 値が高くなっていること

がわかるが、この中には作品の主人公の名前が多

く含まれており、当然の結果と思われる。 

個々の短編について、具体的に検討してみた

い。In Our Timeには”Big Two-Hearted River”

表 2 In Our Time 中の短編 15作品別の TF-IDF値が高い単語（上位 20単語） 

表 1 各作品における単語の種類と総単語数 



という話が 1 部と 2 部にわかれて収録されている

（14作品目の”Big Two-Hearted River: Part I”と

15作品目の”Big Two-Hearted River: Part II”）。

この話はニックという青年が川に行き、そこでテ

ントを張って一晩過ごし、翌日バッタを捕まえて

それを餌に川で鱒を釣るという内容である。初め

てこの題名を見た人には、題名からだけではその

内容が鱒釣りをする青年の話だと判断することは

困難であるかもしれない。そこで今回求めた

TF-IDF値をみると、”Part I”、”Part II”に共通す

る語として、NICK（ニック：人名）、RIVER（川)、

STREAM（小川）、TROUT（鱒）、CURRENT

（水の流れ）、があるということに気付く。更

に”Part II”には ROD（釣り竿)や HOOK（釣り針）

が上位にあり、”Part I”には PACK（荷物、リュッ

クサック）、GROUND（地面）、TENT（テント）、

CANVAS（厚い帆布）が上位に位置していること

に気づく。これらのことに気づくと、題名からだ

けでは類推しがたい話の内容やあらすじをつかむ

こ と が 容 易 と な る 。 ま た 、 ”Part I” に は

BURNED（焼けた）や FIRE（火）、BLACK（黒

い）の語もあり、”Part II”には、SHALLOW（浅

い）、DEEP（深い）、SWAMP（沼地）の語も

ある。これらの語は、場面を描写する語ではある

が、同時にこれらの語に注目して作品を読むと、

森の中で釣りをするためにこの地を訪れた主人公

ニックの心の中に、黒く焼け焦げた大地や自ら進

んで入っていきたくない沼地があることが見えて

くる。 

10作品目の”Cat in the Rain”を見てみよう。

ここでは、CAT（猫）、KITTY（子猫）が 1番目、

2 番目に置かれ、RAIN（雨、雨が降る）、

RAINING（RAIN の現在分詞）も上位に位置し、

作品のタイトルにもあるように CAT と RAIN が

キーワードであることがわかる。しかし、作品で

は、8 番目に置かれた WIFE（妻）が主人公とし

て設定され、雨の中でただ一匹、孤独に雨を避け

てテーブルの下にうずくまっている猫をじっと見

つめている。この作品では、雨の中の孤独な猫の

中に自分の姿を重ねて見る妻と、妻に無関心な夫

GEORGE との間に生じている微妙な心のずれが

描かれているが、TF-IDF 値で見ると、5 番目に

AMERICAN の語が入っていることに注目したい。

即ち、この値から見ると、作者は、この夫婦がア

メリカ人夫婦であることを強く意識してこの作品

を書いていることが示唆されているように思える。

作者ヘミングウェイは、この論文では扱わなかっ

たが、1936年に発表した作品”The Short Happy 

Life Of Francis Macomber”において、アメリカ

人夫婦であることを強く意識する作品を書いてい

る。作者のアメリカ人夫婦を描く眼は、TF-IDF

値にしっかりと表れているように思える。また、

TF-IDF 値では、4 番目に GEORGE が位置し、8

番目に WIFE が位置している。WIFE の対語は

HUSBAND であるが、その語はこの表中にはな

く、GEORGE の対語となるべき妻の名前もこの

表中にはない。実際、作品中においても作品前半

で HUSBAND の語は、2 度使われているものの、

作品後半では、皆無で GEORGE という個人名か

代名詞の HE が使われている。これに対し、

GEORGE の対となるべき妻の名前は明らかにさ

れていない。妻の存在は、個人としての存在では

なく、THE AMERICAN WIFE としての存在で

あることがうかがわれる。 

以上 2作品の分析により、ヘミングウェイ作品

においては、TF-IDF による語彙分析は、作品の

概要把握や作品解釈のヒントを得る上で有効であ

り、TF-IDF 値を上位順に示した表には作品解釈

上の多くの示唆が含まれていることが判明した。

今後、表化した語彙と実際の作品とを更に詳しく

分析し、他の作品に関してもヘミングウェイ作品

における語彙と作品解釈との関係を探っていきた

い。 

今回分析した TF-IDF 値をみると、5 作目

の”The Battler”の上から 17 番目および 7 作目

の”Soldier ’s Home”の 18番目の YOU、10作品目

の”Cat in the Rain”の 20 番目および 13 作目

の”My Old Man”の 15番目の Iのように、どの小

説にも使われる可能性がある代名詞も値が高くな

っている。ここでは、TF-IDF 値の上位に現れた

単語をそのまま各作品に特徴的な単語として使用

したが、代名詞は排除する処理をおこなった上で

分析を行うとより明確な特徴が表れると考えられ

る。今後はこの方向で改善し、更なる分析を進め

ていきたい。 

 

6.3 TF-IDF法による特徴語の抽出結果の可視化 

前述の TF-IDF法によって抽出した特徴語を、

jQuery を利用してランキング表示させることと

した。表ではなく可視化することでそれらの情報

を視覚的に人間に効果的に伝えることができる。

その一部として図 1 に In Our Time の 1 作品目



図 2 各作品の品詞構成率 

図 3 各作品の動詞と副詞の割合、名詞と形容詞の割合 

の ”Indian Camp”の結果を示す。図 1 では、

TF-IDF 値が最も高い UNCLE から続いて

INDIAN、FATHER、GEORGE、……、CAMP

と20個の単語の大きさをTF-IDF値に比例させて、

その値が大きいほど文字の大きさを大きくして表

示させている。表よりも可視化することで瞬時に

どの単語が重要であるかがわかり、利便性が高

い。 

 

6.4 形態素解析 

次に、In Our Timeの 15作品と The Sun Also 

Rises、The Old Man and the Sea、および The 

Great Gatsby をあわせて 18作品を形態素解析し、

それぞれ品詞の構成比率を調べた。その結果を図

2 に示す。また、各作品の動詞と副詞、名詞と形

容詞をそれぞれ合わせた割合が、前述の全 16 種

類の品詞に対してどの程度あるか調べた。次に代

名詞に分類された単語を一人称、二人称、三人称

の代名詞および oneのような不定代名詞の 4つに

わけ、それぞれ代名詞全体に対する割合を各作品

で求めた。それらの結果を各々図 3 と図 4 に示

す。 

図 2で、ほぼ同時期に出版された長編小説 The 

Sun Also Risesと The Great Gatsby を比較して

みると、前者は後者に比べ形容詞の使用度が少な

く、動詞の使用度が多いことが分かる。また、こ

のことは、「動詞と副詞を合わせた割合」と「名

詞と形容詞を合わせた割合」を探った図 3 で見る

とさらに明確になる。短編では作品によりややば

らつきがみられるが、The Old Man and the Sea

を含め、「動詞と副詞を合わせた割合」が高いこ

とは、抽象語を嫌い、簡潔で生き生きとした文章

を好んだヘミングウェイの文体の特徴を数

字的に示すものといえる。 

石川（2012）によれば、文章内に動詞や

副詞が多い場合は、くだけていて動的な文

章、名詞や形容詞が多い場合は、かたく説

明的であり、描写的な文章だといわれてい

る[18]。また、代名詞については、回顧録、日記、

自叙伝などで一人称の代名詞が多くみられ、小説

において多用されている場合は、登場人物と同じ

目線で書かれていることから読者は感情移入しや

すく、臨場感が得られ躍動感のある文章だと推察

される。一方、三人称の代名詞が多くみられるも

のとしては神話、昔話、伝説などがあげられ、小

説において多用されている場合は客観的な文章で

ある考えられる。さらに、二人称の代名詞が多く

みられるものは手紙であり、小説で二人称の代名

詞を多く使用する作品は前述の一人称や三人称の

それと比較すると少ない。小説において多用され

ていた場合、読者は登場人物に語りかけられるこ

とから、徐々に何かが迫りくる印象を与えられ、

一人称の代名詞が多く出てくる小説とは異なる臨

場感を得ることができると考えられる。 

このよ

うに文章

の品詞の

構成比率

を知るこ

とは、文

章の特性

の発見に

つながる。 

図 3を見ると、In Our Timeに収録されている

小説の中でも、4作品目の”The Three Day Blow”

と 5作品目の”The Battler”と 7作品目の”Soldier's 

Home”の「動詞と副詞を合わせた割合」は、「名

詞と形容詞を合わせた割合」と比較すると多い。

一方、14作品目の”Big Two-Hearted River: Part 

I”と 15 作品目の”Big Two-Hearted River: Part 

II”は「名詞と形容詞を合わせた割合」の方が、「動

詞と副詞を合わせた割合」より多い。長編小説で

は、先にも述べたように、The Sun Also Rises と

The Old Man and the Sea の両作品とも「動詞と

副詞を合わせた割合」の方が、「名詞と形容詞を

合わせた割合」と比較すると多い。このことは、

登場人物たちの心理や行動様式、それを表現する

図 1 TF-IDF値が高い単語（上位 20単語） 



ための語りの方法とも大いに関係するものと思わ

れるが、今後の課題としたい。 

また、図 4の代名詞の比較では、In Our Time

の 6 作品目の”A Very Short Story”と 9 作品目

の ”Mr. and Mrs. Elliot”と 14 作品目の ”Big 

Two-Hearted River: Part I”と 15 作品目の”Big 

Two-Hearted River: Part II”の 4作品は、全てあ

るいはほぼ全ての代名詞が三人称の代名詞であり、

一般にヘミングウェイの短編小説においては、代

名詞全体に占める三人称の代名詞の割合が高いこ

とが判明した。このことは、できるだけ主観を排

し、客観的な描写に徹することを旨とした作家自

身の著作態度の反映であるともいえよう。これに

比べ長編小説The Sun Also Risesでは代名詞全体

に占める一人称の代名詞の割合が 40.1%となり、

ヘミングウェイ作品の中では際立って高率となっ

ている。この作品では、長編小説のため登場人物

が多いなどの影響もあると思われるが、詳しい分

析は今後の課題としたい。 

 

7  まとめ 

今回はヘミングウェイとフィッツジェラルド

の小説 18作品を Atiz社のBook Snapにより撮影

し、ABBYY社製のOCRソフト Fine Reader Pro

を使い画像データから文字を読み取り、書籍を電

子化した。撮影で読み取った画像を正確な文字に

編集し直す作業は人の手でおこなう必要があるこ

とから、かなりの時間を要することがわかった。

次に電子化した小説を 1 作品ずつ Microsoft 

Office Word のマクロ機能を利用して、単語数を

調べた。ここでの課題としては、長い文書の場合

は単語を数える時間が非常に長くなることから、

今よりも早く、そして正確に単語を数える方法を

見いだし、改善することがあげられる。次に得ら

れた電子データを利用して In Our Time の 15作

品について TF-IDF 値を求めた。前述の結果より、

TF-IDF 値は人名や地名が比較的高くなる傾向が

みられた。その一方で I や YOU などの代名詞も

その値が高くなっていたことから、代名詞や前置

詞や冠詞に該当する単語については TF-IDF 値を

みる上で除外する必要があると考えられる。 

続いて、Helmut Schmid 氏が開発した文章中

の各単語に品詞をタグ付けするソフトの Tree 

Tagger を使用して形態素解析し、18 作品の品詞

の構成比率を調べた。今回は各作品の動詞と副詞

や名詞と形容詞の割合、代名詞について人称別に

割合を求めそれぞれ比較した。今後は、他の品詞

に着目してより詳しくその割合を調べ、作品につ

いての特徴を探りたいと考える。たとえば、動詞

について現在形、現在進行形、過去形のように時

制ごとにそれぞれ割合をみることがあげられる。 

これら以外にも特定の単語の出現度や一つの

作品を Chapter（章）ごとにわけてそれぞれ出現

回数を調べることで、作品のどの位置に多く見ら

れるのかを調べ、結果をグラフなどで可視化する

ことも検討している。 

大学における英語教育について、『英語指導方

法等改善の推進に関する懇談会 報告』[19]には、

大学英語教育の現状に情報検索技術を身につける

ことと同時に情報を得てそれを発信し議論する英

語力が必要で、様々な大学が工夫をしているとあ

る。また、ここでは、中学、高校においても情報

通信機器の活用と関連して英語力を育成させるこ

とが重要であると述べている。たとえば、千葉大

学の外国語科目でもこのための取り組みをおこな

っており、一部の英語科目では英文雑誌や教科書

の要約文の作成、読解した内容の要約を英語で書

くなど書く力を養成している[20]。このように読

解した文章から要点をつかみ、まとめるためには

話の中心となるキーワードを見つけることが重要

であると推察される。今後の研究目標としては、

文書中の重要単語を調べ、形態素解析だけではな

く、ある特定の単語に着目してその出現間隔をグ

ラフで表すことなどを可能にし、文書の電子化に

より従来の紙媒体の文書では探し出すことが困難

な値、量を算出することを置いている。そして今

回は 18 作品だけであったが、さらに多くの小説

を電子化することで作品だけではなく、著者ごと

の特性や傾向も明らかにすることが可能となるの

ではないかと考えている。その結果を語学学習、

人文科学分野の研究、図書館など多方面で応用で

きるようにしたい。 

 

図 4 各作品の人称別の代名詞の割合 



分析作品 

Fitzgerald, Francis Scott, The Great Gatsby, 

Charles Scribner’s Sons, 1925 

Hemingway, Ernest Miller, In Our Time, 

Charles Scribner’s Sons, 1924 

Hemingway, Ernest Miller, The Sun Also Rises, 

Charles Scribner’s Sons, 1926 

Hemingway, Ernest Miller, The Old Man and 

the Sea, Charles Scribner’s Sons, 1952 
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