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概要
地域貢献および研究目的で英語俳句 Kukai サイト(Shiki サーバ)を運営して約 20 年になる．投句者は海外
100 カ国に渡るが，中高校生の利用は少ない．そこで，附属学校生を含む英語俳句初心者でも容易に投句でき
る「英語俳句投句入門システム」構築の必要性を感じ，研究を行っている．本報告では，(1) 2008 年，2010 年，
2012 年 3 年間の Kukai データベースに形態素解析を加え，(2) 対応分析やクラスター分析などの多変量解析
法により月別に英語俳句で用いられる単語を抽出し，(3) 動詞・名詞など品詞の位置関係を係り受け解析で分
析し，さらに，３行詩の行ごとの単語分析やバランス分析のために構文解析器を用いた結果について述べる．
今後，中高校生を含む初心者が英語俳句を投句する際に，ポップアップ機能などによる関連情報（キーワー
ドとなる単語と，次に続く関連ある単語が表示されるような情報）が表示されるようなエントリーシステム
を構築することで，英語俳句の作成が容易になり，初心者や学生を含む潜在的な利用者の増大につながるこ
とが期待される．システム構築時には，本学で毎年夏に実施されている高大連携事業等で使用することにし
ている．

キーワード
データベース, 多変量解析法, 高大連携事業

1. はじめに
情報系センターは，ネットワーク管理，情報教育の企
画立案，地域貢献などの情報基盤の統括に加え，学術研
究支援などの役割がある．本稿では，学術研究データベ
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ースの情報発信に関する研究について紹介する．
愛媛県松山市は近代俳句の礎を築いた正岡子規生誕の
地で，俳句ポストが市内 90 箇所以上に設置されている．
その文化は高校生にも受け継がれ毎年８月に「俳句甲子
園」が実施されて今年で第 17 回になる．一方，全国高校
英語俳句大賞は，英字新聞社・ジャパンタイムズが主催
し，今年で４回目の開催になる．この作品募集案内で紹

介されている「英語俳句の作り方」では，ⅰ）文頭であ
っても大文字は用いず，
文末にピリオドを打たない，
ⅱ）
３行で書くこと，ⅲ）３行それぞれの音節の数はなるべ
く少なくする，ⅳ）一句の中に切れ字を入れること，ⅴ）
"I" を使わない，ⅵ）be 動詞，冠詞，前置詞は省略して
よい，ⅶ） 時制は現在形を用いる，ⅷ） 正確な文法に
必ずしもこだわらなくてよい，ⅸ）
「予想外の展開」を３
行目に，とあり，以上を要約すれば，英語俳句では，
「文
法にあまりこだわらず，いま，目の前にある情景を写真
でとらえ，それぞれが短い３行の英文で描写する」こと
が大切」とある．
筆者らは，郷土の俳人正岡子規を記念して，1994 年に
英語俳句 Kukai サイト(Shiki）を立ち上げて，英語俳句メ
ーリングリストおよびアーカイブの運用を行ってきた．
当初から Haiku ポータルサイトの一つとして認知され，
国内外を問わず 100 カ国以上の英語俳句愛好者等に広く
利用されているが，中高校生をはじめ若者の利用は少な
い．
本研究では，(1) 比較的データが揃っている 2008 年，
2010 年，2012 年の３年間の Kukai データベースに
TreeTagger [3] により形態素解析 [4]（投句語を意味のあ
る単語に分解し，品詞・原形を求める手法）を加え，(2)
対応分析・クラスター分析などの多変量解析法により，
月別に英語俳句で用いられる単語を抽出し，(3) 動詞・名
詞などの位置関係を係り受け解析（キーワードと関連あ
る単語との組み合わせについて解析）を用いて分析し，
さらに英語俳句で一般的な３行詩の行ごとの単語分析や
バランス分析のために構文解析器 Enju [7] を用いた結果
について述べる．

これらの研究（出現頻度の高い語句同士の関連を解
析し，英語俳句の初心者でも容易に投句できる初心者
支援システムを構築すること）により，初心者による英語
俳句の投句および回答（投句に対して，外国から大量に
寄せられるコメントや質問に対して英語俳句を作成した
背景や内容について回答すること）を繰り返すことにより，
英語表現力を養うことができ，国際貢献にも寄与できる．
また，本研究により世界中の俳人達との情報交換や研究
深化を図ることができ，俳句を中心とした異文化理解の
促進に役立てることが期待される．

2. 方法

2.1 使用データと方法
今回使用したデータは，Shiki Monthly Kukai に投句さ
れた 2008 年，2010 年の２年間，および 2012 年に Kukai
が開催された 10 ヶ月の計 6,107 句の英語俳句を用いた．
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表１に３年間の月別投句数を示す．この Kukai は季語の
部と Free Format の部の二部構成となっている．
これらのデータに TreeTagger による形態素解析を加え，
英語俳句によく用いられる単語を月別に求めるために対
応分析（コレスポンデンス分析）
，クラスター分析を行っ
た．次に，３行詩の１行ごとの単語数のバランス，句ご
との名詞・動詞・形容詞などの数を調べた．さらに，構
文解析器 Enju を用いて構文構造や述語項構造を求めた．
解析には，IBM SPSS Statistics 21，Excel を用いた．以下，
形態素解析，対応分析，クラスター分析および構文解析
について述べる．
表１．月別投句数

2.2 形態素解析
Kukai に投句された俳句にドイツの Helmut Schmid 氏
が開発した形態素解析ツール Tree Tagger による形態素
解析を加えた．
形態素解析は，
自然言語で書かれた文を，
形態素
（言語で意味を持つ最小単位）
に分割する技術で，
盛んに研究がなされている[5][6]．例えば，
” She like a
cake or something like that.” に対して形態素解析を加える
と，She / 代名詞 like / 他動詞 a / 冠詞 cake / 普通名
詞 or / 接続詞 something / 代名詞 like / 前置詞 that

/ 代名詞 . / 記号といった情報が得られる． 図１に，
2010 年 4 月に開催された Kukai の各部門で高評価を受け
た２句を示す．それぞれの句は３行詩で，切れ字は記号
（－）や体言止めが用いられていることがわかる．４行
目は作者を示している．

列 i と j の間のχ2 距離は，
r

dijcols  
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n
1
( pki  pkj )2 ，ただし， pk   k 
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pk 

同様に，行 i と j の間のχ2 距離は，
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dijrows  
図１． 投句例
表２は，図１の投句例に対して形態素解析を行った例
を示す．左列が投句語，中央列が品詞，右列が原形を表
している．品詞の記号 NN は名詞，DT:冠詞，VVG:動詞
(-ing 型)，IN:前置詞，
：が記号，JJR が形容詞(比較級)，
CD: 基数，RB: 副詞を示す．このように，英語俳句には
名詞，動詞，形容詞以外に記号も使用されていることが
わかり，この記号で切れ字を表すことが多い．
表２． 形態素解析

このように，この距離行列に順次多次元尺度法を適用
し，列カテゴリーの最初の２つの次元と，同じく行カテ
ゴリーの最初の２つの次元を，同じ図上にプロットする
手法が対応分析で，χ2 距離が大きいと２要素は離れてお
り，小さいと同類と考えるアルゴリズムが対応分析であ
る．

2.4 クラスター分析
クラスター分析は，いくつかの変数から構成される
多数のケースを類似性の高いグループ（クラスター）に
まとめる分類のための手法である．クラスター分析の結
果は，デンドログラム（樹状図）として表現される．
個体が似通っているかどうかの判定基準としては数種
類あるが，ここでは取り扱いが容易なユークリッド距離
を用いて説明する．２変数の場合，対象 i と j のユークリ

2.3 対応分析
対応分析は，クロス表（χ2 統計量で独立性の検定を行
う）を基に，行と列の要素の相関係数が最大になるよう
に数値化して次元縮約する方法で，χ2 距離法を適用する．
χ2 距離は，同じ要素の２点間の距離の２乗であり，２要
素が似ているほどこの距離が小さく，離れているほどこ
の値が大きくなり，これらの関係が散布図として示され
る．ここでχ2 距離法について説明する．対応分析のχ２
距離法は，r 行 c 列のクロス集計表を，
 n11 ... n1c 

... 

nrc 
 nr1
とすると，
列と行の割合は，
それぞれ次のようになる．
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ッド距離は，i, j の座標を(𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 )，(𝑥𝑗1 , 𝑥𝑗2 ) としたと
き，
𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1 )2 + (𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2 )2
と定義される．距離が近いほど類似しており，遠いほど
似ていないことになる．多変量の場合は，拡張させて，
𝑑𝑖𝑗 = √∑𝑛𝑘=1(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 )2
と定義する．この距離に基づいて分析を行っていくの
がクラスター分析である．

2.5 構文解析
構文解析は，文章を単語に分解して，その構造を
分析することであり，本研究では英文構文解析器
Enju を用いて，
英語俳句の文型を解析した．
Enju は，
HPSG 理論に基づく文法により構文解析を行い，構文構造
や述語項構造も求めることができるツールである．
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表４．ピポットテーブル（冠詞・前置詞・代名詞を除く）

3. 方法
2008 年，2010 年，2012 年の３年間に Kukai に投句され
た英語俳句を用いて，対応分析，クラスター分析，およ
び構文解析を行った結果を示す．

3.1 対応分析
表３．対応分析（ピボットテーブル）

表３は，ピボットテーブルを用いたクロス表である．
the, a , of, in などの冠詞や前置詞および代名詞に加えて
「；」や「－」
，
「：」
，
「･･･」などの記号がよく利用され
ている．これは，３行詩で書かれる英語俳句が切れ字を
これらの記号で表すことを示している．

表４は，計 116 回以上使用されている 40 単語を用い
た対応分析の出力結果で，表３から冠詞・前置詞・代名
詞を除いたものを示している．and, moon, day, be, spring,
などが計 300 回以上使用されている．月別にみると，１
月は new, year, first ，２月は spring, day, ３月は spring,
dream，４月は spring，5 月は morning, may，６月は moon,
day, ice，７月は blue, grass, sky，８月は moon, august，９
月は leave, cloud, fall, autumn, １０月は moon, １１月は
mist, goose, night, and, １２月は sky, winter, ring, night な
どが良く使用されている．
表５は，対応分析に出力される固有値表である．この
表の特異値は固有値の平方根で行と列の相関係数を表
し，要約イナーシャは固有値のことで，特異値の２乗の
値で，原点からの散らばり具合を表す．イナーシャの寄
与率は各次元が元の情報の何パーセントを説明している
かを示すものである．表５の累積寄与率が第１軸で
17.2％，第２軸で33.5％とそれほど高くはなく，第６軸
まで使用すると82.0％となる．
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3.2 クラスター分析

表５． 固有値表

クラスター分析は，異なる性質のものが混ざり合った
集団から ，互いに似た性質を持つものを集め，いくつか
の集団を作る方法で，
ここでは，
表４のデータを用いて，
月ごとの単語をみることにする．クラスター分析で出力
されるデンドログラム
（図３）
の横軸を目盛９で切ると，
１０個のクラスターに分類することができ，タイプ１は
goose, mist，タイプ２は blue, grass，タイプ３は first, new,
year，タイプ４は cloud, fall, autumn, leave，タイプ５は and,
be～ice, dream まで，タイプ６は august，タイプ７は sky,
winter, ring, night，タイプ８は moon, タイプ９は day, タ
イプ 10 は spring とそれぞれ分類された．

図２は対応分析で出力される散布図である．月を■，
単語を○印で示している．この散布図から，１月の近辺
に year, first, dream，２月，３月の近辺には cold, year, dream
が，４月は last, light, sun，５月は morning, and, all, still，
６月は ice, child，７月は out, blue, grass，８月は august,
moon，９月は cloud, fall, leave，10 月は child, old, out，11
月は fall, autumn，12 月の近辺には sky, snow, cold, winter
が近接しており両者間に関連性が認められる．

図２． 対応分析（散布図）

図３．クラスター分析（デンドログラム）
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3.3 構文解析
(1) 行別単語数のバランス
表６は，３行詩の１行ごとの単語数のバランスを調べ
るために，2008 年，2010 年，2012 年の各１月に投句さ
れた 555 句を行別に単語数を求めた結果である．表６の
縦軸が句の番号，横軸が行ごとの単語数である．表６か
ら，
英語俳句は３行詩で作られており，
１行目は，
2.6+1.0，
２行目は，3.8±1.2，３行目は，3.0±1.1，計 9.3±1.9個の
単語数で構成されていることがわかり，英語俳句は約 10
個の単語で構成されていることが裏付けされた．単語数
が少ない行の次の行は単語数が多くなっている傾向があ
るので，今後は行間ごとの単語数による相関関係なども
求めて，さらなる文字数のバランスを検討する必要もあ
ろう．
表６．句別行別単語数

図４．ヒートマップ
ヒートマップは，行列型のデータを視覚化する方法の
一つで，属性内での相対的な値の高低を色の濃淡で表現
する．個体と変数それぞれに対し，階層的クラスタリン
グを適用し，類似度を色の濃淡で表現するもので，個体
と変数を同時に可視化できるため，全体像を把握しやす
い．ヒートマップを見ることにより，サンプル全体の特
徴，類似性についての情報を得ることが可能になる．
本研究では，クラスター分析の結果を用いて，R の
heatmap()関数を使用してヒートマップを作成した（図
４）
．色の濃淡は特徴の強さを表しており，色が濃いほど
特徴が強い．
縦軸が月で，
横軸が単語を表しているので，
色が濃いところ，例えば，４月は spring，５月は morning，
６月は moon, day, sky，７月は blue, grass，８月は moon,
august，９月は blue, leave, autumn, fall, cloud，10 月は moon,
night，11 月は moon, goose，12 月は winter, sky, ring，１月
は new, first, year，２月は spring, cold, day，３月は dream,
spring などの単語と関連が強いことを表している．これ
らの結果は対応分析の結果とほぼ一致している．
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(2) 句別品詞のバランス
表７に，句ごとの名詞・動詞・形容詞などの品詞のバ
ランスを求めた結果を示す．横軸が英語俳句の句番（計
555 句）
で，
８A：2008 年季語の部，
８B：2008 年 FreeFormat
の部，以下，10A:2010 年季語の部，10B:2010 年 FreeFormat
の部，12A:2012 年季語の部，12B:2012 年 FreeFormat の
部を表し，縦軸は品詞を表す．品詞の記号は次の通りで
ある．CC：接続詞，IN:前置詞，DT:冠詞，JJ，JJR：形容
詞，名詞（NN，NNS,NP）
，PP,PP$：代名詞，RB，RBR：

副詞，SENT，－，
；記号，VB，VBZ，VVZ：動詞などで
ある．表７からわかるように，Kukai に投句された句は，
名詞：38.1％，形容詞 11.1％，動詞：11.3％，冠詞 10.1％，
前置詞 9.1％に続き，記号も 5.7％使用されている．

動詞句（VP），名詞句（NP）と動詞句（VP）で構成さ
れた英語俳句の構文例である．
図６に，2008年，2010年，2012年３年間の各１月の投
句文型を分析した結果を示す．

表７． 句別品詞数

図６．投句語の文系パターン
図６からわかるように，S-NP-VP（46.7％），NP-NXPP(7.3％)，VP-NP-VP（5.8％），S-NP-S（5.2％）の順
によく使用されている．さらに，左名詞句(NP)と右動詞
句(VP)のみに着目すると，全体の57.0％がこれに該当す
る．以上により，初心者はまず名詞句と動詞句の組み合
わせの構文で英語俳句を作成すればよいことがわかる．

(3) 構文の木構造
形態素解析を加えた英語俳句に対して，構文解析を行
うために，Enju を利用した．図５左は，2012 年４月の最
優秀句であり，この句に対して構文解析を行った結果を
図５右に示す．

図５．構文の木構造
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4. まとめ
英語俳句投句支援システムの構築を目的に，2008 年，
2010 年，2012 年の３年間に Shiki Monthly Kukai に投句さ
れた英語俳句をデータベース化し，形態素解析を加えた
あと対応分析およびクラスター分析，
構文解析を行って，
月別に英語俳句に用いられる単語を抽出した．
その結果，英語俳句は，①１句当たり３行約 10 語で構
成し，切れ字は，
「---」や「；」
「：」などの記号や体言
止めを用いて表し，②月別によく使用される単語は，１
月は new, first, year, dream, ２月は spring, cold, day，３月は
spring, dream, ４月は spring，５月は morning, may，６月
は day, moon, ice，７月は grass, sky, blue，８月は moon,
august，９月は blue, leave, autumn, fall, cloud，10 月は moon,
ring，11 月は night, mist, moon, goose，12 月は winter, sky,
ring, night，などで月との関連が強いことがわかった．ま
た，2008 年，2010 年，2012 年の各１月の投句データを
基に，３行詩の１行ごとの単語数のバランスを調べた結
果，１行目は 2.6+1.0，２行目は 3.8±1.2，３行目は

3.0±1.1，計 9.3±1.9個の単語数で構成されていることが
わかり，英語俳句は約 10 個の単語で構成されているこ
とがわかった．
さらに，句ごとの英語俳句の名詞・動詞・形容詞の数
を調べた結果，
名詞：38.1％，
形容詞 11.1％，
動詞：11.3％，
冠詞 10.1％，前置詞 9.1％に続き，記号も 5.7％使用され
ており，記号は切れ字等に用いられていることがわかっ
た．英語俳句によく用いられる英語俳句の構造などを探
るために構文解析器 Enju を用いて分析も行った．その結
果，英語俳句の投句文構造は，S-NP-VP（46.7％），NPNX-PP(7.3％)，VP-NP-VP（5.8％），S-NP-S（5.2％）とよ
く使用されている．さらに，左名詞句（NP）と右動詞句
（VP）のみに着目すると，全体の 57.0％がこれに該当す
る．以上により，初心者はまず名詞句と動詞句の組み合
わせの構文で英語俳句を作成すればよいことがわかった．
今後，英語俳句投句支援システムの構築時には，英語
俳句作成時に月ごとによく使用される語句が表示される
ように画面を設計し，入力補助機能を用いて入力した文
字列で始まる語の先読みや，表示された語句候補群から
選択入力できる機能などを組み込み，ユーザフレンドリ
ーなシステムを目指したい．具体的には，Microsoft 社の

入力支援機能 Intellisense などを利用して，英語俳句の
キーワードを入力すれば，それに関連した語句が表示さ
れるようなエントリーシステムを検討したい．
さらに，３行詩の動詞・名詞の位置関係などの分析を
はじめ係り受け解析や人称（I, my, me, his など）の分析も
行いたい．英語俳句初心者支援システムを構築した際に
は，本学で毎年夏に開催されている高大連携事業（キャ
ンパス IT 体験授業）等の場で利用することにより，英語
俳句を作りやすい環境を整えていきたい．このことによ
り，附属中高校生らは，自ら英語俳句を作成する能力が
養われ，また，英語の単語が豊富になり，日本文化につ
いても知識を深めることができる．なお本稿の執筆にあた
っては shiki チームの井上博民氏らに草稿段階から有益
な助言をいただいた．ここに記して感謝する．
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