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本稿では，言語識別のための言語特徴として，低頻度 byte 列を活用することを提案する．一般的
な言語識別では，byte 列の出現傾向の類似度を各言語・識別対象文書間で求め，その大小で言語を
識別する．従来手法は，出現確率の推定値の信頼性が高い高頻度 byte 列を言語特徴に利用し，信頼
性の低い低頻度 byte 列を活用してこなかった．しかし，低頻度であっても，長い byte 列は特定の
言語のみに出現する傾向が強く，言語の特定に大きく貢献すると期待できる．低頻度 byte 列を利用
するためには，低頻度 byte 列でも十分に識別に影響を与えることができ，かつ，出現確率推定値の
変動に頑強な類似尺度が必要となる．本稿で提案する類似尺度は byte 列の積集合サイズに基づいて
おり，これらの条件を満たしている．本稿では，提案手法の有効性を示すために，2 種類の言語集合
に対して識別実験を行っている．提案手法は従来手法に比べて高い識別精度を示しており，特に，類
似言語間や小規模文書の識別において顕著に優位性が認められる．

Language Identification Using Low-frequent Byte-strings
Kensei Yukino,† Shosaku Tanaka,†† Yoich Tomiura†††
and Hideki Matsumoto†
This paper proposes a language identiﬁcation method which uses low-frequent byte-strings
as language features. A general method identiﬁes the language of a document by choosing
the language which has the most similar probability distribution of byte-strings to that of
the document. Most previous methods, whose similarity measures are based on frequencies
of byte-strings, never use the low-frequent byte-strings because of the ﬂuctuation of their frequencies. However, among low-frequent byte-strings, there are a lot of eﬀective byte-strings
in language identiﬁcation, which tend to appear in a particular language. The similarity
measure using not only frequent byte-strings but also low-frequent ones should be robust to
the ﬂuctuation of the estimated probability and be suﬃciently inﬂuenced by the low-frequent
byte-strings. The similarity measure used in the proposed method is based on an intersection
size of byte-strings between each language and a target document. Here are two examinations:
the one is for similar languages and another is for dissimilar languages. They show that the
proposed method has higher accuracy than the previous methods and has advantage in the
language identiﬁcation among similar languages or for short target documents.

1. は じ め に

上では，ほとんどの文書で言語が明示されていない．

近年，言語横断検索システムなど，多言語を同時に

語識別を必要とする．

したがって，多言語処理ツールは前処理として自動言

扱うツールが開発されつつある．これらのツールは，

90 年代以降，様々な言語識別手法が提案されてき

処理対象文書の言語が既知であることを前提としてい

た．従来手法の多くは，識別対象文書に出現した byte

る1),2) ．しかし，現実の電子化文書では，言語が明示

列を文書の言語特徴として扱う．そのうえで，文書で

されていることは少ない．たとえば，インターネット

の byte 列の出現傾向と各言語の学習データでの byte
列の出現傾向を比較し，最も類似した傾向を持つ言語
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を文書の言語として出力する．
言語特徴には，主に高頻度 byte 列が用いられてき
た．高頻度 byte 列には出現確率の推定値が比較的信
頼できるという利点がある．従来手法はその利点を活
かし，出現確率分布の類似性に基づいた類似尺度を用
いている．逆に，出現確率推定値の信頼性に乏しい低
1287

1288

Apr. 2006

情報処理学会論文誌

頻度 byte 列は識別に用いられてこなかった．
本稿では，低頻度 byte 列を言語特徴として活用す
る手法を提案する．低頻度 byte 列には長い byte 列
が多い．長い byte 列は，短い byte 列に比べて特定
の言語のみに出現する傾向が強い．そのため，低頻度

byte 列も言語の特定に大きく貢献すると期待できる．
しかし，従来手法の類似尺度は出現確率の大きさや出

図 1 byte 列の計数
Fig. 1 Counting byte-strings.

現確率推定値の信頼性に強く影響を受けるため，低頻
度 byte 列を利用しにくい．低頻度 byte 列を利用する
ためには，低頻度 byte 列でも十分に識別に影響を与

従来手法の中には，単語を言語特徴とする手法もあ

えることができ，かつ，出現確率推定値の変動 に頑

る3),4) ．しかし，次の 3 つの欠点を持つため，本稿で

強な類似尺度が必要となる．

は検討しない．

提案手法では byte 列の積集合サイズに基づいて言
語・文書間の類似度を計算する．この類似尺度は出現
頻度の大小を考慮しないため，低頻度 byte 列でも十

(1)
(2)
(3)

☆

分に識別に影響を与えることができ，かつ，識別対象
文書や学習データにおける出現確率推定値の変動の影
響も受けにくい．

高精度化には巨大な単語辞書を必要とする．
対象言語に対する言語知識が必要となる．
言語識別の前に，符号系の識別を必要とする．

2.2 byte 列を用いる従来手法の概要
byte 列を用いる従来手法は，主に高頻度 byte 列を
言語特徴に用いている．高頻度 byte 列には，学習デー

以下では，まず 2 章において従来手法について概観

タや識別対象文書において比較的信頼性の高い出現確

し，その問題点を明らかにする．3 章では，低頻度な

率の推定値を得られるという利点がある．従来手法は

byte 列を言語識別に活用する手法を提案する．4 章で
は提案手法の有効性を確認するために行った実験につ

その利点を活かし，出現確率分布の類似性に基づいた

いて述べる．

2. 従 来 手 法
2.1 言語識別の概要
主な言語識別手法は電子化文書を byte の列ととら
え，その部分 byte 列を文書の言語特徴として扱う．本

類似尺度を用いている．
高頻度 byte 列の大半は，短い byte 列である．言語
特徴が短い byte 列に偏る傾向は，従来手法に一貫し
てみられる．多くの手法では 1〜3-byte 列が用いられ
ており，1〜5-byte 列と比較的長い byte 列まで使用し
ている手法でも，実際には高頻度 byte 列に制限する
ため，4〜5-byte 列はほとんど使われていない．

稿では，長さ k の部分 byte 列を k-byte 列と呼ぶこ

以下に，主要な手法について概略を示す．各手法の

とにする．図 1 に，ある文書から byte 列を抽出する

相違点を明確にするため，いくつかの手法の識別式に

過程を図示する．

は等価な変換を施してある．

byte 列を言語特徴とする従来手法は，識別対象文

Cavnar らの手法5) では，1〜5-byte 列の出現頻度

書中における byte 列の出現傾向と各言語の学習デー

順位表の類似性に基づいて言語を識別する．識別の手

タにおける byte 列の出現傾向を比較し，最も類似し

順は以下のとおり．

た傾向を持つ言語を識別対象文書の言語として出力す

(1)

各言語 l，各 1〜5-byte 列 x に対し，言語 l の

る．類似尺度（ないし，非類似尺度）としては，byte

学習データにおける出現頻度 fl (x) を計数する．

列の出現確率（出現頻度）分布の類似性に基づいた類

byte 列を出現頻度の降順に並べ，上位 n 個の
順位表 Prof(l) を構築しておく．

似尺度を用いている．

byte 列を言語特徴として用いる手法には，次の 3 つ

(2)

(1)
(2)

言語特徴を小規模学習データから抽出できる．

(3)

言語識別と同時に符号系の識別も行える．

☆

学習時に特別な言語知識を必要としない．

同一の言語における，同一の byte 列の出現確率推定値であって
も，識別対象文書や学習データごとに異なる値となることを意
味する．本稿では出現確率推定値の変動と略記する．

( 1 ) と同様，識別対象文書 d における x の出
現頻度 fd (x) を計数し，Prof(d) を構築する．

の利点がある．

(3)

次の式により，言語を識別する．

L̂ = arg max
l


x∈Prof(d)

SC (x, l),
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 −|rankd (x) − rankl (x)|
SC (x, l) =

.
; x ∈ Prof(l)


−(n + 1) ; x ∈ Prof(l)
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線形補間法を用いて pl (x) を求めておく．

(2)

( 1 ) と同様，識別対象文書 d における x の出
現確率 pd (x) を求めておく．

(3)

ここで，rankd (x) は，x の Prof(d) における順位を，

次の式により，言語を識別する．

L̂ = arg max
l

rankl (x) は，x の Prof(l) における順位を表す．文
献 5) では言語特徴に用いる byte 列を順位が安定す

SK (x, l),

x

SK (x, l) = (pd (x)−pl (x)) log

る byte 列に制限しており，使用する下限順位（n）を

300〜400 位とした場合が最も性能が良いと報告され
ている．文献 5) と同じ言語特徴を使用する手法とし



pl (x)
.
pd (x)

文献 9) では，k = 3 を用いているが，その根拠は
示されていない．

て，Martins らの手法6) がある．文献 6) では，類似

前田らの手法10) では，k-byte 列（k は一定長に固

度尺度の計算方法のみを変更し，情報理論に基づいた

定）のコサイン類似度に基づいて識別を行う．識別の

類似度の使用を提案している．

手順は以下のとおり．

Dunning の手法7) では，各言語の k-byte 列（k は
一定長に固定）の出現頻度に基づいて識別対象文書の

(1)

文献 7) などと同様の手法により，言語 l にお
ける x の出現頻度 fl (x) を求めておく．ただ

発生確率を計算し，その大小で言語を識別する☆ ．識

し，ASCII 文字集合に含まれる byte のうち記

別の手順は以下のとおり．

号・数字・制御文字など，言語識別に有用でな

(1)

い byte は前処理として文書中から取り除いて

各言語 l，各 k-byte 列 x に対して言語 l の学
習データにおける x の出現頻度 fl (x) を計数
し，ラプラス法を用いて x の出現確率 pl (x) を

おく．

(2)

(2)

( 1 ) と同様，識別対象文書 d における x の出

(3)

現頻度 fd (x) を計数する．d 中に出現した全

(3)

( 1 ) と同様の手法により，識別対象文書 d にお
ける x の出現頻度 fd (x) を求める．

求めておく．

L̂ = arg max

byte 列の集合を Set(d) とする．
次の式により，言語を識別する．
L̂ = arg max
l



SM (x, l),

x

SM (x, l)
fl (x)
f (x)
d
= 
.
2
f (x)
f (x)2
x l
x d

x∈Set(d)

のときが最も性能が良かったと報告されている．



l

SD (x, l),

SD (x, l) = fd (x) log pl (x).
文献 7) では，実験で用いた k = 1〜5 のうち，k = 2

次の式により，言語を識別する．

文献 10) では，主に主記憶容量の制約から，k = 2
に制限されている．

2.3 従来手法の問題点

Sibun らの手法8) では，k-byte 列（k は一定長に
固定）の出現確率分布間の KL-Divergence に基づい

るものの，類似言語間における識別や小規模文書に対

て識別を行う．この手法は，本質的に文献 7) の手法

する識別において精度の低下が見られる．表記が類似

と等価であり，pl (x) の補間法のみ加算法（補正項は

している言語間では，高頻度 byte 列の出現確率分布

+0.5）に変更されている．文献 8) でも，実験で用い
た k = 1，2 のうち，k = 2 の方が性能が良かったと
報告されている．

の言語間差異も小さい．そのため，各言語と文書との

北らの手法9) では，k-byte 列（k は一定長に固定）
の出現確率分布間の KL-Divergence を言語 → 文書，
文書 → 言語の双方向で求め，その平均に基づいて識
別を行う☆☆ ．識別の手順は以下のとおり．

(1)
☆

文献 7) と同様の手法により，fl (x) を計数し，

文献 7) では本来マルコフモデルが使われており，x の最
後の 1 文字を削った byte 列を x(−1) として，pl (x) は
pl (x)/pl (x(−1) ) と表記するのが正しい．ここでは表記の簡
略化のため，pl (x) として表記する．

従来手法は，おおむね良好な識別精度を発揮してい

類似度はどの言語でも似た値となり，従来手法では識
別が難しくなる．小規模文書では，高頻度 byte 列で
あっても出現確率推定値の信頼性が下がる．そのため，
出現頻度に強く影響される従来手法の類似度では正確
な識別ができなくなる．

3 章で述べるように，低頻度 byte 列を活用するこ
とで，これらの状況においても高い識別精度が期待で
きる．しかし，従来手法において低頻度 byte 列を活
☆☆

文献 9) では，文献 7) 同様，マルコフモデルが使われている．
前述した理由により，pl (x)，pd (x) で略記する．
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用することは難しい．たとえば，文献 5) の出現頻度
順位に基づいた類似度では，低頻度 byte 列は 1 の頻
度差で数千〜数万の順位変動が発生するため，識別に
活用できない．確率や KL-Divergence を用いている
文献 7)〜9) の手法では，低頻度 byte 列は pl (x) の推
定精度が悪く，補正の影響を強く受けてしまうため，
識別に使いにくい．文献 10) が用いているコサイン類
似度では，頻度がそのまま各 byte 列の重要度を表し
ており，低頻度 byte 列の重要度は低いため識別への

表 1 英語文書に一定割合で出現する k-byte 列の
10 言語内での平均出現言語数
Table 1 The average of languages which have k-bytestrings.

DF (%)
1
5
10
20
50
100

k=1
7.00
9.00
–
–
–
9.95

k=2
5.07
7.79
7.20
9.00
9.60
9.88

k=3
3.77
6.13
6.83
8.14
7.42
9.20

k=4
2.64
4.00
4.77
4.89
4.50
6.50

k=5
1.66
2.27
2.32
2.08
2.00
4.00

影響力が小さい．

3. 提 案 手 法

度な byte 列まで利用する．byte 列を計数する際には，
文献 10) と同じ前処理を行い，制御文字などを文書か

3.1 低頻度 byte 列の活用
本稿では，高頻度 byte 列だけでなく，低頻度 byte
列も言語特徴として利用することを提案する．低頻

ら削除した．これにより，いっさいの修正なしに byte

度 byte 列の中には相対的に長い byte 列が多い．長い

比較実験を行った他の手法でも同様に観測された．

列の抽出を行った場合と比べ，わずかながら精度向上
が見られた．制御文字などの削除による精度向上は，

byte 列は，短い byte 列よりも特定の言語のみに出現

3.2 低頻度 byte 列使用に適した類似尺度

する傾向が強く，言語の特定に大きく貢献すると期待

低頻度 byte 列を活用するためには，次の 2 つの条

できる．表 1 に，英語で一定割合の文書に出現する

件を満たす類似尺度が必要である．まず，byte 列の出

長さ k の byte 列が，それぞれ何カ国語に出現するか

現確率推定値の変動に頑強で，かつ，低頻度 byte 列

を一覧にして示す．表中の DF は，1,000 byte から

が十分に識別に影響を及ぼせる類似尺度でなければな

なる 100 個の英語文書中で，何文書に出現した byte

らない．

列かを表す．k は，byte 列の長さを表す．各交点は，
一定割合の英語文書に出現している k-byte 列が，欧

そこで提案手法では，以上のような要件を満たす類
似尺度として，各言語 l の学習データで出現した byte

州 10 カ国語☆ の中で（英語を含めて）平均何カ国語で

列の集合 Set(l)，および文書 d 中に出現した byte 列

出現したかを表している．各言語とも，英語と同様，

の集合 Set(d) の積集合サイズを類似度尺度として用

1,000 byte の文書 100 個内での出現有無を調べてい

いる．言語 l と言語 d の類似度 Sim(l, d) は，次の式

る．また，DF を求めた英語文書と，出現言語数を調

により表される．

べるときの英語文書は同一のものであるため，各交点
の最小値は 1 である．表より，同一の DF の byte 列

Sim(l, d) = |Set(l) ∩ Set(d)|.
この類似尺度は，出現頻度の大小を考慮しないため，

では，長い byte 列ほど特定の言語のみに出現する傾

文書中や学習データ中における出現確率推定値の変動

向が強いことが読み取れる．このような長い byte 列

の影響を受けにくい．また，識別影響力がどの byte

を活用することで，従来手法よりも多くの言語間差異

列でも等しいため，低頻度 byte 列でも十分に識別に

をとらえることが可能になり，類似言語間や小規模文

影響を与えられる．

書に対しても高い識別精度が期待できる．

積集合サイズに基づく類似尺度は，低頻度 byte 列

言語特徴に導入する byte 列として，本稿では 1〜

を活用できる一方，頻度情報をすべて失っている．著

5-byte 列を混在して用いる．多くの従来手法7)〜10) で

者らは，このデメリットよりも，低頻度 byte 列を使

用いられてきた 1〜3-byte 列に加え，長い byte 列を

用するメリットの方が大きいと考えている．

言語特徴に導入する．ただし，6-byte 列以上に長い

3.3 きわめて低頻度な byte 列の制限

byte 列は本稿では使用しない．5-byte 列までを使用
した場合に比べ，予備実験において有意な精度向上が
得られなかったからである．また，文献 5)，6) のよ

ある言語で書かれた文書中に，他言語の固有名詞の
使用や他言語の文の引用などにより，文書本来の言語

うに高頻度 byte 列だけに制限することはせず，低頻

そのため，ある byte 列がある言語の学習データのみ

とは異なる言語が混入することは自然なことである．
に数回だけ出現していた場合，その byte 列が本当に

☆

アルバニア語，チェコ語，オランダ語，英語，フランス語，ドイ
ツ語，イタリア語，ノルウェー語，ポルトガル語，トルコ語

その言語で発生する byte 列なのかどうかはきわめて
判断しにくい．提案した類似尺度は出現確率推定値の
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変動の影響を受けにくい手法ではあるが，このような

SP (x, l) =

byte 列の導入は過学習の原因となりうる．
ある頻度の byte 列が識別に有効に働くか，それとも
過学習の原因となるかは，学習データの質と量によっ
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1;

x ∈ Set(l)

0;

x ∈ Set(l)

.

この式より，提案手法が，従来手法における各 byte

て決まると考えられ，一概には決めることができない．

列の識別影響力 Sα （α = C, D, K, M ）を簡略化し，

しかし，一般には，より低頻度な byte 列の方が，過

最も単純な識別影響力（1 or 0）を採用していること

学習の原因になりやすいと考えられる．

が分かる．

本稿では，各言語の言語特徴 Set(l) のうち，きわ
めて低頻度の byte 列を制限できる仕組みを導入する．
制限の基準として，Document Frequency（DF）を

4. 実

験

4.1 類似言語間実験のためのデータ

用いる．出現頻度ではなく DF を用いることで，同

類似言語間における提案手法の有効性を確認するた

一の出現頻度を持つ byte 列でも，幅広い文書中に出

め，ノルド語族を対象に識別実験を行った．ノルド語

現する byte 列の方が優先的に言語特徴に導入される．

族はノルウェー語・デンマーク語・スウェーデン語から

過学習の原因になる byte 列，たとえば本来他言語で

なり，最も類似した言語族の 1 つとして知られている．

出現する byte 列などは，複数の文書に出現すること

特に，ノルウェー語，デンマーク語では使用されるア

は少ないと考えられる．そのため，DF を用いた方が，

ルファベットがまったく同じで，単語の表記がきわめ

有効な byte 列を優先的に残せる．各言語 l の言語特

て類似している．そのため，従来手法6),10) において

徴として用いる byte 列の集合 Setθ (l) を次式により

も識別精度が大きく低下したことが報告されている．

定義する．

次の手順により，学習データを作成した．
( 1 ) インターネット上のニュースサイト（ノルウェー



Setθ (l) =

x

df (x, l)
≥θ
|Tl |

.

語：Aften Posten ☆1 ，デ ン マ ー ク 語：Dag-

bladet Arbejderen ☆2 ，スウェーデン語：Dagens Nyheter ☆3 ）から記事本文を抽出した．1
記事を 1 文書として扱い，各言語 100 文書をラ
ンダムに抽出した．

ここで，df (x, l) は言語 l における byte 列 x の DF
を表す．Tl は言語 l の文書集合を表す．θ は閾値であ
り，実験的に定まる．
識別対象文書 d の言語特徴としては，d 中のすべて

(2)

の byte 列の集合 Set(d) をそのまま用いる．

3.4 アルゴリズム
提案手法は，3.3 節で提案した言語特徴，および 3.2

学習データとして，上記の各文書のランダムな
位置から 1,000 byte ずつを抽出した．

また，次の手順により，テストデータを作成した．

(1)

欧州主要語☆4 のパラレルコーパスである Eu-

ropean Parliament Proceedings Parallel Corpus（EUROPARL）11) から，デンマーク語・ス
ウェーデン語のデータを抽出した．各文書はコー

節で提案した類似尺度を用いて，以下の手順で言語を
識別する．

(1)

各言語 l に対し，Setθ (l) を構築しておく．

(2)

識別対象文書 d において，出現したすべての

パスのランダムな位置から抽出し，約 2,000 文

byte 列の集合 Set(d) を構築する．

書を抽出した．また，ノルウェー語のデータと

次の式により，言語を識別する．

して，ノルウェー官庁ホームページ☆5 から記事

(3)

本文を抽出した．1 記事を 1 文書として扱い，

L̂ = arg max |Setθ (l) ∩ Set(d)|.
l

本手法は，従来手法を簡略化したものともいえる．

同じく約 2,000 文書を抽出した．

(2)

テストデータとして，上記の各文書のランダム

提案手法・従来手法のいずれの類似度も，文書中に出

な位置から，50，100，200，300，400，500 byte

現した byte 列の識別影響力を重み付けし，その総和

ずつ，それぞれ抽出した．こうして得られたデー

をとったものと考えることができる．提案手法の類似
度は次のように変形することができる．

L̂ = arg max
l



x∈Set(d)

SP (x, l),

☆1
☆2
☆3
☆4

☆5

http://www.aftenposten.no/
http://www.arbejderen.dk/
http://www.dn.se/
フランス語，イタリア語，スペイン語，ポルトガル語，英語，オ
ランダ語，ドイツ語，デンマーク語，スウェーデン語
http://odin.dep.no/
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タを，仮想的な小規模文書として扱う．
実験データの作成では，分野やデータ源固有の表記
に依存した識別が起こらないように次の点を考慮した．
第 1 に，学習データ源とテストデータ源を分離した．
第 2 に，学習データの記事を，幅広い分野から収集し
た．収集した記事中には，政治・経済・科学など多彩
な分野が含まれている．第 3 に，サイト特有の形式の
影響を排除するため，各記事に若干の修正を行った☆ ．

4.2 実験 1：閾値の設定
実験 1 では，提案手法において複数の閾値 θ の値
を試し，実験的に閾値を設定した．
図 2 に，実験結果を示す．図の横軸は識別対象文書
の文書サイズを表し，縦軸は識別精度を表している．
この結果から，より低頻度の byte 列を用いるほど，識
別精度が向上していることが分かる．
本実験では，3.3 節で言及した過学習の影響は見ら
れなかった．しかし，予備実験において学習データ量
を 10 倍に増やし，θ を下げていったところ，θ = 0.005
周辺で識別精度が飽和することが確認された．この前
後において，低頻度 byte 列の利点と過学習による悪
影響とが拮抗しているものと考えられる．

Proposed の () 内の数字は閾値 θ の値を表す．
図 2 閾値の探索
Fig. 2 Searching the threshold.
表 2 閾値と byte 列の異なり数の関係
Table 2 The relationship between θ and the number of
types of byte-strings.

θ
0.6
0.35
0.1
0.05
0.01

byte 列異なり数
452
1,059
4,920
10,154
58,151

θ を小さくするに従って識別精度は上がるものの，
識別に用いる byte 列の異なり数が指数関数的に増加

字などの削除を行う文献 10) の前処理を用いた方が，

する．そのため，精度，メモリ負荷の両面から見て，
θ = 0.1 程度が現実的な値であると考え，この閾値を

ている．この変更により，各手法の前処理が同一にな

用いて，以降に述べる実験 2，実験 3 を行った．表 2

り，言語特徴の選択手法および類似度尺度の違いによ

に，デンマーク語における θ と byte 列異なり数の関

る性能比較が明確に行える．また，文献 10) では日本

係を例示する．

語・中国語・韓国語を対象として，各言語に特有の制

文献 5) のオリジナル手法より若干高い精度が得られ

4.3 実験 2：類似言語間における比較

御文字の出現有無などを識別材料とした識別手法も提

実験 2 では，提案手法（θ = 0.1 を使用）と 2 つの

案している．しかし，対象言語集合に対する言語知識

従来手法を比較することにより，低頻度 byte 列活用

を必要とするため，多言語への応用は難しい．そのた

の有効性を確認した．従来手法として，文献 5) の手

め，提案手法と直接競合する手法ではないと判断し，

法，および文献 10) の手法を用いた．文献 5) の手法

実装していない．

は言語識別において最も広く参照されている手法の 1

図 3 に，実験結果を示す．図 2 と同様，図の横軸

つである．文献 10) の手法は，文献 5) の手法と直接

は識別対象文書の文書サイズを表し，縦軸は識別精度

的な性能比較が行われており，類似言語間・小規模文

を表している．実験結果から，提案手法が，従来手法

書に対して文献 5) よりも高い識別精度を示したこと

に比べて高い識別精度を持つことが分かる．

が報告されている．

また，図 2 および図 3 の結果を比較することで，各
byte 列の識別影響力に対する頻度による重み付けが，

各従来手法の実装では，基本的には各手法で提案さ
れているアルゴリズムをそのままコーディングした．

小規模文書に対して必ずしも効果的でないことが分か

ただし，文献 5) の手法では，byte 列計数時の前処理

る．たとえば，提案手法（θ = 0.6）と文献 5) の手法，

を文献 10) で示されている手法に置き換えた．制御文

および提案手法（θ = 0.35）と文献 10) の手法は，そ
れぞれ約 400 種類，約 1,000 種類と，ほぼ同じ異なり

☆

(1) 各言語の文字コードを，iso-8859-01（Latin-1）に統一し
た．(2) 改行コード，および連続したスペースを，スペース 1
文字に変換した．(3) 各記事の先頭および末尾の 1 文を削除し，
新聞名や記者名，日付などの情報を取り除いた．

数の byte 列を識別に用いている．識別に用いている

byte 列の種類が異なるため，直接的な比較はできない
ものの，提案手法の方が同程度以上の識別精度となっ
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図 3 類似言語間における比較
Fig. 3 Comparing among the similar languages.

ていることが分かる．

4.4 実験 3：非類似言語間における比較
実験 3 では，非類似言語間における識別実験を行っ
た．本実験により，提案手法が非類似言語間において
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図 4 非類似言語間における識別
Fig. 4 Comparing among the dissimilar languages.

に高い識別精度が得られることも分かる．

5. お わ り に
本稿では，低頻度 byte 列を言語特徴として言語識

も高い識別精度を維持できることが確認された．

別に導入することを提案した．提案手法では，低頻度

実験データは ECI-MCI コーパス（European Corpus Initiative Multilingual Corpus I）☆ から抽出した．

byte 列を活用するために，識別対象文書中に出現し
た byte 列の集合と，各言語の学習データ中に出現し

ECI-MCI コーパスは，様々なデータ源から抽出され
たサブコーパスから構成されており，欧州主要語を中

た byte 列の集合との積集合サイズに基づいた類似度

心に集められている．

における過学習の影響を防止するため，言語特徴とし

実験データを，次の手順で作成した．
( 1 ) ECI-MCI コーパスのうち，比較的潤沢な量が

て用いる byte 列を DF により制限している．

ある 10 言語☆☆ に対し，各言語 100 文書をラン

(2)

て識別実験を行った．実験の結果から，低頻度 byte

から，1,000 byte ずつを抽出した．

列の利用により，類似言語間や小規模文書に対しても

次に，学習データと重ならない文書を，各言語

高精度な言語識別が可能であることが示された．

から約 1,000 文書ずつランダムに抽出した．テ

今後の課題として，識別に用いる byte 列を絞り込

ストデータとして，上記の各文書のランダムな

む手法の開発を行う必要がある．筆者らは，言語識別

位置から 10，20，30，40，50 byte をそれぞれ

に有用な byte 列は，全体のごく一部であると考えて

抽出した．これを，擬似的な小規模文書として

いる．そのため，識別に有用な byte 列の選別手法を

用いる．識別対象文書のサイズはノルド語族に

開発することで，識別精度を維持したまま，手法の省

対する実験のときよりも小さい．非類似言語間

メモリ化が図れる．

対しては十分な識別精度を発揮するためである．
図 4 に，実験結果を示す．図 2 と同様，図の横軸
は識別対象文書の文書サイズを表し，縦軸は識別精度
を表している．これらの結果から，提案手法が，非類
似言語間においても高い識別精度を発揮できることが
分かる．また，欧州主要語間の識別においては，識別
対象文書が 20 byte 程度あれば，精度 95%以上と十分
☆

提案手法の有効性を確認するため，類似言語である
ノルド語族や，非類似言語である欧州主要語間に対し

ダムに抽出し，さらに各文書のランダムな位置

では，どの手法でも，100 byte 以上のデータに

☆☆

尺度を用いている．また，きわめて低頻度な byte 列

http://www.elsnet.org/resources/eciCorpus.html
アルバニア語，チェコ語，オランダ語，英語，フランス語，ドイ
ツ語，イタリア語，ノルウェー語，ポルトガル語，トルコ語
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