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研 究 題 目 統計科学に基づいた川端康成に纏わるゴーストライターの問題に関する研究 

 

本年度では、統計的機械学習などの手法を用いてゴーストライターの問題を主と

した文体分析に関する研究を行った。その関連の成果は、国内複数の学会や国際

会議にて発表を行い、関連学会の論文誌に投稿している。また、関連の成果を法

科学にも応用している 

 

研究成果の報告 
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[1] 金 明哲、定性的データ分析、共立出版、2016/9/15 

 

論文 

[1] Hao Sun and Mingzhe Jin(2016). The Relation between Stylometrics and 

Neuroscience, Neuroscience and Biomedical Engineering. 4(3), 174 - 180 

(査読あり) 
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ング導入―文字数やテキスト数，文体的特徴が得点分布に及ぼす影響―，

法科学技術(accepted 16 November 2016，査読有り). 

[3] 劉 雪琴・金 明哲. 宇野浩二の文体変化の時期に関する計量分析, 計量国

語学，2017/3 採択(査読有り) 

 

学会口頭発表 

[1] 金 明哲(2016). Data analysis Environment of the New Era, The 8th(2016) 

Applied statistics & Management Engineering summit, Yantai of 

China, Keynote speech. 

[2] Hao Sun and Mingzhe Jin(2016). Authorship attribution of Yasunari 
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nikki, International Quantitative Linguistics Conference, QUALICO. 

（査読あり，ドイツにて） 

[3] Hao Sun and Mingzhe Jin(2016). Authorship Attribution in Yasunari 

Kawabata's novel Hana nikki. The 7th International Forum on 



Statistics of Remin University of China. (at Renmin University of 

China, China)(査読なし) 

[4] 金 明哲(2016). 教育と研究のためのテキストマイニングツール MTMineR, 

計算機統計学会第 30回大会. （査読なし, ハートピア京都にて） 

[5] 孫 昊・金 明哲(2016/08/31). 統合的分類法による「古都」の著者推定, 行

動計量学会第 44回大会予稿集, pp.52-53. （査読なし, 札幌学院大学にて） 

[6] 孫昊・金明哲 (2016/09/06). 「機械学習法による『眠れる美女』の代作疑惑

検証」 . 2016 年度統計関連学会連合大会予稿集, pp.280. (査読なし,金沢

大学にて) 

[7] 孫昊・金明哲 (2016/12/17). 「川端康成の代筆問題研究」. 川端康成学会

第 170回例会. (査読なし,鶴見大学にて) 

[8] 柴田 麟太郎・余語 真夫，金 明哲(2016)． 感情エピソードの統計分析, 行

動計量学会第 44回大会，pp.50-51.（査読なし, 札幌学院大学にて） 

[9] 尾城 奈緒子・金 明哲(2016). 太宰治の計量的文体分析-助詞を中心として, 

行動計量学会第 44 回大会予稿集, pp.164-165. （査読なし, 札幌学院大

学にて） 

[10] 尾城 奈緒子・金 明哲(2016/10/8). 太宰治の文体の計量分析―助詞と使

役、受身、授受文の関連を中心として―、計量国語学会第 60 回大会, 予稿

集 7-12. （査読なし, 日本大学にて） 
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て） 

[12] 鄭 弯弯・金 明哲(2016). 沈従文の文体変化についての計量分析, 行動計

量学会第 44回大会予稿集, pp.172-173. （査読なし，札幌学院大学にて） 

[13] Wanwan Zheg and Mingzhe Jin(2016). The Study on the Change of 

Congwen Shen’s Writing Style Before and After Moved to Kunming, 

The 8th Applied Statistics & Management Engineering Summit, CD-

ROM-GEN0047(9p). （査読あり，中国煙台にて） 

[14] Xueqin Liu and Mingzhe Jin(2016). Astatisticalanalysis of Uno 

Kouji’swriting style, The 8th Applied Statistics & Management 
Engineering Summit, CD-ROM-GEN0048(8p). （査読あり，中国煙台に

て） 

[15] Xueqin LIU and Mingzhe JIN (2016/5/27). Quantitative Analysis of 

Uno Kouji's Works before and after the Disease. The 7th International 

Forum on Statistics of Renmin University of China. (at Renmin 

University of China, China)(査読なし) 

[16] 劉 雪琴, 金 明哲(2016/5/19).計算機統計学のアプローチによる宇野浩二の

文体分析，日本計算機統計学会第 30回大会講演論文集, pp.17-20. （査読

なし, ハートピア京都にて） 

[17] 劉 雪琴・金 明哲(2016/10/8). 宇野浩二の文体変化の時期に関する計量分

析, 計量国語学会第 60 回大会発表論文抄録集，pp.1-6.（査読なし,日本大

学にて） 

[18] 劉 雪琴・金 明哲(2016). 入院する前に宇野浩二の文体は既に変わってい

たのか, 行動計量学会第 44 回大会予稿集, pp.168-171. （査読なし、札幌

学院大学にて） 

[19] 李 鍾賛・入江さやか・余語真夫・金 明哲(2016/8/31). 「感情語想起

の構造」, 行動計量学会第 44回大会予稿集, pp.46-49. （査読なし, 

札幌学院大学にて） 



[20] 入江 さやか・李 鐘賛・余語 真夫・金 明哲（2016/10/8）.「ネットワ

ーク分析による自由想起された感情語の連関―性差を中心に―」，第 60

回計量国語学会大会,pp.43-48. （査読あり, 日本大学にて） 

[21] 三舩 正暁・金 明哲(2016/5/19). ネットショッピングにおけるスパムレ

ビューの特徴分析,日本計算機統計学会第 30回大会講演論文集, （査読

なし, ハートピア京都にて）  

 

 


