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� まえがき

言葉はイメージであり，明示的な意味のほか
にも，様々な感情を伝える．ある言葉がどのよう
な感情をどの程度伝えるのかを定式化できれば，
電子書籍リーダや��� ラジオ，視覚障碍者向け
ホームページリーダなど，応用範囲は広い．本稿
では，様々な感情のうち喜怒哀楽に焦点を当て，
��� ニュース記事に含まれている喜怒哀楽の程
度を決定するためのシステムを提案する．
なお，提案システムにおいて，喜怒哀楽及びそ
の程度は，�つの感情尺度「悲しい�うれしい」，
「怒る�喜ぶ」に対する評価値（�～� の実数値）
という形で記述され，その値は，入力記事に現れ
る単語（普通名詞，サ変名詞，動詞，形容詞，カ
タカナ）の種類から求められる．

� 設計方針

提案システムは，コストと実用性の観点から，
以下の �つの仕様を満たす必要がある．
【感情辞書を自動構築できる】単語と感情の対応
関係を示すものを「感情辞書」と呼ぶ．このよう
な辞書を人手で構築するという方法には，作業者
の主観が入りやすいという欠点がある．
【任意の感情をその程度とともに抽出できる】推
定すべき感情の種類は応用分野やその時々の状況
によって異なる．また，抽出された複数の感情の
中から特徴的な感情を決定するためには，それぞ
れの感情の程度を定量的に示す必要がある．
【正解（学習）データを必要としない】単語と感
情の対応関係を明示的に示す正解データを人手で
作るのは，容易でない上，任意の感情すべてに対
し，あらかじめ作るというのは不可能に近い．
以上の �仕様を満たすために，ヒューリスティ
ックな知識を導入する．すなわち，「感情語 � を
含む記事はその感情語が表す感情を伝える」とい
う仮定のもと，新聞記事データベースに現れる各
単語が感情尺度を構成する � つの感情語のどち
らと，より高い確率で共起するかという観点でシ
ステムの設計を行う．なお，新聞記事データベー
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スには，日経新聞全文記事データベース（����～
����年版）	�
の ���万記事を利用する．

� 喜怒哀楽抽出システム

��� 感情辞書構築システム
感情辞書には，各単語の感情尺度値とその重
みが登録される．まず，感情尺度値の計算手法を
示す．
� 年版に掲載された記事のうち，感情語 �を含
む記事の数を ���� ��，感情語 �と対象語 �を同
時に含む記事の数を ���� ��� とすると，対象
語 �の感情語 �に対する出現確率 � ��� �� ��は，
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と表される．ここで，対象語 � の感情語 �� に対
する出現確率と感情語 �� に対する出現確率の比
���� ��� ��� �� を計算し，対象語 � が感情語 ��
と �� のどちらと共起する確率が高いかを示す指
標とする．
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但し，分母が �となるときは，便宜的に � � �と
して処理する．この�を各年版ごとに求め，平均
することにより，対象語 � の感情尺度「�����」
における ����� ��� ��を求める．

����� ��� �� �

�����

������
���� ��� ��� �������

������
� ��� ��� ��� ��

但し，���� ���� � ���� ���� 	 � のとき，
� � �であり，それ以外のときは，� � �となる．
次に，感情尺度値 ����� ��� �� に対する重み


���� ��� ��を，対象語 � と感情語 ��，�� とが
共起した年数と頻度の総和（��年間分）に応じて
増減するよう定義する．
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以上の方法で構築された感情辞書の一部を表 �

に示す．表 �には，感情尺度値が ���以上の単語
及び ���以下の単語のうち，重みの最も大きい単
語が示される．

�



��� 記事を対象とする感情抽出システム
記事 ����を��� ニュースサイトから獲得し，
形態素解析システム �����	�
 を用いて，記事に
含まれている単語を調べる．次に，感情辞書から
各異なり単語の感情尺度値 � と重み 
 を取得
し，記事の感情尺度値 �������を算出する．
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但し，��� � ��は傾斜配分であり，感情尺度と関
係の少ない一般的な単語（感情尺度値は ���に近
い値をとる）が � 式の平均操作に及ぼす悪影響
を軽減するために導入されている．

� 性能評価

����� ニュース�� から記事 ��� 件を収集し，
各記事ごとに，被験者 �� 人（�� 代から �� 代の
女性 ��名，男性 ��名）が与えた評価結果と提案
システムが算出した感情尺度値を比較する．
まず，被験者に「もし自分がアナウンサーに
なって，かつ感情を込めて記事を読み上げると
したら，どのような感情を込めるか？このとき，
様々な感情を込めることが予想されるが，そのう
ち，喜怒哀楽という感情に関しては，どの程度の
感情を込めるのか？」という問題を提示した．被
験者は，記事を順に読み，�つの評価尺度「悲し
そうに（怒りを込めて）⇔どちらかといえば悲し
そうに（怒った感じで）⇔中間／どちらともいえ
ない／どちらでもない⇔どちらかといえばうれし
そうに（喜びを込めて）⇔うれしそうに（喜びを
込めて）」のそれぞれに対し，� 段階評価（� 点，
�点，� � �，�点）を行った．
次に，感情抽出システムを用いて各記事の感情
尺度値を求め，����� 以上のときを被験者の評価
の �点／ �点に，�����以下のときを �点／ �点
に，それ以外のときを �点に対応させた．被験者
の評価結果と一致した記事の数（一致数）と割合
（一致率），ならびに最多クラス（�点）を常に出
力する場合の一致率（チャンス率），各記事ごと
に最多クラス／最少クラスを出力する場合の一致
率（最高一致率／最低一致率）を表 �にまとめる．
なお，閾値は実験的に設定した．
表 �から，感情尺度「怒る�喜ぶ」における一
致率は比較的高いが，「悲しい�うれしい」に対し
ては十分と言えない．しかしながら，いずれにせ
よ，実用レベル（一致率 ���以上）には程遠い．
ただ，理論上の最高一致率が �����，�����であ
ることを考えると，単に感情推定手法を複雑にす
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表 � 各感情尺度と共起の高い単語

対象語 感情尺度値 重み

感情尺度「悲しい�うれしい」
死 普通名詞 ����� �����
離婚 サ変名詞 ����� �����
亡くす 動詞 ����� �����
悲しい 形容詞 ����	 �����
レヴィ カタカナ ����� ���
	
笑み 普通名詞 ���	� �����
製造 サ変名詞 ����� ����	
勝てる 動詞 ����� ���	�
好調だ 形容詞 ����� ���


バラエティー カタカナ ����� ����	

感情尺度「怒る�喜ぶ」
怒り 普通名詞 ����	 �����
抗議 サ変名詞 ����� �����
怒る 動詞 ����� ��	��
バカだ 形容詞 ����� �����
ヤジ カタカナ ���	� ��	��
手放し 普通名詞 ����	 �����
誘致 サ変名詞 ����� �����
喜ぶ 動詞 ���
� ���
�
割安だ 形容詞 ����� �����
バイオ カタカナ ����
 ��	��

表 � 被験者の評価結果とシステム出力値の比較

感情尺度 悲しい 怒る
うれしい 喜ぶ

一致数 ��	�
 ���
	
一致率 ���� 	���
チャンス率 
��� 
���
最高一致率（理論値） �
�	 ����
最低一致率（理論値） ��	 ���

ればよいというものではなく，ユーザの知識や感
性（し好や興味，性格），状態（気分や体調，忙し
さ），そして購読環境（時間帯や場所，購読順序）
に応じた処理が必要と考えられる．

� まとめ

本稿では，��� ニュースサイトから得られる
記事の喜怒哀楽を �つの感情尺度「悲しい�うれ
しい」，「怒る�喜ぶ」に対する評価値（�～�の実
数値）として出力するシステムを提案した．
今後は，今回得られた評価結果の解析をもと
に，より高精度な感情推定手法の開発を進めると
ともに，ユーザへの個人適応を視野にテキストと
感情の対応関係に影響を及ぼす要因を調べていき
たい．
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