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感情辞書を用いた提示システムの提案
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1. はじめに
近年、人々はインターネットを通じ、より簡
易に自分に関する情報を共有することが出来る
ようになっている。この流れは最も初期のイン
ターネットから始まり、Web2.0 と言われるよう
になった現在、多くのシステムにより更に加速
し て い る 。 Web2.0 の 最 た る も の が ブ ロ グ 、
SNS、Tumbler などである。我々はこの流れは止
まらないと予想している。Web2.0 当初では、使
用する人がそれぞれ情報を共有することを目的
に情報を発信していた為コミュニティ活動など
が活発になった。最近だと、システム側では、
単にユーザの情報発信を待つのではなく、シス
テムが得た情報を元に積極的な提案をすること
によりユーザの活動を促進する流れも生まれて
いる。例えば、Amazon のシステムで見ることが
できる「このページを見た人はこのようなもの
を買っています」と言う提案や、Facebook 内の
友達関係を利用して、既知の友達の存在を知ら
せたりする機能である。このような、情報発信
の簡易化・促進する流れのなかで、感情情報の
重要性が増していくとの予測の上で本研究がな
されている。感情情報が何故重要性を持つか、
それは感情は人々の生活に密接に関係があるか
らである。例えば、落ち込んでいるときに活発
に活動が出来ないように。それゆえに、もしあ
る 言葉 や物 と感 情 の関 係が 明 らか にな れ ば、
人々をより充実した生活に導くことが出来る可
能性がある。
そこで、我々は感情辞書を作成し、それを使
った提示方法を提案する。感情辞書の内容は、
単語それぞれに感情情報をマッピングして保存
する。感情辞書を使う際には、どの単語にどの
感情がどの程度結びついているかを容易に知る
ことが出来る。単語と単語の関係を調査するこ
とにより、全体の傾向やその使用者それぞれの
傾向も予測できることが可能だと予測している 。
また、この感情情報システムの内容を API で提
供することにより幅広いエリアで感情情報を使
ったマッシュアップが可能となる。

Eyes, JAPAN で提供している Emotion.al システ
ム を 用 い た 。 Emotion.al は 簡 単 に 言 う と
Twitter のようなコンテンツ情報＋感情情報を扱
うことのできるシステムである。次にテキスト
コンテンツを処理し、感情情報とマッピングす
ると言う方法をとる。感情辞書作成に使用する
データは、ユーザ名、感情情報、単語情報、時
間情報である。

図 1 感情情報の取得から提供までのフロー
3. 実装
3.1. データ取得
Emotion.al システムの API を使用し XML フォ
ーマットで取得する。下記のような種類の情報
が提供されている。
・テキストコンテンツ
・情動情報 (快・不快・なしの 3 種類)
・感情情報 (怒り、喜び等、約 40 種類)
・登録日時情報
・ユーザ情報

3.2. 取得したテキストコンテンツ
3.1 で取得したテキストデータを単語毎に分割
し感情情報をマッピング。今回使用するテキス
トコンテンツは日本語を対象としており、単語
2. 感情辞書について
の分割・抽出の際には形態素解析ツールの一つ
通常の辞書とは異なり、この感情辞書は動的
な辞書である。辞書で引ける情報は季節や流行 、 である Chasen を使用。
環境などによって変化する可能性がある。感情
3.3. 生成データの保存
情報を扱う上では非常にシンプルなモデルを採
今回は感情辞書作成のには Relational Data
用し、利便性を考慮した。方法はまず感情情報
Base Management System (RDBMS)を使用。RDBMS
とそれに付随するテキストコンテンツを取得す
はデータの追加、編集、抽出にコストが大きい
る。この情報を取得する方法として株式会社
為、将来的には、Key-Value ストア型の DB を使
用することが必要となる可能性がある。今回は
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表 1 使用するテーブル一覧

・感情情報

Description
感情情報をまとめる為のテーブル
単語情報用テーブル
単語のタイプ情報用テーブル
付加的な単語情報用テーブル

4. 感情辞書を使用して情報の使用例
ある期間と単語をキーに、一定の期間の、あ
る商品名についての感情情報一覧を取得し、最
も多い感情を抽出する。次に抽出した感情情報
をキーとして情報を取得し、同じ・似た感情を
持つ商品名を抽出し新たな提案をすることが可
能。また、提案だけではなく商品等について利
用すれば顧客満足度の調査等にも役に立つと考
えられる。

レコードとオブジェクトのマッピン

グに関するテーブル
Object
Object_T オブジェクトのタイプを管理する為
のテーブル
ype
Object_P オブジェクトの付加的な単語情報を
roperty

管理するテーブル

5. 評価
3500 件程度の情報を元に感情辞書システムを
作成し、単語毎にそれぞれの感情がマッピング
された回数を出してみた所、ある程度の偏りが
見られる事がわかった。この偏り情報を使用す
ることにより、ある単語とある単語に関連を見
つけ出し、人々へ新たな提案をすることにより
行動を促進することが可能であると考えられる。
今回は数は少ないが、感情の登録の散らばりが
大きかった単語の一例を挙げる。
図. 感情辞書に登録されている件数例
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6. まとめと今後の課題
今回の調査では単語毎にある程度のどの感情
が発生するかについて、偏りが発生することが
わかった。今後は、感情辞書システムで提供す
るユーザ情報も使用して、ユーザの一連の単語
登録の流れとどういう順に感情が変化していく
かについても研究の余地が考えられる。
また、今回の研究では触れなかったが TF-IDF
アルゴリズムを使用することで単に文字を分割
するだけでなく重要とみなされる単語を抽出し
て作成する手法も現在検討中である。
図 2 感情辞書システムのデータ構造
3.4. API としての提供
感情辞書を使い計算された情報を API として提
供。本システムが提供する情報は以下。
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・単語情報
・それぞれの感情情報と単語がマッピングされ
た回数
・それぞれの単語情報が使用された日時情報
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