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(57)【要約】
【課題】テキストデータから、直感的に評価可能なパー
ソナリティを出力する。
【解決手段】パーソナリティ出力装置１は、音象徴語と
、音象徴語の印象評価値を対応づけた音象徴語評価値デ
ータＮと、単語と、単語の印象評価値を対応づけた単語
評価値データＥとを記憶する記憶装置１０と、テキスト
データに含まれる各単語から特定されるユーザのパーソ
ナリティの印象評価値と音象徴語評価値データＮの印象
評価値との類似度に基づいて、音象徴語を出力する出力
部２２を備える。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザが入力したテキストデータから、前記ユーザのパーソナリティを出力するパーソ
ナリティ出力装置であって、
音象徴語と、前記音象徴語の印象評価値を対応づけた音象徴語評価値データと、
単語と、前記単語の印象評価値を対応づけた単語評価値データとを記憶する記憶装置と
、
テキストデータに含まれる各単語から特定されるユーザのパーソナリティの印象評価値
と前記音象徴語評価値データの印象評価値との類似度に基づいて、音象徴語を出力する出
力部
を備えることを特徴とするパーソナリティ出力装置。
【請求項２】
前記出力部は、所定期間毎に、前記所定期間に入力されたテキストデータについて音象
徴語を出力する
ことを特徴とする請求項１に記載のパーソナリティ出力装置。
【請求項３】
前記単語評価値データは、
テキストデータを入力した際のユーザのパーソナリティを表す音象徴語と、前記テキス
トデータに含まれる単語のうち前記音象徴語に対応するプリミティブワードを対応づけた
プリミティブワードデータを参照して、
前記プリミティブワードに対応する前記音象徴語の印象評価値を、前記プリミティブワ
ードの印象評価値として設定し、
プリミティブワード以外の未知語について、前記プリミティブワードの印象評価値と、
前記プリミティブワードと前記未知語との類似度の乗算から、前記未知語の評価値を算出
し、
前記プリミティブワードと前記プリミティブワードの印象評価値を対応づけるとともに
、前記未知語と前記未知語の印象評価値を対応づけて、生成される
ことを特徴とする請求項１または２に記載のパーソナリティ出力装置。
【請求項４】
ユーザが入力したテキストデータから、前記ユーザのパーソナリティを出力するパーソ
ナリティ出力方法であって、
コンピュータが、音象徴語と、前記音象徴語の印象評価値を対応づけた音象徴語評価値
データと、単語と、前記単語の印象評価値を対応づけた単語評価値データとを、記憶装置
に記憶するステップと、
前記コンピュータが、テキストデータに含まれる各単語から特定されるユーザのパーソ
ナリティの印象評価値と前記音象徴語評価値データの印象評価値との類似度に基づいて、
音象徴語を出力するステップ
を備えることを特徴とするパーソナリティ出力方法。
【請求項５】
コンピュータに、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のパーソナリティ出力
装置として機能させるためのパーソナリティ出力プログラム。
【請求項６】
単語と、前記単語の印象評価値を対応づけた単語評価値データを生成する単語評価値生
成装置であって、
テキストデータを入力した際のユーザのパーソナリティを表す音象徴語と、前記テキス
トデータに含まれる単語のうち前記音象徴語に対応するプリミティブワードを対応づけた
プリミティブワードデータを記憶する記憶装置と、
前記プリミティブワードに対応する前記音象徴語の印象評価値を、前記プリミティブワ
ードの印象評価値として設定するプリミティブワード評価値設定部と、
プリミティブワード以外の未知語について、前記プリミティブワードの印象評価値と、
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前記プリミティブワードと前記未知語との類似度の乗算から、前記未知語の評価値を算出
する未知語評価値算出部と、
前記プリミティブワードと前記プリミティブワードの印象評価値を対応づけるとともに
、前記未知語と前記未知語の印象評価値を対応づけて、単語評価値データを生成する単語
評価値データ生成部
を備えることを特徴とする単語評価値生成装置。
【請求項７】
前記未知語評価値算出部は、プリミティブワードを含むテキストデータと未知語を含む
テキストデータの比較に基づいて、前記プリミティブワードと前記未知語との類似度を算
出する
ことを特徴とする請求項６に記載の単語評価値生成装置。
【請求項８】
単語と、前記単語の印象評価値を対応づけた単語評価値データを生成する単語評価値生
成方法であって、
コンピュータが、テキストデータを入力した際のユーザのパーソナリティを表す音象徴
語と、前記テキストデータに含まれる単語のうち前記音象徴語に対応するプリミティブワ
ードを対応づけたプリミティブワードデータを、記憶装置に記憶するステップと、
前記コンピュータが、前記プリミティブワードに対応する前記音象徴語の印象評価値を
、前記プリミティブワードの印象評価値として設定するステップと、
前記コンピュータが、プリミティブワード以外の未知語について、前記プリミティブワ
ードの印象評価値と、前記プリミティブワードと前記未知語との類似度の乗算から、前記
未知語の評価値を算出するステップと、
前記コンピュータが、前記プリミティブワードと前記プリミティブワードの印象評価値
を対応づけるとともに、前記未知語と前記未知語の印象評価値を対応づけて、単語評価値
データを生成するステップ
を備えることを特徴とする単語評価値生成方法。
【請求項９】
コンピュータに、請求項６または請求項７に記載の単語評価値生成装置として機能させ
るための単語評価値生成プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ユーザが入力したテキストデータから、ユーザのパーソナリティを出力する
パーソナリティ出力装置、パーソナリティ出力方法およびパーソナリティ出力プログラム
、パーソナリティ出力装置に用いられる単語評価値データを生成する単語評価値生成装置
、単語評価値生成方法および単語評価値生成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、日々の所感を投稿するマイクロブログ等が普及している。またマイクロブログの
投稿内容から、投稿者のパーソナリティを推定する技術もある。
【０００３】
またオノマトペ等の音象徴語を用いて、パーソナリティを評価する方法がある（特許文
献１）。特許文献１は、音象徴語に含まれる音韻の要素に対して、人のパーソナリティに
関する複数の評価尺度に基づいて音象徴語を評価する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１８−２２３３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、投稿者のパーソナリティの推定結果は、ダイアグラムでの表示、文章で
の表示などが多く、パーソナリティを直感的に把握することが困難な場合がある。また特
許文献１に記載の方法では、マイクロブログ等のテキストデータからパーソナリティを推
定するものではない。
【０００６】
従って本発明の目的は、テキストデータから、直感的に把握可能なパーソナリティを出
力するパーソナリティ出力装置パーソナリティ出力方法およびパーソナリティ出力プログ
ラム、パーソナリティ出力装置に用いられる単語評価値データを生成する単語評価値生成
装置、単語評価値生成方法および単語評価値生成プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために、本発明の第１の特徴は、ユーザが入力したテキストデータ
から、パーソナリティ出力装置ユーザのパーソナリティを出力するパーソナリティ出力装
置に関する。本発明の第１の特徴に係る音象徴語と、パーソナリティ出力装置音象徴語の
印象評価値を対応づけた音象徴語評価値データと、単語と、パーソナリティ出力装置単語
の印象評価値を対応づけた単語評価値データとを記憶する記憶装置と、テキストデータに
含まれる各単語から特定されるユーザのパーソナリティの印象評価値とパーソナリティ出
力装置音象徴語評価値データの印象評価値との類似度に基づいて、音象徴語を出力する出
力部を備える。
【０００８】
出力部は、所定期間毎に、パーソナリティ出力装置所定期間に入力されたテキストデー
タについて音象徴語を出力しても良い。
【０００９】
単語評価値データは、テキストデータを入力した際のユーザのパーソナリティを表す音
象徴語と、パーソナリティ出力装置テキストデータに含まれる単語のうちパーソナリティ
出力装置音象徴語に対応するプリミティブワードを対応づけたプリミティブワードデータ
を参照して、プリミティブワードに対応するパーソナリティ出力装置音象徴語の印象評価
値を、パーソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評価値として設定し、プリミテ
ィブワード以外の未知語について、パーソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評
価値と、パーソナリティ出力装置プリミティブワードとパーソナリティ出力装置未知語と
の類似度の乗算から、パーソナリティ出力装置未知語の評価値を算出し、プリミティブワ
ードとパーソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評価値を対応づけるとともに、
パーソナリティ出力装置未知語とパーソナリティ出力装置未知語の印象評価値を対応づけ
て、生成されても良い。
【００１０】
本発明の第２の特徴は、ユーザが入力したテキストデータから、パーソナリティ出力装
置ユーザのパーソナリティを出力するパーソナリティ出力方法に関する。本発明の第２の
特徴に係るパーソナリティ出力方法は、コンピュータが、音象徴語と、パーソナリティ出
力装置音象徴語の印象評価値を対応づけた音象徴語評価値データと、単語と、パーソナリ
ティ出力装置単語の印象評価値を対応づけた単語評価値データとを、記憶装置に記憶する
ステップと、コンピュータが、テキストデータに含まれる各単語から特定されるユーザの
パーソナリティの印象評価値とパーソナリティ出力装置音象徴語評価値データの印象評価
値との類似度に基づいて、音象徴語を出力するステップを備える。
【００１１】
本発明の第３の特徴は、コンピュータに、本発明の第１の特徴に記載のパーソナリティ
出力装置として機能させるためのパーソナリティ出力プログラムに関する。
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【００１２】
本発明の第４の特徴は、単語と、パーソナリティ出力装置単語の印象評価値を対応づけ
た単語評価値データを生成する単語評価値生成装置に関する。本発明の第４の特徴に係る
単語評価値生成装置は、テキストデータを入力した際のユーザのパーソナリティを表す音
象徴語と、パーソナリティ出力装置テキストデータに含まれる単語のうちパーソナリティ
出力装置音象徴語に対応するプリミティブワードを対応づけたプリミティブワードデータ
を記憶する記憶装置と、プリミティブワードに対応するパーソナリティ出力装置音象徴語
の印象評価値を、パーソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評価値として設定す
るプリミティブワード評価値設定部と、プリミティブワード以外の未知語について、パー
ソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評価値と、パーソナリティ出力装置プリミ
ティブワードとパーソナリティ出力装置未知語との類似度の乗算から、パーソナリティ出
力装置未知語の評価値を算出する未知語評価値算出部と、プリミティブワードとパーソナ
リティ出力装置プリミティブワードの印象評価値を対応づけるとともに、パーソナリティ
出力装置未知語とパーソナリティ出力装置未知語の印象評価値を対応づけて、単語評価値
データを生成する単語評価値データ生成部を備える。
【００１３】
未知語評価値算出部は、プリミティブワードを含むテキストデータと未知語を含むテキ
ストデータの比較に基づいて、パーソナリティ出力装置プリミティブワードとパーソナリ
ティ出力装置未知語との類似度を算出しても良い。
【００１４】
本発明の第５の特徴は、単語と、パーソナリティ出力装置単語の印象評価値を対応づけ
た単語評価値データを生成する単語評価値生成方法に関する。本発明の第５の特徴に係る
単語評価値生成方法は、コンピュータが、テキストデータを入力した際のユーザのパーソ
ナリティを表す音象徴語と、パーソナリティ出力装置テキストデータに含まれる単語のう
ちパーソナリティ出力装置音象徴語に対応するプリミティブワードを対応づけたプリミテ
ィブワードデータを、記憶装置に記憶するステップと、コンピュータが、パーソナリティ
出力装置プリミティブワードに対応するパーソナリティ出力装置音象徴語の印象評価値を
、パーソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評価値として設定するステップと、
コンピュータが、プリミティブワード以外の未知語について、パーソナリティ出力装置プ
リミティブワードの印象評価値と、パーソナリティ出力装置プリミティブワードとパーソ
ナリティ出力装置未知語との類似度の乗算から、パーソナリティ出力装置未知語の評価値
を算出するステップと、コンピュータが、パーソナリティ出力装置プリミティブワードと
パーソナリティ出力装置プリミティブワードの印象評価値を対応づけるとともに、パーソ
ナリティ出力装置未知語とパーソナリティ出力装置未知語の印象評価値を対応づけて、単
語評価値データを生成するステップを備える。
【００１５】
本発明の第６の特徴は、コンピュータに、本発明の第４の特徴に記載の単語評価値生成
装置として機能させるための単語評価値生成プログラムに関する。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、テキストデータから、直感的に把握可能なパーソナリティを出力する
パーソナリティ出力装置パーソナリティ出力方法およびパーソナリティ出力プログラム、
パーソナリティ出力装置に用いられる単語評価値データを生成する単語評価値生成装置、
単語評価値生成方法および単語評価値生成プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係るパーソナリティ出力装置のハードウエア構成と機能ブ
ロックを説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るパーソナリティ出力装置が出力する結果表示画面の一
例である。
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【図３】単語評価値データのデータ構造の一例を説明する図である。
【図４】印象評価値を説明する図である。
【図５】音象徴語評価値データのデータ構造の一例を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るパーソナリティ出力装置の出力部の処理を説明するフ
ローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係る単語評価値生成装置のハードウエア構成と機能ブロッ
クを説明する図である。
【図８】プリミティブワードデータのデータ構造とデータの一例を説明する図である。
【図９】類似度データのデータ構造の一例を説明する図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る単語評価値生成装置の未知語評価値算出部において
類似度を算出する処理を説明するフローチャートである。
【図１１】類似度を算出する処理で参照される単語文章行列のデータ構造とデータの一例
を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、
同一または類似の部分には同一または類似の符号を付している。
【００１９】
（パーソナリティ出力装置）
図１に示すパーソナリティ出力装置１は、ミニブログ、マイクロブログ等のユーザが入
力したテキストデータから、ユーザのパーソナリティを出力する。パーソナリティ出力装
置１は、そのテキストデータを入力した際のユーザの感情の詳細を分析し、オノマトペに
代表される音象徴語で表現する。本発明の実施の形態において音象徴語は、語音そのもの
が、ある特定のイメージを喚起する語であって、「おろおろ」、「ほんわか」等のオノマ
トペに代表される。パーソナリティ出力装置１は、ダイアグラムまたは文章等の煩雑な表
現ではなく、１単語の音象徴語でユーザの感情を表現することにより、簡潔かつわかりや
すく、ユーザの心情を伝えることができる。
【００２０】
パーソナリティ出力装置１は、例えば図２に示す結果表示画面Ｐ１を出力する。マイク
ロブログのユーザアカウント等のテキストデータを特定するためのテキスト特定情報が入
力され、入力ボタンＢ１が選択されると、パーソナリティ出力装置１は、テキスト特定情
報から、パーソナリティ出力対象のテキストデータを取得する。テキスト特定情報には、
例えば、ログインＩＤなど、マイクロブログの管理サイトにおいて、対象となるユーザの
投稿を特定する情報が設定される。
【００２１】
パーソナリティ出力装置１は、取得したテキストデータにおいてユーザが用いた単語か
らユーザのパーソナリティを分析し、パーソナリティ表示部Ｄ１に示すように、音象徴語
でユーザのパーソナリティを出力する。図２に示す例では、１ヶ月単位に「おろおろ」、
「ほんわか」および「にこにこ」とパーソナリティを出力しており、パーソナリティの遷
移も示す。処理数表示部Ｄ２に示すように、各月においてパーソナリティを算出するため
に用いられたテキストデータ数（マイクロブログの投稿数）が表示されても良い。
【００２２】
図１を参照して、本発明の実施の形態に係るパーソナリティ出力装置１を説明する。パ
ーソナリティ出力装置１は、記憶装置１０、処理装置２０、入出力インタフェース３０を
備える一般的なコンピュータである。一般的なコンピュータがパーソナリティ出力プログ
ラムを実行することにより、図１に示す機能を実現する。
【００２３】
記 憶 装 置 １ ０ は 、 Ｒ Ｏ Ｍ （ Read Only Memory） 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Random access memory） 、 ハ
ードディスク等であって、処理装置２０が処理を実行するための入力データ、出力データ
お よ び 中 間 デ ー タ な ど の 各 種 デ ー タ を 記 憶 す る 。 処 理 装 置 ２ ０ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ （ Central Proc
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essing Unit） で あ っ て 、 記 憶 装 置 １ ０ に 記 憶 さ れ た デ ー タ を 読 み 書 き し た り 、 入 出 力 イ
ンタフェース３０とデータをやりとりしたりして、パーソナリティ出力装置１における処
理を実行する。入出力インタフェース３０は、マウス、キーボード等の入力装置、ディス
プレイ、プリンタ等の出力装置、通信ネットワークに接続するための通信制御装置等と、
処理装置２０を接続する。入出力インタフェース３０は、入力装置または通信ネットワー
クから入力された指示等を処理装置２０に入力し、処理装置２０の出力結果等を出力装置
または通信ネットワークに出力する。
【００２４】
記憶装置１０は、パーソナリティ出力プログラムを記憶するとともに、対象テキストデ
ータ１１、単語評価値データＥおよび音象徴語評価値データＮを記憶する。
【００２５】
対象テキストデータ１１は、パーソナリティ出力装置１がユーザのパーソナリティを出
力する対象のテキストデータである。対象テキストデータ１１は、特定の事実に対する解
説など投稿するユーザによって差異が出にくい内容よりも、単一のユーザによる日々の所
感など、ユーザの個性が出やすく、パーソナリティが現れやすい内容であることが好まし
い。
【００２６】
また対象テキストデータ１１は、マイクロブログなどの１つの投稿または一文であって
も良いし、数ヶ月などの長期に亘って入力されたテキストデータの集合であっても良い。
パーソナリティ出力装置１は、数ヶ月間におけるパーソナリティを出力することも可能で
あるし、１ヶ月等の期間毎のパーソナリティを出力し、パーソナリティの遷移を出力する
ことも可能である。
【００２７】
単語評価値データＥは、図３に示すように、単語と、単語の印象評価値を対応づけたデ
ータである。本発明の実施の形態において印象評価値は、図４に示すように「無口な−話
好きな」、「臆病な−果敢な」などの性格を表す形容詞対毎の評価値を含む。音象徴語の
印象評価値は、音韻の語中の位置によって、音象徴語の印象が異なる可能性がある。従っ
て音象徴語は第１モーラと第２モーラに分解され、各モーラについて、子音行、濁音、拗
音、小母音、母音、語尾の要素と反復の有無等を特定した結果に基づいて、音象徴語の印
象評価値が算出される。単語評価値データＥに登録される単語は、単語評価値データＥを
生成する際に最初に登録されたプリミティブワードと、プリミティブワードに対してさら
に追加された未知語に区分されても良い。
【００２８】
単語評価値データＥは、後述の単語評価値生成装置６によって生成される。単語評価値
生成装置６は、単語評価値データＥを生成する際、テキストデータを入力した際のユーザ
のパーソナリティを表す音象徴語と、テキストデータに含まれる単語のうち音象徴語に対
応するプリミティブワードを対応づけたプリミティブワードデータを参照して、プリミテ
ィブワードに対応する音象徴語の印象評価値を、プリミティブワードの印象評価値として
設定する。次に単語評価値生成装置６は、プリミティブワード以外の未知語について、プ
リミティブワードの印象評価値と、プリミティブワードと未知語との類似度の乗算から、
未知語の評価値を算出する。単語評価値生成装置６は、プリミティブワードとプリミティ
ブワードの印象評価値を対応づけるとともに、未知語と未知語の印象評価値を対応づけて
、単語評価値データＥを生成する。
【００２９】
音象徴語評価値データＮは、図５に示すように、音象徴語と、音象徴語の印象評価値を
対応づけたデータである。音象徴語の印象評価値は、図４に示すように形容詞対毎の評価
値を含む。音象徴語評価値データＮの音象徴語と単語評価値データＥの単語の各印象評価
値は、互いに対応する形式で表現される。
【００３０】
処理装置２０は、対象テキスト取得部２１および出力部２２を備える。
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【００３１】
対象テキスト取得部２１は、パーソナリティ出力装置１がパーソナリティを出力する元
となるテキストデータを取得し、対象テキストデータ１１として記憶装置１０に記憶する
。
【００３２】
出力部２２は、対象テキストデータ１１のテキストデータに含まれる各単語から特定さ
れるユーザのパーソナリティの印象評価値と音象徴語評価値データＮの印象評価値との類
似度に基づいて、音象徴語を出力する。出力部２２は、対象テキストデータ１１から、処
理対象のテキストデータを抽出し、抽出したテキストデータに含まれる単語と、単語評価
値データＥにおける単語の印象評価値とに基づいて、ユーザのパーソナリティを示す印象
評価値を算出する。さらに出力部２２は、音象徴語評価値データＮを参照して、算出した
印象評価値に近い印象評価値を有する音象徴語を出力する。
【００３３】
出力部２２は、音象徴語を出力する際、その音象徴語を出力する際に参照したテキスト
データの数（マイクロブログの投稿数）を、併せて出力しても良い。
【００３４】
出力部２２は、一つの文またはマイクロブログへの１つの投稿など、データ量が比較的
小さいテキストデータの単位で音象徴語を算出しても良いし、複数の文または複数の投稿
など、データ量が比較的大きいテキストデータの単位で音象徴語を算出しても良い。例え
ば出力部２２は、所定期間毎に、所定期間に入力されたテキストデータについて音象徴語
を出力して、図２に示すように、音象徴語の遷移を出力しても良い。
【００３５】
図６を参照して、出力部２２による出力処理を説明する。
【００３６】
まずステップＳ１０１において出力部２２は、処理対象のテキストデータに含まれる単
語のうち、単語評価値データＥで定義される単語を抽出する。ステップＳ１０２において
出力部２２は、単語評価値データＥから、ステップＳ１０１で抽出した各単語の印象評価
値を抽出し、各単語の印象評価値の平均値を算出する。ここで出力部２２は、図４に示す
形容詞対毎に各単語の評価値を特定し、各形容詞対の評価値の和を単語の数（のべ数）で
割った値から、各単語の印象評価値の平均を算出する。ここで算出された各単語の印象評
価値の平均は、ユーザが入力したテキストデータの各単語から特定される、ユーザのパー
ソナリティの印象評価値である。
【００３７】
ステップＳ１０３において出力部２２は、音象徴語評価値データＮを参照して、ステッ
プＳ１０２で算出した平均に近い音象徴語を出力する。出力部２２は、音象徴語評価値デ
ータＮから、ステップＳ１０２で算出された各単語の印象評価値の平均とコサイン類似度
が高い印象評価値を持つ音象徴語を取得する。出力部２２は、形容詞対毎に、音象徴語評
価値データＮの評価値とステップＳ１０２で算出した平均とを比較して、コサイン類似度
が最も高い音象徴語を特定する。出力部２２は、ステップＳ１０３において、処理対象の
テキストデータが表現するユーザのパーソナリティとして、特定された音象徴語を出力す
る。
【００３８】
ここで出力部２２は、複数の投稿を統合した一つのテキストデータからユーザのパーソ
ナリティの印象評価値を算出しても良いし、個々の投稿から印象評価値を算出して、その
印象評価値からユーザの印象評価値を算出しても良い。また単語評価値データＥの単語が
、プリミティブワードと未知語に区分される場合、出力部２２は、単語評価値データＥの
プリミティブワードと未知語をそれぞれ特定し、式（１）によって、処理対象の印象評価
値を算出しても良い。出力部２２は、式（１）において、プリミティブワードと未知語に
異なる係数をつけて重み付けするなどにより、処理対象のテキストデータの印象評価値を
算出しても良い。

10

20

30

40

50

(9)

JP 2020-126472 A 2020.8.20

【００３９】
【数１】

【００４０】
各投稿についてユーザの印象評価値を算出したのち、複数の投稿についてのユーザの印
象評価値を算出する場合、出力部２２は、式（２）によりユーザの印象評価値として算出
する。
【００４１】
【数２】

【００４２】
このように、パーソナリティ出力装置１は、ユーザが入力したテキストデータに含まれ
る単語に基づいて、そのユーザのパーソナリティを音象徴語で表すことができる。音象徴
語は、１単語の音象徴語でユーザの感情を表現することにより、簡潔かつ判りやすくユー
ザのパーソナリティを伝えることができる。
【００４３】
（単語評価値生成装置）
図７を参照して、本発明の実施の形態に係る単語評価値生成装置６を説明する。単語評
価値生成装置６は、図１を参照して説明したパーソナリティ出力装置１で参照される単語
評価値データＥを生成する。
【００４４】
単語評価値生成装置６は、記憶装置６０、処理装置７０および入出力インタフェース８
０を備える一般的なコンピュータである。一般的なコンピュータが単語評価生成プログラ
ムを実行することにより、図７に示す機能を実現する。記憶装置６０、処理装置７０およ
び入出力インタフェース８０は、図１を参照して説明したパーソナリティ出力装置１の記
憶装置１０、処理装置２０および入出力インタフェース３０と、それぞれ同様である。
【００４５】
記憶装置６０は、単語評価値生成プログラムを記憶するとともに、プリミティブワード
データ６１、類似度データ６２、単語評価値データＥおよび音象徴語評価値データＮを記
憶する。
【００４６】
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プリミティブワードデータ６１は、テキストデータを入力した際のユーザのパーソナリ
ティを表す音象徴語と、テキストデータに含まれる単語のうち音象徴語に対応するプリミ
ティブワードを対応づけたデータである。プリミティブワードデータ６１は、図８に示す
ように、テキストデータと、そのテキストデータにおけるユーザのパーソナリティを示す
音象徴語と、テキストデータに含まれる単語のうち、その音象徴語に関連する単語（プリ
ミティブワード）とを対応づけたデータである。プリミティブワードデータ６１について
、一つのテキストデータについて、一つの音象徴語と、その音象徴語に関連する複数の単
語が対応づけられる。
【００４７】
本発明の実施の形態においてプリミティブワードデータ６１は、テキストデータを入力
したユーザによって、音象徴語とその音象徴語に関連する単語が入力されることにより生
成される。この際、ユーザは、音象徴語評価値データＮに登録される音象徴語から、テキ
ストデータにおけるユーザのパーソナリティを示す音象徴語が選択されても良い。
【００４８】
プリミティブワードデータ６１に登録されるテキストデータは、ユーザのパーソナリテ
ィを表すものが好ましい。事実のみを記載しているなど、ユーザのパーソナリティが現れ
ていないテキストデータは、プリミティブワードデータ６１に登録されないのが好ましい
。またプリミティブワードデータ６１に設定される単語は、ユーザのパーソナリティに関
連するネットスラング、顔文字等であっても良い。
【００４９】
ユーザは、テキストデータに対する音象徴語を選択した後、その音象徴語に関連する単
語を入力して、プリミティブワードデータを生成するのが好ましい。テキストデータから
、単語を入力した後に音象徴語を入力する場合、単語の持つ意味から音象徴語を選択する
可能性を排除できず、テキストデータから想起される音象徴語と単語の関係に影響が生じ
る場合があるからである。
【００５０】
類似度データ６２は、後述の未知語評価値算出部７２が出力するデータであって、図９
に示すように、プリミティブワードと未知語との類似度を含む。類似度データ６２は、プ
リミティブワードの印象評価値から、未知語の印象評価値を算出するために用いられる。
プリミティブワードは、テキストデータに対してユーザが選択した音象徴語を表す単語と
して、ユーザがテキストデータから選択した単語である。一方未知語は、マイクロブログ
で用いられるテキストデータ等に含まれる単語であって、プリミティブワード以外の単語
である。未知語は、後述の未知語評価値算出部７２によって抽出される。
【００５１】
単語評価値データＥは、図１等を参照して説明したように、単語と、単語の印象評価値
を対応づけたデータである。
【００５２】
音象徴語評価値データＮは、図５を参照して説明したように、音象徴語と、音象徴語の
印象評価値を対応づけたデータである。
【００５３】
処理装置７０は、プリミティブワード評価値設定部７１、未知語評価値算出部７２およ
び単語評価値データ生成部７３を備える。
【００５４】
プリミティブワード評価値設定部７１は、プリミティブワードに対応する音象徴語の印
象評価値を、プリミティブワードの印象評価値として設定する。プリミティブワードとそ
の印象評価値は、単語評価値データＥに設定される。
【００５５】
プリミティブワード評価値設定部７１は、プリミティブワードデータ６１に含まれる各
プリミティブワードについて、このプリミティブワードに対応づけられた音象徴語の印象
評価値を、このプリミティブワードの印象評価値として設定する。音象徴語の印象評価値
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は、音象徴語評価値データＮから取得される。図８に示す例において、プリミティブワー
ド「花火」の印象評価値は、音象徴語「うきうき」の印象評価値となる。
【００５６】
プリミティブワード評価値設定部７１は、プリミティブワードデータ６１におけるプリ
ミティブワードと音象評価値の組み合わせのうち、単語評価値データＥに設定する組み合
わせを取捨選択しても良い。
【００５７】
例えばプリミティブワードデータ６１においてユーザが設定した単語のうち、マイクロ
ブログにおける高頻出の単語については除外して、単語評価値データＥに設定されても良
い。マイクロブログにおける高頻出の単語は、例えば、「する」、「です」などの語尾に
多用する単語、「だけど」、「だから」など接続詞として多用する単語などである。プリ
ミティブワード評価値設定部７１は、プリミティブワードデータ６１において設定された
各単語の頻出回数を算出して、所定の頻出回数以上出現する単語については、単語評価値
データＥに設定されないようにしても良い。また他の方法として、マイクロブログに出現
する単語のうち、名詞のみを単語評価値データＥに設定するなど、所定のルールで取捨選
択しても良い。
【００５８】
またプリミティブワードに複数の音象徴語が対応づけられる場合、プリミティブワード
評価値設定部７１は、複数の音象徴語のうち単一の音象徴語の印象評価値を、そのプリミ
ティブワードの印象評価値として設定する。プリミティブワード評価値設定部７１は、複
数の音象徴語のうち、ランダムに単一の音象徴語を選択しても良いし、一つのプリミティ
ブワードに対して最初に登場した音象徴語など所定のロジックで選択しても良い。
【００５９】
また一つの音象徴語に複数のプリミティブワードが対応づけられる場合、プリミティブ
ワード評価値設定部７１は、一つの音象徴語に所定数のプリミティブワードが対応づけら
れるように、プリミティブワードを選定しても良い。
【００６０】
未知語評価値算出部７２は、プリミティブワード以外の未知語について、プリミティブ
ワードの印象評価値と、プリミティブワードと未知語との類似度の乗算から、未知語の評
価値を算出する。
【００６１】
プリミティブワード評価値設定部７１により、プリミティブワードについて印象評価値
が設定されたが、多種多様な単語が用いられるマイクロブログから、プリミティブワード
に基づいてユーザのパーソナリティを判断することが困難な場合がある。そこで、プリミ
ティブワード以外の未知語についても、印象評価値を設定し、より多くの単語に基づいて
ユーザのパーソナリティを判断できることが好ましい。そこで未知語評価値算出部７２は
、テキストデータ等からプリミティブワード以外の未知語を抽出し、未知語とプリミティ
ブワードとの類似度から、未知語の印象評価値を算出する。
【００６２】
未知語評価値算出部７２は、マイクロブログから抽出した多数のテキストデータに対し
て形態素解析を行い、所定条件によって、未知語を抽出する。ここで参照される多数のテ
キストデータは、プリミティブワードデータ６１において設定されたテキストデータ以外
のテキストデータであることが好ましい。未知語を抽出する所定条件は例えば、プリミテ
ィブワード以外の単語であって、複数のテキストデータにおいて出現する語である。
【００６３】
未知語評価値算出部７２は、プリミティブワードと未知語との類似度を算出し、式（３
）によりプリミティブワードの印象評価値と類似度を乗算して、未知語の印象評価値を算
出する。
【００６４】
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【数３】

【００６５】
式（３）は、複数のプリミティブワードのそれぞれついて、プリミティブワードの印象
評価値とそのプリミティブワードと未知語ｗｕとの類似度を乗算した値を算出し、その値
を加算して正規化することにより、未知語ｗｕの印象評価値を算出することを示す。また
式（３）で用いるプリミティブワードを、未知語ｗｕと所定値以上の類似度を有するプリ
ミティブワードに限定することにより、印象評価値の処理負担を軽減する。
【００６６】
本発明の実施の形態において未知語評価値算出部７２は、プリミティブワードを含むテ
キストデータと未知語を含むテキストデータの比較に基づいて、プリミティブワードと未
知語との類似度を算出する。未知語評価値算出部７２は、プリミティブワードが含まれる
テキストデータと、未知語を含むテキストデータが類似する場合、プリミティブワードと
未知語との類似度が高くなり、類似しない場合、プリミティブワードと未知語との類似度
が低くなるように、類似度を算出する。
【００６７】
図１０および図１１を参照して、プリミティブワードと未知語の類似度を算出する処理
を説明する。
【００６８】
未知語評価値算出部７２は、類似度を算出する際、ステップＳ２０１において、単語文
章行列を生成する。単語文章行列は、図１１に示すように、プリミティブワードと未知語
を行に設定し、列に複数のテキストデータを設定する。単語文章行列の列に設定されるテ
キストデータは、図１で説明した対象テキストデータ１１と同様に、特定の事実に対する
解説など投稿するユーザによって差異が出にくい内容よりも、単一のユーザによる日々の
所感など、ユーザの個性が出やすく、パーソナリティが現れやすい内容であることが好ま
しい。単語文章行列の列に設定されるテキストデータは、プリミティブワードデータ６１
に含まれるテキストデータが含まれても良いし、含まれなくても良い。
【００６９】
行列の各値には、テキストデータにおいて含まれる未知語またはプリミティブワードの
数が設定される。図１１に示す例において、テキストデータ１において、未知語ｕ２が１
回、プリミティブワードｗ１が１回等の各単語が、それぞれ出現することを示す。テキス
トデータ２において、未知語ｕ１が２回、プリミティブワードｗ２が１回等の各単語が、
それぞれ出現することを示す。テキストデータ３において、未知語ｕ２が３回、プリミテ
ィブワードｗ１が２回、プリミティブワードｗ２が２回等の各単語が、それぞれ出現する
ことを示す。
【００７０】
次に未知語評価値算出部７２は、未知語とプリミティブワードの各組み合わせについて
、ステップＳ２０２の処理を行う。未知語評価値算出部７２は、処理対象の未知語の行ベ
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クトルと処理対象のプリミティブワードの行ベクトルとの、コサイン類似度を算出する。
例えば未知語ｕ１とプリミティブワードｗ１のコサイン類似度を算出する際、図１１に示
す行列の未知語ｕ１の行ベクトル（０，２，０，．．．）と、プリミティブワードｗ１の
行ベクトル（１，０，２，．．．）のコサイン類似度を算出する。ここで未知語評価値算
出部７２は、図１１に示した単語文章行列を、ｔｆ−ｉｄｆ法を用いて重み付けしたり、
特異値分解により次元を圧縮した近似行列に変換したりして、コサイン類似度を算出して
も良い。
【００７１】
未知語とプリミティブワードの各組み合わせについて、ステップＳ２０２の処理を行う
と、未知語評価値算出部７２は、ステップＳ２０３においてステップＳ２０２で算出した
類似度を含む類似度データ６２を出力する。
【００７２】
未知語評価値算出部７２は、図１０および図１１で示す処理により算出された類似度を
用いて、式（３）により、未知語の印象評価値を算出することができる。
【００７３】
単語評価値データ生成部７３は、単語と、その単語の印象評価値を対応づけて単語評価
値データＥを生成する。単語評価値データＥは、プリミティブワードとプリミティブワー
ドの印象評価値を対応づけるとともに、未知語と未知語の印象評価値を対応づける。単語
評価値データ生成部７３は、プリミティブワード評価値設定部７１が設定したプリミティ
ブワードの印象評価値と、未知語評価値算出部７２が算出した未知語の印象評価値をマー
ジして、単語評価値データＥを生成する。
【００７４】
このように本発明の実施の形態に係る単語評価値生成装置６は、印象評価値が付与され
ていない未知語についても印象評価値を付与し、多くの単語を単語評価値データＥに設定
することができる。これによりパーソナリティ出力装置１は、ユーザが入力したテキスト
データから、ユーザのパーソナリティを示す音象徴語を適切に出力することができる。
【００７５】
また本発明の実施の形態に係る単語評価値生成装置６は、ネットスラング、顔文字等の
未知語についても、印象評価値を算出することができる。マイクロブログは、ネットスラ
ング等の通信ネットワーク固有の用語で表現されたり、砕けた表現が多用されたりすると
ころ、これらの未知語も考慮して、ユーザのパーソナリティを示す音象徴語を、精度良く
出力することができる。
【００７６】
（その他の実施の形態）
上記のように、本発明の実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述お
よび図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者に
は様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなる。
【００７７】
例えば、本発明の実施の形態に記載したパーソナリティ出力装置および単語評価値生成
装置は、図１および図７に示すように、それぞれ一つのハードウエア上に構成されても良
いし、その機能や処理数に応じて複数のハードウエア上に構成されても良い。また、パー
ソナリティ出力装置および単語評価値生成装置の各機能は、一つのハードウエア上に構成
されても良い。
【００７８】
また本発明の実施の形態に示した処理順序は一例であって、この順序に限定されるもの
ではない。
【００７９】
本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。従って
、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によっ
てのみ定められるものである。
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【符号の説明】
【００８０】
１ パーソナリティ出力装置
６ 単語評価値生成装置
１０、６０ 記憶装置
１１ 対象テキストデータ
２０、７０ 処理装置
２１ 対象テキスト取得部
２２ 出力部
６１ プリミティブワードデータ
６２ 類似度データ
７１ プリミティブワード評価値設定部
７２ 未知語評価値算出部
７３ 単語評価値データ生成部
Ｅ 単語評価値データ
Ｎ 音象徴語評価値データ

【図１】
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【図２】
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【図４】

【図６】

【図５】

【図７】

【図８】
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【図１０】

【図１１】
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