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(57)【要約】
【課題】画像から、質感を精度良く表現する。
【解決手段】情報処理システムが、第１画像に対する質
感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力して畳み込
みニューラルネットワークによって学習を行う学習部と
、第２画像を取得する取得部と、前記学習部による学習
結果に基づいて、前記第２画像の質感を示す音韻の要素
の出現確率を出力する出力部とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画像に対する質感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力して畳み込みニューラ
ルネットワークによって学習を行う学習部と、
　第２画像を取得する取得部と、
　前記学習部による学習結果に基づいて、前記第２画像の質感を示す音韻の要素の出現確
率を出力する出力部と
を含む情報処理システム。
【請求項２】
　前記音韻の要素を組み合わせて、音象徴語を生成する生成部を更に含む請求項１に記載
の情報処理システム。
【請求項３】
　前記音韻の要素は、母音、子音、反復及び特殊音である請求項１又は２に記載の情報処
理システム。
【請求項４】
　前記第１画像は、ＦＭＤ画像及び前記ＦＭＤ画像の一部を切り出した部分画像を含む請
求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記学習部は、深層畳み込みニューラルネットワークによって学習を行う請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　情報処理システムが行う情報処理方法であって、
　情報処理システムが、第１画像に対する質感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力
して畳み込みニューラルネットワークによって学習を行う学習手順と、
　情報処理システムが、第２画像を取得する取得手順と、
　情報処理システムが、前記学習手順による学習結果に基づいて、前記第２画像の質感を
示す音韻の要素の出現確率を出力する出力手順と
を含む情報処理方法。
【請求項７】
　コンピュータに情報処理方法を実行させるためのプログラムであって、
　コンピュータが、第１画像に対する質感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力して
畳み込みニューラルネットワークによって学習を行う学習手順と、
　コンピュータが、第２画像を取得する取得手順と、
　コンピュータが、前記学習手順による学習結果に基づいて、前記第２画像の質感を示す
音韻の要素の出現確率を出力する出力手順と
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、音象徴語と、物理特徴値とを対応付けることで、入力される音象徴語を摩擦係数
等の物理特徴値にしたり、入力される物理特徴値を最適な音象徴語にしたり、入力される
印象値を物理特徴値にしたり、又は、入力される物理特徴値を物理特徴値にしたりする方
法が知られている（例えば、特許文献１等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１７‐０４３４２４号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術は、画像を入力し、入力される画像から、質感を精度良く表
現できない場合が多い。
【０００５】
　本発明の１つの側面は、このような問題に鑑みてなされたものであり、画像から、質感
を精度良く表現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、情報処理システムは、
　第１画像に対する質感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力して畳み込みニューラ
ルネットワークによって学習を行う学習部と、
　第２画像を取得する取得部と、
　前記学習部による学習結果に基づいて、前記第２画像の質感を示す音韻の要素の出現確
率を出力する出力部と
を含む。
【発明の効果】
【０００７】
　画像から、質感を精度良く表現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】情報処理システムの全体構成例を示す図である。
【図２】情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図３】学習処理例を示すフローチャートである。
【図４】学習処理の処理結果例を示す図である。
【図５】音韻の要素を説明する図である。
【図６】実行処理例を示すフローチャートである。
【図７】実行処理の出力結果例を示す図である。
【図８】音象徴語の生成例を示す図である。
【図９】音韻の要素の組み合わせ例を示す図である。
【図１０】精度評価に用いた数式を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の好適な実施形態の具体例を示して説明する。
【００１０】
　＜全体構成例＞
　図１は、情報処理システムの全体構成例を示す概要図である。図示するように、情報処
理システム１は、１以上の情報処理装置を有する。具体的には、情報処理システム１は、
情報処理装置の例であるサーバ２と、情報処理装置の例であるＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）３とを有する。
【００１１】
　図示するように、サーバ２と、ＰＣ３とは、ネットワーク等によって接続され、相互に
データを送受信することができる。
【００１２】
　なお、サーバ２と、ＰＣ３とは、一体となる構成、すなわち、情報処理システム１は、
１つの情報処理装置で構成されてもよい。一方で、情報処理システム１は、３以上の情報
処理装置を有してもよい。以下、図示する全体構成を例に説明する。
【００１３】
　＜機能構成例＞
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　情報処理システム１は、画像が示す被写体の質感を音韻の要素に基づいて表現する。
【００１４】
　質感は、人が物体を見て知覚又は推定する物体の特徴である。具体的には、質感は、物
体の物性、材質、状態、美感又は組み合わせ等である。物性は、例えば、物体の光沢感又
は透明感等である。また、材質は、例えば、物体が陶器又は金属等であるか否か等である
。状態は、例えば、物体が乾燥又は凍結しているか否か等である。なお、質感は、物体の
物性、材質、状態又は美感等に限られず、他の性質であってもよい。ゆえに、情報処理シ
ステム１は、画像が示す被写体の「柔らかさ」等の質感を音韻の要素に基づいて表現する
。
【００１５】
　また、情報処理システム１は、実行処理の準備となる学習用の機能構成と、学習後、実
行処理を実行するための実行用の機能構成とを含む機能構成である。
【００１６】
　以下、学習用に用いられる画像を「第１画像ＩＭＧ１」という。一方で、実行用、すな
わち、質感を情報処理システム１に表現させる対象となる被写体が写った画像を「第２画
像ＩＭＧ２」という。第１画像ＩＭＧ１及び第２画像ＩＭＧ２の詳細は、後述する。
【００１７】
　また、以下の説明では、音象徴語の例としてオノマトペを例に説明するが、音象徴語は
、オノマトペに限られず、他の種類であってもよい。
【００１８】
　例えば、情報処理システム１は、図示するように、学習部Ｆ１と、取得部Ｆ２と、出力
部Ｆ３とを含む機能構成である。なお、情報処理システム１は、図示するように、生成部
Ｆ４を更に含む機能構成であるのが望ましいが、生成部Ｆ４は、必須構成ではない。以下
、図示する機能構成を例に説明する。
【００１９】
　学習部Ｆ１は、まず、学習処理において、第１画像ＩＭＧ１を入力する。そして、学習
部Ｆ１は、第１画像ＩＭＧ１に対する質感を音象徴語で被験者が回答した結果を入力して
畳み込みニューラルネットワークによって学習を行う学習手順を行う。例えば、学習部Ｆ
１は、後述するＣＰＵ２Ｈ０１等によって実現される。
【００２０】
　取得部Ｆ２は、実行処理において、第２画像ＩＭＧ２を取得する取得手順を行う。例え
ば、取得部Ｆ２は、後述する入力装置２Ｈ０３等によって実現される。
【００２１】
　出力部Ｆ３は、学習部Ｆ１による学習処理によって得られる学習結果に基づいて、第２
画像ＩＭＧ２の質感を示す音韻の要素の出現確率ＯＵＴを出力する出力手順を行う。例え
ば、出力部Ｆ３は、後述する出力装置２Ｈ０４等によって実現される。
【００２２】
　生成部Ｆ４は、出力部Ｆ３が出力する音韻の要素の出現確率ＯＵＴに基づいて、音韻の
要素を組み合わせて、オノマトペＯＮ２等の音象徴語を生成する生成手順を行う。例えば
、生成部Ｆ４は、後述するＣＰＵ２Ｈ０１等によって実現される。
【００２３】
　図示する機能構成のうち、学習部Ｆ１が、学習処理、いわゆる学習フェーズを行うため
の機能構成である。一方で、図示する機能構成のうち、取得部Ｆ２と、出力部Ｆ３と、生
成部Ｆ４とが、実行処理、いわゆる実行フェーズを行うための機能構成である。
【００２４】
　＜ハードウェア構成例＞
　図２は、情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。例えば、サーバ
２及びＰＣ３は、同一のハードウェア構成である。以下、サーバ２を例に説明し、ＰＣ３
の説明を省略する。
【００２５】
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　サーバ２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２Ｈ０１と
、記憶装置２Ｈ０２と、入力装置２Ｈ０３と、出力装置２Ｈ０４と、インタフェース（ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ）２Ｈ０５とを有する。各ハードウェア資源は、バス（ｂｕｓ）で接続
され、相互にデータを送受信する。
【００２６】
　ＣＰＵ２Ｈ０１は、演算装置及び制御装置の例である。記憶装置２Ｈ０２は、主記憶装
置等である。また、記憶装置２Ｈ０２は、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ
）又はハードディスク等の補助記憶装置があってもよい。入力装置２Ｈ０３は、ユーザか
ら操作を入力する装置である。例えば、入力装置２Ｈ０３は、キーボード、マウス又はこ
れらの組み合わせ等である。出力装置２Ｈ０４は、ユーザに処理結果等を表示する装置で
ある。例えば、出力装置２Ｈ０４は、ディスプレイ等である。インタフェース２Ｈ０５は
、外部装置とデータを入出力する装置である。例えば、インタフェース２Ｈ０５は、コネ
クタ又は通信装置等である。
【００２７】
　なお、ハードウェア構成は、図示する構成に限られない。例えば、ハードウェア構成は
、演算装置又は制御装置等が内部又は外部に更にある構成等でもよい。
【００２８】
　＜学習処理例＞
　まず、情報処理システム１は、学習処理によって学習データを生成し、データベースＬ
ＤＢを構築する。そして、データベースＬＤＢが構築された後、情報処理システム１は、
データベースＬＤＢを用いて実行処理を行う。例えば、以下のような学習処理が情報処理
システム１によって行われる。
【００２９】
　図３は、学習処理例を示すフローチャートである。
【００３０】
　ステップＳ０１では、情報処理システム１は、第１画像ＩＭＧ１を表示する。例えば、
第１画像ＩＭＧ１は、ＦＭＤ（Ｆｌｉｃｋｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｄａｔａｂａｓｅ）画
像等である。ＦＭＤ画像は、幅広い素材の画像が集まっており、様々な照明条件、色、テ
クスチャ、表面形状及び材料のサブタイプ等を特徴とする画像である。そのため、ＦＭＤ
画像が学習処理に用いられると、情報処理システム１は、質感を精度良く学習できる。
【００３１】
　なお、第１画像ＩＭＧ１は、ＦＭＤ画像と、ＦＭＤ画像の一部を切り出した画像（以下
「部分画像」という。）とを含むのが望ましい。具体的には、ＦＭＤ画像を１０００枚と
し、さらに、部分画像を１９４６枚とする。このように、部分画像を用いると、学習処理
用の画像となる第１画像ＩＭＧ１の枚数を増やすことができる。そのため、情報処理シス
テム１は、学習データを高精度化することができる。
【００３２】
　さらに、部分画像は、ＦＭＤ画像の一部であるため、被写体の一部しか写っていない場
合がある。このような場合では、学習処理において、回答する被験者は、被写体の種類等
が何であるか分かりにくい場合が多い。そのため、被写体の種類等による被験者の先入観
を少なくできる。ゆえに、部分画像を用いると、情報処理システム１は、先入観による被
写体全体の種類が回答結果に与える影響を少なくできる。
【００３３】
　ステップＳ０２では、情報処理システム１は、第１画像ＩＭＧ１の質感を示す音象徴語
の回答結果を入力し、畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ、Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏ
ｎａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）によって学習を行う。
【００３４】
　なお、学習処理に用いられる畳み込みニューラルネットワークは、深層畳み込みニュー
ラルネットワーク（ＤＣＮＮ、Ｄｅｅｐ　Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）であるのが望ましい。具体的には、以下に説明する例では、深層畳み込
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みニューラルネットワークは、ＶＧＧ（Ｖｉｓｕａｌ　Ｇｅｏｍｅｔｒｙ　Ｇｒｏｕｐ）
１６モデルにおける「ｆ８」の出力層を音象徴語の出力形式とする例である。より具体的
には、深層畳み込みニューラルネットワークは、２モーラ（ｍｏｒａ）に該当する７３次
元を出力層とする設定である。
【００３５】
　以下、「モーラ」は、日本語リズムにおける拍数を示す単位とする。例えば、「ズキッ
」という音象徴語は、「ズ」の部分が１モーラ目となり、「キッ」の部分が２モーラ目と
なる２モーラのオノマトペである。
【００３６】
　また、この例では、深層畳み込みニューラルネットワークは、ファインチューニングを
行い、ＩＳＬＶＲＣ（ＩｍａｇｅＮｅｔ　Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｒｅ
ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）２０１５のＶＧＧ１６のデータを適用した設
定とする。さらに、この例では、ドロップアウト（ｄｒｏｐ　ｏｕｔ）等を設定し、過学
習を抑制する設定とする。
【００３７】
　なお、設定は、上記の設定に限られない。
【００３８】
　畳み込みニューラルネットワークを用いると、ＳＩＦＴ（Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｖａｒｉａ
ｎｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）等を用いる場合と比較して、情報処理シス
テム１は、学習データを高精度化することができる。
【００３９】
　具体的には、学習は、表示される第１画像ＩＭＧ１を被験者が見て、被験者が質感をオ
ノマトペＯＮ１で回答する形式で行われる。したがって、学習処理が行われると、第１画
像ＩＭＧ１をいわゆるトレーニング画像とした被験者のオノマトペＯＮ１による回答結果
がいわゆる正解データとなり、学習結果が蓄積される。
【００４０】
　具体的には、学習処理によって、学習済みモデルには、各層に重みが行列の形式で保存
される。例えば、以下のような（１）式の関係があるとする。

　ｙ＝ａ・ｘ＋ｂ　　（１）

　上記（１）式では、「ｘ」が第１画像ＩＭＧ１となる。そして、上記（１）式では、「
ａ」が重みのパラメータ、すなわち、行列となる。さらに、上記（１）式では、「ｂ」が
バイアスのパラメータであり、「ｙ」が出力値となる。上記（１）式が用いられる場合で
は、例えば、「ａ」と、「ｂ」とが、学習結果として、各層に保存される。
【００４１】
　なお、図示する処理は、第１画像ＩＭＧ１の枚数分繰り返し行われる。
【００４２】
　＜学習処理の処理結果例＞
　図４は、学習処理の処理結果例を示す図である。例えば、学習処理が行われると、図示
するような学習データが得られる。
【００４３】
　図示するように、学習処理で回答されたオノマトペＯＮ１は、音韻に分解されて保存さ
れる。この例は、第１画像ＩＭＧ１が１９４６枚であり、「さーさー」及び「ふわふわ」
といった１モーラ又は２モーラの２９４４３語のオノマトペが回答の選択肢となる例であ
る。以下、オノマトペのモーラ数を１モーラ又は２モーラとする例で説明するが、出力層
の出力次元を増やすことで３モーラ以上のオノマトペを用いてもよい。
【００４４】
　学習処理で回答されたオノマトペＯＮ１は、図示する例では、「０」乃至「７２」の７
３次元に分解される。図では、縦軸は、学習処理で回答されたオノマトペＯＮ１とし、横
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軸は、オノマトペＯＮ１が音韻の要素を持つか否か解析した結果である。なお、図示する
例では、解析結果は、所定の音韻の要素をオノマトペＯＮ１が有する場合を「１」とし、
所定の音韻の要素をオノマトペＯＮ１が有しない場合を「０」とする。
【００４５】
　図示する例では、７３次元の音韻の要素は、以下のような要素である。
【００４６】
　図５は、音韻の要素を説明する図である。図における「番号」が図４に示す横軸、すな
わち、７３次元に対応する。そして、「要素」が音韻の要素の内容を示し、「（）」内の
数値が「１モーラ目」か「２モーラ目」かを示す。
【００４７】
　まず、「０」及び「１」の番号は、反復の有無を示す。すなわち、「ざらざら」のよう
に、１モーラ目と、２モーラ目とが同じ音となり、反復がある場合には、「０」番目の「
Ｒｅ」の音韻の要素があると判断される。一方で、反復がない場合には、「１」番目の「
ｎｏＲｅ」の音韻の要素がないと判断される。
【００４８】
　また、「２」乃至「３６」の要素が１モーラ目であり、「３７」乃至「７２」の要素が
２モーラ目である。まず、これらの要素のうち、「ａ」、「ｉ」、「ｕ」、「ｅ」及び「
ｏ」は、オノマトペＯＮ１が母音の要素を持つか否かを解析した結果である。すなわち、
１モーラ目において、「ａ」、「ｉ」、「ｕ」、「ｅ」又は「ｏ」の母音がある場合には
、「２」乃至「６」のいずれかの音韻の要素があると判断され、２モーラ目において、「
ａ」、「ｉ」、「ｕ」、「ｅ」又は「ｏ」の母音がある場合には、「３７」乃至「４１」
のいずれかの音韻の要素があると判断される。一方で、１モーラ目において、母音がない
場合には、「７」の音韻の要素があると判断され、２モーラ目において、母音がない場合
には、「４２」の音韻の要素があると判断される。
【００４９】
　さらに、「ｋ」等は、オノマトペＯＮ１が子音の要素を持つか否かを解析した結果であ
る。すなわち、１モーラ目において、子音がある場合には、「８」乃至「３３」のいずれ
かの音韻の要素があると判断される。また、２モーラ目において、子音がある場合には、
「４３」乃至「６８」のいずれかの音韻の要素があると判断される。
【００５０】
　さらにまた、「Ｎ」、「Ｑ」、「Ｒ」及び「Ｌ」は、特殊音の要素を持つか否かを解析
した結果である。
【００５１】
　特殊音は、詰まり音又は伸ばし音等のように、各モーラに含まれる要素となる音韻であ
る。具体的には、「Ｎ」は、「ん」の音を示す。そして、「Ｑ」は、「っ」で記載される
音、すなわち、促音を示す。「Ｒ」は、「ー」で記載される伸ばし音、すなわち、長音を
示す。「Ｌ」は、「り」の音を示す。なお、これらの特殊音の要素までが１モーラと判断
される。したがって、例えば、「が」、「がん」又は「がっ」といった音は、１モーラと
判断される。
【００５２】
　以上のように、情報処理システム１は、学習処理で被験者が回答するオノマトペＯＮ１
をモーラに分解して、反復、母音、子音及び特殊音の音韻の要素を持つか否かを判断して
記憶する。
【００５３】
　＜実行処理例＞
　上記のような学習処理によって、データベースＬＤＢが構築された後、すなわち、いわ
ゆる学習フェーズが完了した後、以下のような実行処理が行われる。
【００５４】
　図６は、実行処理例を示すフローチャートである。
【００５５】
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　ステップＳ１１では、情報処理システム１は、第２画像ＩＭＧ２を取得する。つまり、
ステップＳ１１で取得される第２画像ＩＭＧ２が写す被写体の質感が、実行処理によって
評価され、出力される。
【００５６】
　ステップＳ１２では、情報処理システム１は、学習結果に基づいて、第２画像ＩＭＧ２
の質感を音韻の要素の出現確率で表示する。ステップＳ１２の詳細は、後述する。
【００５７】
　なお、ステップＳ１２によって出力される音韻の要素の出現確率に基づいて、以下のよ
うな処理が更に行われるのが望ましい。
【００５８】
　ステップＳ１３では、情報処理システム１は、音韻の要素の出現確率に基づいて、音象
徴語を生成し、出力する。ステップＳ１３の詳細は、後述する。
【００５９】
　＜音韻の要素の出現確率の表示例＞
　上記（１）式のように学習が行われる場合には、学習済みモデルでは、出力関数をシグ
モイド（ｓｉｇｍｏｉｄ）関数とする。そのため、この例では、第２画像ＩＭＧ２におけ
る音韻の要素が、図４に示す「出現確率」のように、確率で出力される。
【００６０】
　そして、実行処理において、テスト画像となる第２画像ＩＭＧ２が取得されると、情報
処理システム１は、あらかじめ第１画像ＩＭＧ１によって学習された学習済みモデルにお
ける各層に保存される重みと、バイアスとに基づいて第２画像ＩＭＧ２を処理する。この
ような処理によって、例えば、以下のような音韻の要素の出現確率ＯＵＴが表示できる。
【００６１】
　図７は、実行処理の出力結果例を示す図である。図は、音韻の要素の出現確率ＯＵＴを
「反復」、「１モーラ目」及び「２モーラ目」に分けて表示する例である。また、図は、
音韻の要素を出現確率の高い順に並べて示す。したがって、図において、数値は、出現確
率の順位を示し、「１」で示す要素が各構成において、最も出現確率が高い要素である。
【００６２】
　具体的には、図示する例では、「反復」は、「Ｒｅ」が「０．９６」、すなわち、「９
６％」の出現確率である。なお、「反復」における「Ｒｅ」は、図５における「１」番目
の要素に相当する。
【００６３】
　また、図示する例では、「１モーラ目」における「母音」の要素では、「ｏ」が「０．
６１」と最も高い出現確率である。なお、「１モーラ目」における「ｏ」は、図５におけ
る「６」番目の要素に相当する。
【００６４】
　同様に、「１モーラ目」における「子音」の要素では、「ｇ」が「０．３４」と最も高
い出現確率である。なお、「１モーラ目」における「ｇ」は、図５における「１０」番目
の要素に相当する。
【００６５】
　さらに、「特殊音」の要素では、「Ｎ」が「０．０２」、「Ｑ」が「０．０１」、「Ｒ
」が「０．０１」の出現確率である。なお、「１モーラ目」における「特殊音」は、図５
における「３４」乃至「３６」番目の要素に相当する。
【００６６】
　「１モーラ目」と同様に、「２モーラ目」の出現確率も表示される。
【００６７】
　情報処理システム１は、以上のように各要素を出現確率で示して、第２画像ＩＭＧ２の
質感を出力する。質感は、人によって異なる表現となり、表現に曖昧さがある場合が多い
。例えば、同じ「柔らかい」という質感を表現する場合でも、形容詞を用いると、人によ
って、「とても柔らかい」と表現されたり、「少し柔らかい」と表現されたりするため、
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同一の画像であっても、表現する人によって差が生じる場合がある。これに対して、上記
のように、音韻の要素を出現確率で示すと、情報処理システム１は、人による曖昧さを表
現することができる。
【００６８】
　＜音象徴語の生成例＞
　以上のような音韻の要素の出現確率ＯＵＴがステップＳ１２で出力されると、例えば、
ステップＳ１３では、情報処理システム１は、以下のように音象徴語を生成できる。
【００６９】
　図８は、音象徴語の生成例を示す図である。以下、図７に示す音韻の要素の出現確率Ｏ
ＵＴが出力される場合を例に説明する。また、この例は、音韻の要素の出現確率ＯＵＴに
おける「反復」、「１モーラ目」及び「２モーラ目」の要素のうち、最も出現確率が高い
それぞれの要素を組み合わせて、オノマトペを生成する例である。
【００７０】
　まず、情報処理システム１によるオノマトペの「１モーラ目」（以下「第１モーラ成分
ＭＲ１」という。）の生成例を説明する。図示するように、音韻の要素の出現確率ＯＵＴ
では、「母音」は、「ｏ」の要素が最も出現確率が高く、「子音」は、「ｇ」の要素が最
も出現確率が高い要素である。
【００７１】
　なお、この例は、あらかじめ設定する設定値以下の出現確率である場合には、「特殊音
」を使用しないとする例である。つまり、「特殊音」の要素がいずれも、低い出現確率で
ある場合には、「特殊音」の要素を含まないオノマトペを生成する設定であるとする。
【００７２】
　したがって、第１モーラ成分ＭＲ１は、「ｇ」の「子音」と、「ｏ」の「母音」と、「
特殊音」を「なし」とする構成で生成され、「ｇｏ」（「ご」という音である。）となる
。なお、「母音」と、「子音」との組み合わせによって生成される音の詳細は、後述する
。
【００７３】
　次に、情報処理システム１によるオノマトペの「２モーラ目」（以下「第２モーラ成分
ＭＲ２」という。）の生成例を説明する。図示するように、音韻の要素の出現確率ＯＵＴ
では、「母音」は、「ａ」の要素が最も出現確率が高く、「子音」は、「ｗ」の要素が最
も出現確率が高い要素である。また、「特殊音」の要素の出現確率は、いずれも設定値以
下の低い出現確率であるとする。
【００７４】
　したがって、第２モーラ成分ＭＲ２は、「ｗ」の「子音」と、「ａ」の「母音」と、「
特殊音」を「なし」とする構成で生成され、「ｗａ」（「わ」という音である。）となる
。
【００７５】
　以上のように生成される「ｇｏ」の第１モーラ成分ＭＲ１と、「ｗａ」の第２モーラ成
分ＭＲ２とを組み合わせると、図示するように、「ｇｏｗａ」という音が生成できる。
【００７６】
　続いて、「反復」の要素を反映させる例を説明する。図示する例では、「反復」におい
て、「Ｒｅ」が「ｎｏＲｅ」より高い出現確率である。したがって、この例では、「反復
」を「あり」とする例である。具体的には、情報処理システム１は、第１モーラ成分ＭＲ
１及び第２モーラ成分ＭＲ２の組み合わせによって生成される「ｇｏｗａ」の音を繰り返
すようにして「ｇｏｗａｇｏｗａ」とする。
【００７７】
　以上のようにすると、情報処理システム１は、「ごわごわ」という第２画像ＩＭＧ２の
質感を表現するオノマトペＯＮ２を生成することができる。音象徴語では、音韻の要素が
示すそれぞれの１音１音に印象が結びつくため、共通した印象、いわゆる「音象徴性」が
強く現れる傾向がある。具体的には、「ｈ」の音韻の要素は、「柔らかさ」の質感に結び
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つきやすく、「ｓ」の音韻の要素は、「滑らかさ」の質感に結びつきやすい。ほかにも、
「ｇ」の音韻の要素は、「硬い表面との接触」の質感に結びつきやすい。
【００７８】
　したがって、上記のように生成されるオノマトペＯＮ２で質感を表現すると、例えば、
形容詞で質感を示す場合と比較して、多様な表現ができる場合が多い。形容詞で表現する
場合には、表現に用いる形容詞をあらかじめ用意する必要がある。そのため、表現は、用
意された形容詞を用いた範囲内に限定される。すなわち、あらかじめ用意した形容詞の種
類が少ないと、表現できない質感が多くなる。もし、形容詞で多様な質感を表現する場合
には、多数の種類の形容詞をあらかじめ用意する必要がある。
【００７９】
　一方で、本発明の一実施形態のように、オノマトペＯＮ２で表現する場合には、音韻の
要素を組み合わせてオノマトペＯＮ２を生成するため、多様な種類のオノマトペＯＮ２を
生成することが可能である。ゆえに、情報処理システム１は、オノマトペＯＮ２によって
、多様な表現で複雑な質感を統合的に表現できる。
【００８０】
　また、音象徴語による表現は、日本語以外の言語であっても通用する可能性が高い。す
なわち、日本語を母国語としない人、いわゆる外国人であっても、質感を音象徴語で表現
しようとすると、同じような音象徴語を用いようとする傾向がある。特に、「１モーラ目
」の「子音」は、共通する可能性が高い。ゆえに、音象徴語による表現であると、外国人
にも通用し、質感を精度良く表現できる場合が多い。
【００８１】
　＜音韻の要素の組み合わせ例＞
　図９は、音韻の要素の組み合わせ例を示す図である。図示する例では、縦軸と、横軸の
一部とが「子音」の要素であり、横軸が「母音」の要素である。
【００８２】
　例えば、「子音」が「ｋ」であって、「母音」が「ａ」であると、「母音」と、「子音
」との組み合わせは、「ｋａ」となり、図示するように、「か」という音となる。
【００８３】
　このように、ステップＳ１３では、情報処理システム１は、音韻の要素の出現確率ＯＵ
Ｔから、図における縦軸に示す音韻の要素と、横軸に示す音韻の要素とを組み合わせて音
を生成し、音象徴語を生成する。
【００８４】
　＜学習と類似度の精度評価実験結果＞
　比較対象として、被験者に、第２画像ＩＭＧ２となる「Ｔｈｅ　ＫＴＨ－ＴＩＰＳ　ａ
ｎｄ　ＫＴＨ－ＴＩＰＳ２　ｉｍａｇｅ　ｄａｔａｂａｓｅｓ」（http://www.nada.kth.
se/cvap/databases/kth-tips/）にある１００枚の画像を表示して、被験者が想起するオ
ノマトペを回答してもらった。
【００８５】
　実験では、上記の比較対象と、図３に示す学習処理及び図６に示す実行処理とで得られ
るそれぞれの音韻の要素の出現確率を以下に示す数式によって、ＫＬ情報量（カルバック
・ライブラー情報量、Ｋｕｌｌｂａｃｋ‐Ｌｅｉｂｌｅｒ　ｄｉｖｅｒｇｅｎｃｅ）と、
ｃｏｓ類似度とを計算し、評価した。
【００８６】
　図１０は、精度評価に用いた数式を示す図である。図示する（２）式は、ＫＬ情報量を
計算するための数式である。一方で、（３）式は、ｃｏｓ類似度を計算するための数式で
ある。
【００８７】
　図示する（２）式を用いると、２つの確率分布の差異が計算できる。なお、（２）式に
よる計算結果は、数値が「０」に近づくほど類似度が高いことを示す。また、（２）式で
は、計算対象となる離散確率分布を「Ｐ」及び「Ｑ」で示し、「Ｐ（ｉ）」及び「Ｑ（ｉ
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【００８８】
　図示する（３）式を用いると、２つのベクトルの類似度が計算できる。なお、（３）式
による計算結果は、数値が「１」に近づくほど類似度が高いことを示す。また、（３）式
では、計算対象となるベクトルを「ｐ」及び「ｑ」で示す。
【００８９】
　実験では、（２）式に基づいて、ＫＬ情報量が「２．８９」程度となり、ｃｏｓ類似度
が「０．９０７」程度となった。以上のような実験結果から、情報処理システム１が、出
現確率を用いて、画像の質感に適した音韻の要素を高精度に出力できることが確認された
。
【００９０】
　＜他の実施形態＞
　本発明に係る実施形態は、上記の情報処理方法によって生成される音象徴語を用いて、
質感を発話するロボット等に適用されてもよい。
【００９１】
　なお、全体処理は、図示する順序に限られない。例えば、各処理の一部又は全部は、並
列又は図示する順序とは異なる順序で行われてもよい。また、各処理は、複数の情報処理
装置によって、冗長、分散、並列、仮想化又はこれらを組み合わせて実行されてもよい。
【００９２】
　なお、本発明に係る情報処理方法は、プログラムによって実現されてもよい。すなわち
、プログラムは、１以上の情報処理装置を含む情報処理システム等であるコンピュータに
各処理を実行させるためのコンピュータプログラムである。
【００９３】
　したがって、プログラムに基づいて情報処理方法が実行されると、コンピュータが有す
る演算装置及び制御装置は、各処理を実行するため、プログラムに基づいて演算及び制御
を行う。また、コンピュータが有する記憶装置は、各処理を実行するため、プログラムに
基づいて、処理に用いられるデータを記憶する。
【００９４】
　また、プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録されて頒布するこ
とができる。なお、記録媒体は、磁気テープ、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気デ
ィスク又は磁気ディスク等のメディアである。また、記録媒体は、補助記憶装置等でもよ
い。さらに、プログラムは、電気通信回線を通じて頒布することができる。
【００９５】
　以上、本発明の好ましい実施形態の具体例について詳述したが、本発明は、図面に記載
された実施形態等に限定されない。すなわち、特許請求の範囲に記載された本発明の広範
な要旨の範囲内において、種々の変形又は変更が可能である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　　　　　情報処理システム
　ＯＮ１、ＯＮ２　オノマトペ
　ＯＵＴ　　　　　音韻の要素の出現確率
　Ｆ１　　　　　　学習部
　Ｆ２　　　　　　取得部
　Ｆ３　　　　　　出力部
　Ｆ４　　　　　　生成部
　ＩＭＧ１　　　　第１画像
　ＩＭＧ２　　　　第２画像
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